
江井島コミセンだより
〒６７４‐００６５明石市大久保町⻄島６８０‐５(江井島中学校内)
TEL：０７８‐９４７‐００７３(月曜日・祝日休館)

江井島地域のまなびの情報紙

対象講座は300以上

特色ある講座の中からお
好きな講座を選んで受講
できます。

年度途中の入学可

「学びたい」と思った時
が始め時。年度途中の入
学もできます。

新しい受講スタイル

お近くのコミセンだけで
なく、他の校区のコミセ
ンでも受講が可能。オン
ライン講座もあります。※令和3年度の受付は

令和3年12月25日(土)まで
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◇入学願書はお近くのコミセンで配布しています。
◇1講座1単位制。必須講座2単位、選択講座10単位を年度内に受講した方には修了証をお渡しします。

ライトコース３つの特色

ライトコースとは
明石市にお住まいの60歳以上の方であれば、どなたでも入学することが
できる新しい学びの機会です。市内13か所(中コミ)で開講する対象講座か
ら、好きな講座を選んで受講できます。

2021年度スタート

60歳以上の

おとなのまなび

あ か ね カ レ ッ ジ

ラ イ ト コ ー ス

市 民 講

こどもからおとなまで受講できる「みんなのまなび 市⺠講座」は今年も開講！
リトミックや絵本の読み聞かせなどの子育て講座から、まち歩き、心理学など、
いろんな講座を準備中。皆さんの受講をお待ちしています。

市民講座・ライトコースの講座は中面へ

※講座ごとに定員があります

(受講の流れ)
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年齢なんて
単なる数字に過ぎない
〜８５歳の現役プログラ
マーが語る『楽しく豊かな
人生100年時代』〜

5/13(木) 13：30～15：30
定員：50名

「江井ヶ島」という文字遣い、
新聞記事に見る江井ヶ島の姿
を学びましょう。

対面形式

6/11(金)
9：30～11:30
定員：50名

講師：橘 幸男

A(明石)C(コミュティ)E(エ
ンジョイ)ボール！誰でも楽
しく体を動かせますよ！
飲物と動きやすい服装で♪

対面形式

5/21(金)
13：30～15：30
定員：50名

講師：スポーツ振興課

江井ヶ島を読んだ詩歌、地名
と伝承について学びます。

対面形式

6/18(金)
9：30～11：30
定員：50名

講師：橘 幸男

健康のために薬と上手な付き
合い方を学びましょう。
申込時に質問いただくと、で
きるだけ講座で回答ください
ます。

対面形式

5/ 7(金)
9：30～11：30
定員：50名

講師：岡本 正志
（神戸学院大学薬学部教授）

予防として私たちにできるこ
とは？
基礎からお話いただきます。

オンライン形式

5/19(水)
13：30～15：00
定員：40名

講師：濵田 昌範
（あかし保健所所長）

日本風土の中で語り継がれ
た神々や妖怪を通し、地域
環境の理解し、防災を展開
していく方策をご紹介。

オンライン形式

6/16(水)
13：30～15：00
定員：40名

講師：高田 知紀
（兵庫県立大学准教授）

いろんな講座を準備して

60歳以上の

“おとなのまなび”を

応援します！

※受講には、ライトコースへの
入学が必要です。

明石市にお住まいの60歳以上の方にオススメ！

講座受講の前に
オリエンテーション!!
ライトコース必須です！
必ず受けましょう！

4/14(水) 10:00〜
4/17(土) 10:00〜
5/28(金) 10:00〜
6/ 4 (金) 10:00〜

※

薬の話

新型コロナウイルス
感染症の理解と予防

ACEボールと
ストレッチ教室

江井ヶ島の雑学(1)
~ちょっとだけ昔の江井ヶ島~

神々と妖怪の
地域づくり論

江井ヶ島の雑学(2)
~名寸隅の船瀬のあったところ~

講師：若宮 正子
（NPOブロードバンドスクール協会理事）

58歳からパソコンを独学で
習得した講師の、人生がどん
どんおもしろくなる話。。。

録画形式

講座には筆記用具を
ご持参ください。

1時間30分程度を予定
しています。

定員：各50名



申込方法：受付開始日の午前９時から電話受付。定員になり次第、締め切り。

●日 時：5月15日(土) 9：30～13：00
●参加料：1,500円(材料費)
●定 員：15名
●持ち物：エプロン、三角巾、マスク、筆記用具

★受付開始日： 4月22日（木） ９：００～

松下シェフのお料理教室

おなじみのシェフと料理を、
作って楽しみ、食して楽しみませんか♪

講師 / 松下 平

5/15
(土)

●日 時：5月29日(土) 10：00～11：00
6月 5日(土) 10：00～11：00

●参加料：無料
●定 員：20名(両日参加できる方）
●持ち物：動きやすい服装、飲物、

タオル、ヨガマット（大判バスタオル可）

★受付開始日：5月 6日（木） ９：００～

ヨガ入門教室

世界の先進企業でも取り入れられているヨガを
体験しませんか！

講師 / 松井 暢子

5/29
6/ 5
(土)

●日 時： 6月 3日(木) 10：00～11：30
●参加料：無料
●定 員： 5組
●持ち物：動きやすい服装

★受付開始日：5月13日（木） ９：００～

パパ・ママ・じいじ・ばあばと
楽しくリズム遊び

子どもたちと一緒に楽しむひと時を過ごしません
か！思い出の一コマに！

講師 / 江井島コミセンサークル
親子リズム アンパンマン

6/ 3
(木)

市 民 講

５月・6月開催予定の講座

受講のお申し込みは 江井島コミセンまで（TEL：078-947-0073）

どなたでも学べます！

●日 時： 6月25日(金)
午前 9：30～11：30 / 午後 13：30～15：30

●参加料：無料
●定 員：午前 20名 / 午後 20名
●持ち物：雑巾、筆記用具、研ぎたい刃物（複数可）

★受付開始日： 6月 2日（水） ９：００～

刃物研ぎ教室

台所の片隅で錆びついている刃物や枝切りバサ
ミなど、自分で研いでみません？
刃物研ぎ名人にチャレンジ！
午前午後の二部制で開催！

講師 / 森岡 光雄

6/25
(⾦)



コミセン地図

サ ー ク ル 紹 介

ギ ャ ラ リ ー コ ー ナ ー の 紹 介

太極拳サークル
（毎週土曜 9:30～11:30 講堂で活動）

健康にも良い太極拳。
みんなで楽しく市民講座の
アシスタントにも挑戦しました。
いつでも気軽に体験、見学できます。
一度のぞいてみませんか？

江 井 島 の学びの掲示板

〈2019年コミセンまつりでの発表〉

コミセンギャラリーには図書コーナーが
あります。
小説から児童図書など様々なジャンルが
ズラリ！貸し出しもおこなっています。
お気軽に事務所までどうぞ♪

東野圭吾も充実‼

活動の様子や趣味の作品なども展示

アクセス：山電西江井ヶ島駅徒歩６分


