
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)
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江井島地域のまなびの情報紙 2022

春号

新型コロナウイルスに翻弄された令和3年が終わり、いよいよ令和4年度が始まります。令和3年度は

緊急事態宣言の発出によりコミセン活動は6月下旬まで中止、ようやく解除されたと思いきや、再発出

により8月中旬から9月いっぱいは再び中止を余儀なくされました。10月以降は第5波も収まり各種講

座やサークル活動が再開され、現在は活気が戻ってきています。

余談となりますが、先日久しぶりに会った友人から最近の動静について尋ねられ、中学校コミセンに勤

めている旨を話したところ、「コミセンって何？」と聞かれました。説明すると、「へ～、そんなことしてる

ところがあるんや～」…。コミセンの存在ってあまり認知されていないなあと感じた次第です。確かにコ

ミセン活動についての周知の方法は、この『コミセンだより』の回覧、自治会掲示板への掲示、あるいは

明石市ホームページにて『コミセン情報紙』で検索すると閲覧できますが、なかなか情報が伝わりにくい

と感じています。令和4年度は少しでも『中コミ（中学校コミュティ・センターの略称）』について知ってい

ただけるよう、広報についての工夫をしていきたいと考えております。

それでは、江井島コミセンの活動について簡単にご紹介いたします。

〇 『あかねカレッジ ライトコース』 （明石市在住の方対象）

60歳以上の方対象で現在100名近い受講生がおられます。

一例…『テレビ等報道では聞かれない中国の実態』 『座って踊って健康ダンス』

『南極ってこんなところ』 『お金のプロが教える“60歳を過ぎたらやっておくべきこと”』

〇 『市民講座』 （明石市在住の方対象）

年齢制限なしの講座です。

一例…『アンデス音楽の世界へようこそ』 『科学とあそびの実験室』

『しめ飾り作り教室』 『クリスマス料理教室』

〇 『サークル活動』 （原則市内に在住、在勤又は在学の方で構成）

21のスポーツ、７つの文化系の同好の士が集い、それぞれの活動に熱心

に取り組んでおられます。その他不定期で活動される団体もいらっしゃいます。

以上の3つの活動が柱となっています。市民の皆さまが少しでも興味のありそうなことを題材とした講

座をこれからも実施していきますので、ぜひ気兼ねなくお越しいただければと思います。

江井島コミセン エリアマネージャー 安藤 正昭

江井島中学校コミセンってどんなところ？

クリスマス

料理教室

アンデス音楽の

世界へようこそ



申込・受講場所：ウィズあかし（アスピア明石）
好きな学科を１つ選び、１年かけて学んでいきます。
【開講予定学科：ボイス学科、花づくり学科、
あかし地域学科、健康づくり学科、サイエンス学科】

2022年度 入学案内
明石市内の60歳以上の方であれば、誰でも受け

られる「あかねカレッジ」。2022年度のあかね

カレッジは２つのコースが開講されます！

講座受講の前にオリエンテーションを受ける必要があります!!

３/３０(水) 10:00～11:30

４/ ８(金) 10:00～11:30

５/１１(水) 10:00～11:30

６/ ８(水) 10:00～11:30

定員：各50名 持ち物：筆記用具・水分補給用の飲物

来館の際はマスクをご着用ください

ID : 22-10-001

ID : 22-10-002

ID : 22-10-003

ID : 22-10-004

申込・受講場所：市内13の中学校コミセン

自分の興味や関心に合わせて、300以上の

講座の中から好きなだけ受けることができ

ます。自宅からのオンライン受講ができる

講座もあります。

受講するには…

申込：あかねカレッジコーディネートセンター

受講場所：ウィズあかし（アスピア明石）

好きな学科を１つ選び、１年かけて学んで

いきます。

開講予定学科：ボイス学科

花づくり学科

あかし地域学科

健康づくり学科

サイエンス学科

※ 資料代 年間10,000円

詳しい内容・申込方法など、各中学校コミセンなどで配架されている「入学案内パンフレット」

または「あかねカレッジのホームページ」をご覧ください。

①入学願書をコミセンへ持参

②オリエンテーションを受講

③講座を選択して申込⇒講座受講！

④資料代 年間1,000円 申込・問い合せ先 TEL 078-918-5415

江井島コミセン
オリエンテーション日程〇●〇●〇● 〇●〇●〇●

2022年度の入学受付開始は、３月１日(火)～です。
「ライトコース」を希望の方は、入学願書を記入の上、
コミセンへお申し込みください。



く

あ か ね カ レ ッ ジ ラ イ ト コ ー ス

5/11 (水) 13：30～15：０0

定員５０名

5/18 (水) 13：30～15：00

定員５０名

らくらくスマホ

使いこなし講座

講師：ａｕショップ大久保店

５/19 (木) 1０：０0～1１：３0

定員10名

スマホって使いにくい…

そんなお悩みをお持ちの方。

らくらくスマホの基本的な操作方

法を知り、便利なスマホにしま

しょう。

持ち物 自分のスマホ

らくらくスマホ

使いこなし講座

講師：ａｕショップ大久保店

５/２０ (金) 10：00～1１：３0

定員１０名

スマホって使いにくい…

そんなお悩みをお持ちの方。

らくらくスマホの基本的な操作方

法を知り、便利なスマホにしま

しょう。

持ち物 自分のスマホ

ＡＣＥボールと

ストレッチ教室

オンライン ID:22-10-007

講師：明石市スポーツ推進員

６/１０(金) ９：30～1１：３0

定員３０名

A(あかし) C(コミュニティ)

E(エンジョイ) ボール！

誰でも楽しく体を動かせますよ。

ぜひ、ご一緒に！

持ち物

飲物・上靴・動きやすい服装で♪

オンライン

文学の世界から

明石を知ろう

オンライン

講師：義根 益美
（明石市市史編纂室）

６/１7(金)１０：００～１２：００

定員5０名

万葉の時代、明石はどのように

描かれ、どのようにみられていた

のでしょう。

文学の世界から

紐解きます。

申込みは

４月15日（金）９：００～

です。

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！

ID：22-10-006

アクティブシニアの

健康づくり

６/１５(水) １３：30～1５：０0

定員５０名

明石の海
～ウミガメが産卵できる砂浜に～

講師：山口 泰雄
（流通科学大学特任教授）

アクティブシニアとは、「健康的・

主体的・活動的な生き方を実践

している中高年」のことです。

健康づくりのためのストレッチ・

ウォーキングと食生活のポイント

をお話します。

ID:22-10-005

講師：大鹿 達弥
（マリンピア神戸さかなの学校校長）

明石で生まれた子ガメはメキシコ

沖へ1万㌔の旅をして産卵に戻っ

てきます。近年の自然環境変化の

中、ウミガメが安心して産卵でき

る環境とは？実態をお話しします。

元気をお届け！

80歳の現役介護士が伝える、

“毎日の楽しみ方”

講師：興津 一博
（介護士、元機関士）

「昔の経験も今の経験も、すべて

つながっている」と話す興津さん。

日々を新しい気持ちで迎える“毎

日を楽しむ秘訣”をお話いただき

ます。

ID:22-10-008 ID:22-10-009 ID:22-10-010

ID:22-10-011

ＡＣＥボール

江井島海岸にウミガメ漂着
2020年09月04日



市 民 講 どなたでも学べます！

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21日(土) 9：30～12：00

参加料 ： 無料

定 員 ： 15名

持ち物 ： 雑巾、筆記用具、研ぎたい刃物（複数可）

★受付開始日： ４月３０日（土） ９：００～

刃物研ぎ教室

おうちの切れにくくなった包丁をよみがえらせ

てみませんか。切れる包丁にするための知識と

技を伝授します。

講師 /森岡 光雄

日 時 ： 6月4日(土) 9：30～11：30

参加料 ： ５０円

定 員 ： 30名

持ち物 ： 筆記用具

★受付開始日： ５月１５日（日） ９：００～

ロープワーク教室

生活の中で使えると便利なロープワーク。

様々なロープワークを身につけてみませんか。

講師 /間島 朗

日 時 ： 6月3日(金) 10：00～11：30

参加料 ： 無料

定 員 ： 5０名

持ち物 ： 筆記用具

★受付開始日： ５月１５日（日） ９：００～

知って安心、食の安全

食中毒など食事によって突然起きる事故。

恐ろしい事故を防いで安心・安全な食生活を送

りましょう。

講師 /明石市生活衛生課

日 時 ： 5月13日(金) 10：00～11：30

参加料 ： 無料

定 員 ： ５０名

持ち物 ： 筆記用具

★受付開始日： ４月２４日（日） ９：００～

プロに学ぶ掃除のコツ
〜らくらく・きれいに楽しく掃除〜

毎日のお掃除。少しでも楽に楽しくできれば…

とお思いの方。お掃除のプロがそのコツを伝授

します。

講師 /(株)オールウェイズダスキン高丘東店

アクセス：山電西江井ヶ島駅徒歩６分

コミセンからお願い

コミセンには、駐車場は

ございません。

公共の交通機関 または

徒歩・自転車でお越しく

ださい。

公式アカウント
はじめました

ＱＲコードＩＤ検索

＠８６３ｃｋｄｆｆ

開館・休館のお知らせなど、

コミセン関連情報をいち早く

お届けします。

5/13
(⾦)

5/21
(土)

6/3
(⾦)

6/4
(土)


