
魚住コミセン 学びの情報紙

※コミセン情報紙はHPで閲覧できます 明石市 コミセン情報紙 検索

あい

【警報発令時について】

明石市に「大雨」「暴風」「洪水」等のいずれかの警報が発令されている場合、ライトコースの講座・市民講座
は中止となります。
・午前の講座…開催当日の7時から講座開始までの間
・午後の講座…開催当日の11時から講座開始までの間

ライトコースの講座・市民講座は中面へ

👈

市 民 講10～11月開催の

●日 時：ヨガで身体リセット

土曜日のひととき、ゆったりと
リラックスしながら、ご一緒に
ヨガを楽しんでみませんか♪

講師/ 松井暢子
●参加費：

ヨガマット（又はバスタオル）・水筒

10月①

10：00～11：00② 10月15日(土)               
10：00～11：00

無料

●定 員： １０名（2回とも参加できる方）
●持ち物：

汗拭きタオル・筆記用具・動きやすい服装

受付開始日 9月20日（火）9時～

お申し込みは 078-９４３-０３０３ まで

8日(土)     10月

クレイアート教室 座って♪踊って♪健康ダンス
～来年の干支を創ろう！～

11月 11月

講師/ 平石晶子

陶芸の粘土で来年の干支
「ウサギ」を作ります。
ウサギを飾る台にもなる小
皿も一緒に作りましょう♪。
可愛いウサギさんを飾って
新年を迎えませんか？

●日 時：11月 5日(土)               10：00～11：30

●参加費：７５０円（材料費実費）

●定 員： ２０名（親子での参加可）

●持ち物： エプロン・手拭きタオル・筆記用具・上履き

受付開始日 10月14日（金）9時～

講師/ 西尾弘子
(ダンスグループ「キララ」代表)

受付開始日 10月21日（金）9時～

●持ち物： お茶・タオル・動きやすい服装

２０名●定 員：

●参加費： 無料

●日 時： 11月11日(金)               13：30～15：00

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。月曜日・祝日休館

年齢、性別など問
いません。

音楽を聴きながら
簡単な健康ﾀﾞﾝｽを
しませんか！

日ごろ凝っている
体の疲れがほぐれ
ますよ。

筆記用具・上靴

うおずみ まなびEye



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。月曜日・祝日休館

詳細は あかねカレッジ 検索

12月開催の 市 民 講 お申し込みは 078-９４３-０３０３ まで

12月

講師/ 硯智美

●日 時： 1２月２日(金)               
●参加費：

●定 員：

１，０００円（材料費として）

１２名

●持ち物： エプロン・三角巾・ハンドタオル

受付開始日 11月10日（木）9時～

筆記用具・上履き

10：00～12：30

外国人に伝える！

伝わる「やさしい日本語」講座

アイヌをえがく
～「森と湖のまつり」から「ゴールデンカムイ」まで～

12月12月

ティータイムのお供にぴったりな
素朴な焼き菓子 イタリアの
伝統菓子《ビスコッティ》をチョコと
抹茶の２種類焼きます。

講師/ 福井武司講師/ 岡本美香

あなたなら外国人に日本語でペットボトルをどう伝
えますか？どこの国の方にも通じるわかりやすい日
本語を楽しみながら学びましょう！

映画や漫画に描かれるアイヌの姿からアイヌと和人
の歴史を深堀りします。講師イチオシの映画・漫画も
ご紹介します！

●日 時：
●日 時：

12月10日(土)               
12月 9日(金)               

10：00～12：00
13：30～15：00

●参加費：
●参加費：

●定 員：
●定 員：

３０名
３６名

●持ち物：
●持ち物：

筆記用具・上履き
筆記用具・上履き

無料
無料

受付開始日 11月18日（金）9時～受付開始日 11月18日（金）9時～

受講する

には…

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！

申込・受講場所：市内13の中学校コミセン

※資料代として年間1,000円が必要です。

ライブ配信または録画形式 講座申込受付開始 9月15日（木）9時～ ※先着順

明石城と城下町

10/19(水)
13:30～15:00

講師：宮本 博
(神戸史学会会員)

明石城は徳川家康により天下が統一された後に築か
れた新しい城です。太平の世に向かっているこの時
期に、なぜ明石に城が必要だったのか、それはどの
ような城であったのか。築城時の様子を城下町と合
わせて考えます。

講座ID：２２－１１－０２６

新しいアジアの時代

11/16(水)
13:30～15:00

講師：太田 和宏
(神戸大学教授)

近年アジアの国際秩序は大きく動いています。経済的
な相互依存関係が強まる一方、外交的には米中対立、
自由で開かれたインド太平洋構想、東南アジア独自戦
略等で複雑化しています。こうした現状を一緒に考え
ましょう。

講座ID：２２－１１－０２７

(公財)明石文化国際創生財団共催講座

ライトコース

(公財)神戸YWCA日本語講師

楽しく♪お菓子づくり
～おいしいお菓子づくりにチャレンジしてみませんか～



あ か ね カ レ ッ ジ ラ イ ト コ ー ス

※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！

【１０月～１２月開催予定の講座】

対面形式

ライブ配信または録画形式

10/26(水)
13:30～15:00

講師：大西 泰世

講座申込受付開始 9月15日（木）9時～ ※先着順

知って納得！
日銀と経済のおはなし

講師：東沢 匡人
（日本銀行神戸支店

企画役補佐）

講師：高堀 枝裕二
（歴史家）

講座ID：２２－１１－０３５

（近畿大学教授）

日、年齢に関わらず新し
い知識を学び、社会貢献
に参画する人生を考える
時が来ています。

講座ID：２２－１１－０３２

10/4(火)
13:30～15:00

講師：梶村 好宏
(明石工業高等専門学校教授)

AI(人工知能)とは何でしょうか？
どのような仕組みで動いているの
でしょうか？
皆さんの身の回りにも使われてい
るAIについて紹介します。

坂東さんは中学卒業後40年近く美容院を経営され、６９
歳で通信制高校に入学し72歳で卒業されました。入学を
決意するまでの想いや実際の高校生活についてお話しい
ただきます。

学びに遅すぎることはない
～69歳の高校デビュー～

講師：坂東 信子
(美容院経営)

11/9(水)
13:30～15:00

講座ID：２２－１１－０３６

参画と協働の時代における
地域活動とボランティア

12/21(水)
13:30～15:00

人生100年と言われる今日、年齢に関わらず新しい知識を学
び、社会貢献に参画する人生を考える時が来ています。
いきいきとした暮しをつくるために、これからのまちづく
りに協働するボランティアの意義を考えます。

講座ID：２２－１１－０２８

講師：浅見 真一
(FPM代表）

暮らしに役立つＡＩ(人工知能) 初めての川柳
～楽しく詠んでストレス発散！～

初めての方でも大丈夫！NHK
｢ラジオ深夜便｣でおなじみの
大西先生から川柳の作り方の
要点やコツを学び、お題をも
とに川柳を作って楽しみます。

うおずみ歴史講座

「紫式部と源氏物語と明石」

11/19(土)
10:00～11:30

11/25(金)
13:30～15:00

講座ID：２２－１１－０３７

講座では、日本銀行の業務の
内容についてお話しするととも
に、最近の経済動向や金融政策
についてもご説明します。

ええトコ☆再発見！
うおずみトーク会

12/16(金)
13:30～15:00

参加者のみなさん同士で、地域の魅力
を再発見してみませんか？？
｢そんなとこあるのか！｣｢今度行って
みようかな｣など、みなさんで一緒に
ゲーム感覚で楽しみながら、今まで知
らなかった“ええトコ”を見つけましょ
う！
魚住地区以外の方もご参加いただけま
す。

・開催日時 ： 12/3（土）10:00～11:30

講師：コミュニティ創造協会

※参加者は事前
に川柳を２句作
り提出いただき
ます。お題、
提出方法は申し
込みの際にお伝
えします。

再来年の大河ドラマが紫式部に決まり
ました。紫式部は『源氏物語』の作者
として有名ですが、実はとても明石と
関係が深いのです。『源氏物語』の中
に「明石の帖」もありますし。それは
どうしてなのかを
解き明かしていき
たいと思います！

※今後、1/20（金）、2/10（金）にも開催予定

【講座ID：２２－１１－０３８】

あかねカレッジライトコース

『次の学びに出会うためのふり返り会・

秋の出会い編』のお知らせ

今年度のあかねカレッジライトコースがはじまって、まもなく
半年を迎えます。
この機会に、これまでの興味・関心をふり返り、次の学びにつ
ながるヒントを見つけませんか？

・持 ち 物 ： 筆記用具、上履き、学生ファイル

・参加方法 ： お電話でお申込みください。

講座ID：２２－１１－０３４

講座ID：２２－１１－０３３



【JR魚住駅とたこバスを利用】

魚住駅北口より、たこバス⑪清水ルートに乗車し、「魚住中学校」
下車
【神姫バスを利用】
国道2号線「清水西口」バス停で下車、徒歩10分

市民の皆さんが、学び、集い、鍛え、語り合って交流の「わ」

を広げる場所がコミュニティセンター（コミセン）です。

第２・４日曜日 10:00～11:30

コーラス カンタービレです。
私たちは山下澄子先生のご指導で童謡・唱歌を
歌っています。
声を出すことは体にとっても良いことなので、健康
で楽しく長く歌い続けられることを目標にしていま
す。
入会者募集中です。一緒に歌いませんか？

コーラス カンタービレ 健幸体操 すみれ

５月から活動しています健幸体操 すみれです。
健幸の幸は元気でいられることは幸せというこ
とです！
体を動かして元気で健幸になりませんか？
老若男女問わず楽しくやっています♫
一度気軽に見学を...お待ちしております！！

この春から魚住コミセンに登録した新しいサークルを
紹介します！

関心のある方は、魚住コミセン☎943-0303 まで
お問い合わせください。会員募集中！

魚住コミセンへのアクセス

〒674‐0074

明石市魚住町清水３６４(魚住中学校内) 月曜日・祝日休館
開館時間：【火～土】9:00～21:00 【日】9:00～17:00

魚住コミュニティ・センター ☎ 078-943-0303   
FAX   078-918-5973 

みんなの給食やっています！

9/7・9/28・10/12・10/26・11/9・
11/30・12/14・1/11・1/25・2/8・
2/15・3/8

魚住コミセンでみんなで一緒に中学校の給食を食べませんか！

●対 象 ：

●参加費 ：

※新型コロナウィルスの感染
状況により中止・変更となる場
合があります。

コミセンからのお知らせ

●申込み ：

開催日程
１２：００～（受付１１：３０）

１回４００円

市内在住の６５歳以上の方

開催日前月の５日から魚住コミセンへ電話で
申込み

魚住コミセン
LINE公式アカウント

魚住コミセンの情報をお届けします。
講座やコミセン関連情報を配信して
います。ぜひご登録ください♪

受講を希望される皆様へ

感染拡大防止のため受講人数の制限や検温等を実施しています。
①体調不良の方(平熱を超える発熱のある方は受講できません)
②マスク非着用の方はご受講をお断りすることがあります。

ご受講の皆様にはマスク着用と参加前の手指消毒、検温にご協力いただき、
上履きを各自お持ちくださいますようお願いいたします。

う お ず み コ ミ セ ン 掲 示 板

活動日 第１～４火曜日 16:00～18:00活動日

●時 間 ：

魚住コミセンは、魚住中
学校南端にあるプール
の所から西へ約２００m、
南門を入ってすぐの２
階建ての建物です。


