
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
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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・市⺠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は中面へ

�

市 民 講1～3月開催の

●日 時：

はじめてのペン習字
美文字で書こう！（全3回）

講師/ ⻄海白悠

●参加費：

新聞紙2～3枚・テイッシュペーパー2～3枚
筆記用具・上履き

①

13：30～15：00②

３００円（材料費）

●定 員： １０名

●持ち物：

受付開始日 1月26日(木) 9時～

お申し込みは 078-９４３-０３０３ まで

2・3
月

貴方も漢字・日本語ファンに！
〜やさしいクイズで楽しく学びましょう〜

ヘタでいい、ヘタがいい
絵手紙教室1月

講師/ 川 こう

おなじみ川こうさんの登場。
今回は、難読名字・地名・国名、
筆順、部首、日常語の語源、
様々な助数詞、親子関係の諺な
どの面白い内容です。

●日 時： 1月14日(土) 10：00～11：30
●参加費：

●定 員： ３６名

●持ち物： 筆記用具・上履き

受付開始日 12月22日(木) 9時～

講師/ 岸本 まゆみ
(日本絵手紙協会公認講師)

受付開始日 1月7日(土) 9時～

●持ち物：

３６名●定 員：

●参加費： 無料

●日 時： 1月28日(土)

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

お手本なし、下書きなしの一発
勝負。集中して描いた線(⾔葉・
絵)には、その人らしさがあふれ
ています。そんな心のこもった
世界にたった一枚の絵手紙をか
いてみませんか。

筆記用具・上履き

うおずみ まなびEye

女性のための健康づくり栄養講座

（漢字教育士 漢字・日本語・諺検定各1級)

無料 10：00～11：30

3月

美しい文字が書けるようになると心も美しくなります。
お名前やご住所など今より美しい文字で書けるようア
ドバイス(ご指導)いたします。

【警報発令時について】

2月18日(土)

③

2月25日(土)
3月 4日(土)

「正しいひらがなを書こう」

「名前と住所を書こう」

「ハガキの表書きと、のし袋の書き方」

●参加費：無料

●定 員：各回１５名

●持ち物： 下敷き用ノート・ボールペン・上履き

講師/ 明治安田生命相互会社神⼾⽀社

いつまでも若々しく︕
⽼化を防いで身体の中から
健康に︕

●日 時： 3月10日(金)

受付開始日 2月17日(金) 9時～

全日 10：00～12：00

※原則３回とも出席できる方

1月



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

講座申込受付開始 12月 15日（木）9時～ ※先着順

講師／G3sewing（じーさんソーイング)

ライブ配信または録画形式 講座ＩＤ:２２－１１－０４８

日、貢献に参画する人
生を考える時が来てい

ます。

講師／人権推進課

すべての人がしあわせになるために、「人権」
が保障されています。明石市の取組をはじめ、
「人権」について構えることなく学んでいただ
ける講座です。

民謡の歴史と兵庫の民謡

13:30～15:00

講師／中岡 順子
((財)日本民謡協会教授
県伝承芸能協会理事）

⺠謡の魅⼒を交えながら、⺠謡の
歴史と兵庫の⺠謡についてお話し
します。

13:30～15:00

対面形式 講座ＩＤ：２２－１１－０４０

13:30～15:00

ライトコース

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。

あかねカレッジ 検索 �

今年度の入学申込締切りは１２月２５日までです。

みんなでニュースポーツを楽しもう♪

13:30～15:00

講師／社会福祉法人 明石恵泉福祉会

ニュースポーツは年齢に関係なく
「誰でも気楽に」参加できるス
ポーツです。今回は3種類を用意し
ました。一緒に楽しみましょう！

対面形式 講座ＩＤ：２２－１１－０４２対面形式 講座ＩＤ：２２－１１－０４１

【1月～3月開催予定の講座】

水

13:30～15:00

水

13:30～15:00

尊重される共生社会

～明石市における取り組み～

水

水 金

金 金

レッツ♪ 詩吟
～大きな声で元気よく～

講師／中島 紫峡

（紫洲流日本明吟会）
13:30～15:00

絶句や律詩の詩に節調を付け、それぞれ
の音程により吟じます。腹の底から声を
出しますのでストレス解消にも最適です。
初心者大歓迎。

持続可能な社会づくりと高齢者

講師／松岡 廣路
（神戸大学教授）

SDGs（持続可能な開発目標）をやさ
しく解説し、持続可能な社会づくりに
求められる「学び」についてお話しし
ます。

水

文学の世界から明石を知ろう

～昔の人は明石をどう見ていた？～

13:30～15:00

「竹取物語」や「源氏物語」、
「平家物語」と、歌枕の地・明石
に、人々が抱いてきた心象風景を
たどります。

講師／義根 益美
（明石市立文化博物館）

講師／原田 明
（住民代理店ＢＯＢ）

持ち物 動きやすい服装、運動靴、
タオル、水分補給、
筆記用具

ライブ配信または録画形式 講座ＩＤ:２２－１１－０４５

ライブ配信または録画形式 講座ＩＤ:２２－１１－０４７

ライブ配信または録画形式 講座ＩＤ:２２－１１－０４６ ライブ配信または録画形式 講座ＩＤ:２２－１１－０４９

じーさんソーイングの齋藤勝さんは82歳でミシ
ンと出会い、日本中から注文が殺到している
“がま口バッグ”職人に。“幸喜”高齢者が毎日を
楽しむための秘訣をお話しいただきます。

55歳で早期退職し、多岐にわたる活動でまち
づくりに参画してきた原田さん。人生の中で
＼おもろい・たのしい／と出会える秘訣を、
さまざまなエピソードとともにお話しいただ
きます。

いつからでも新しいことは始められる
～ほぼ寝たきり80代じーさんが見つけた

毎日の楽しい暮らし～

あなたはなんにでもなれる！

～人生後半戦をもっと面白くする方法～



あ か ね カ レ ッ ジ ラ イ ト コ ー ス

今年度のあかねカレッジライトコースも、ま

もなく終盤を迎えます。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？入学されて間

もない方も安心してご参加ください。

・開催日時：① １/２０（金）13:30～15:00

・参加方法： お電話でお申込みください。

・持 ち 物 ： 筆記用具、上履き、学生ファイル

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・

冬のまとめ編』のお知らせ

② ２/１０（金）13:30～15:00

講座ID：２２－１１－０４３

講座ID：２２－１１－０４４

講座プレイバック （夏のメモリアル）

おやこ陶芸教室（7/30）

陶芸サークルさんと一緒に作りました

⽴派な作品ができあがり︕

楽楽さんの人形劇にくぎづけ︕

親子で楽しむ手形アート（9/30）

作ったパクパク人形をはめてハイ、ポーズ︕

楽しい☆人形劇（8/20）

足形ぺったん♪
ハロウィンにぴったりの素敵な
作品のできあがり︕

※中学校コミセン(全13カ所)どこでも受講できます。詳しくは開催一覧表をご覧ください。



【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

市⺠の皆さんが、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

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

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。

コミセンからのお知らせ

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。

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♪

魚住コミセン
LINE公式アカウント

インフォメーション

☎ 078-943-0303   
FAX   078-918-5973 

明石市魚住町⻄岡の旧魚住清掃⼯場跡にこのたび魚住文化財収蔵庫が
オープンしました。

この収蔵庫は本年２月に完成し、それまで市内数か所に分散して保管
していた埋蔵文化財をはじめとする文化財資料を集約しています。

市内で発掘された埋蔵文化財を中心に、コンテナ約２万箱におよぶ文
化財資料などを保管しております。展示室では年に4回、約1ヶ月間、そ
れぞれ展示内容を変えて公開しています。次回は2023年1月11日から魚
住地域の⺠俗文化財を中心に展示公開する予定です。これらの期間以外
の⾒学は団体のみ事前予約で受け付けております。また展示室には歴
史・文化財関係の専門書も数多く配架しており、ご自由に閲覧できるよ
うにしております。かけがえのない明石の文化財資料を大切に保管し、
地元魚住の皆様をはじめ多くの方々が文化財に親しみをもっていただけ
る施設として、今後、活用を図ってまいります。皆様方のご利用をお待
ち申し上げております。

（お問い合わせ先）
明石市文化･スポーツ室歴史文化財係

☎ 078‐918‐5629

「魚住文化財収蔵庫」で歴史ロマンを感じませんか？

魚住文化財収蔵庫外観

展示風景

明石市魚住町⻄岡鴨臺2119‐23
（⻄部学校給⾷センター南）

ま ち か ど


