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地域の まなびの 情報紙

あかねカレッジ ライトコース・市民講座のご案内は中面へ

☜
ト ピ ッ ク ス

2022年

春号

魚住東中学校区まちなかゾーン会議主催

まちなかゾーン会議では「身体とこころの健康の大切さを学び、みんなが笑顔で社会参加ができるよう
になろう」という活動テーマを掲げ、医療、介護、ボランティア等、地域で活躍する様々な職種が集まり
健康づくりに関する活動を行っています。
今回は、魚住地区のドクターによる講演会をオンライン形式を取り入れて開催予定！！
ズーム初心者の方向けに、1月20日(木)には地区の４会場を繋いで事前のテスト配信を行いました。

教えて！ドクターうおずみ開催

次回開催予定 5月26日（木）14時～15時
テーマ： 「こんな症状ありませんか？」

～動悸・息切れ・胸の痛み～

講 師：魚住東中学校区まちなかゾーン会議会長
平崎 智士さん（平崎内科循環器科クリニック院長）

参加方法：【オンライン】または【ご来場】

【問合せ先】 事務局 うおずみ総合支援センター
TEL：078-948-5081 FAX：078-948-5082

会員の所属団体：医師会・歯科医師会・薬剤師会・まちづくり協議会・民生児童委員協議会・地区社会
福祉協議会・高年クラブ・あかし保健所・ボランティア・介護関係事業所・企業等

うおずみ総合支援センターより
情報提供して頂きました。

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！

受講する
には…

詳しい内容・申込方法などは、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。

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。

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：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）※土日休館
好きな学科を１つ選び、１年かけて学んでいきます。

申込・問い合わせ先 TEL 078-918-5415

【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】



中学を卒業後、機関士として働
いていた興津さん。62歳で定年退
職した翌年、「自分と妻の今後の
ために」と気軽な気持ちで引き受
けたヘルパー講座をきっかけにし
て、介護の道へ。以来約20年、毎
日を楽しむ秘訣をお話し頂きます。

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

５/１９(木)13：30～15：00

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。ここでは、健康づくりの
ための運動と食生活のポイント
をわかりやすくお話しします。

アクティブシニアの健康づくり

講師：山口 泰雄

〇〇〇

５/１８(水) 13:30～15:00
講師：大鹿 達弥

５/１１(水) 13:30～15:00
６/１５(水) 13:30～15:00

明石で生まれた子ガメはメ
キシコ沖まで１万キロの旅を
してまた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
砂浜とはどのような環境なの
か、実態をお話しします。

（流通科学大学特任教授 ）

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。

今回のライトコース各講座の
お申込受付開始日

４月15日（金） 9時～
※先着順

☎ 魚住東コミセン （☎947-0199）

対面形式

対面形式
選択
講座

講座ID 22-12-011 講座ID 22-12-010

講座ID 22-12-005 講座ID 22-12-006 講座ID 22-12-007

講座ID 22-12-008 講座ID 22-12-001

映像を通して元気なまちづ
くり活動を発信し続ける映
画集団「スタジオグリタ」
の活動をご紹介します。

明石の海

映画制作の舞台裏

６/２２(水）13：30～15：00

講師：川東 敏幸(映画監督)
(オフィスイーストジャパン

スタジオグリタ統括)

講座ID 22-12-009

～映画制作の現場から～

選択
講座

講師：古賀田 万典

人生１００年時代

足元トレーニング

人生100年時代と言
われる今、自分の足で最後
まで動ける身体づくりを、
最近の健康情報と併せて皆
さまと一緒に足元から考え

てみましょう！

論語と漢詩入門

～目で見、耳で聞き、
一緒に声を出しませんか～
５/２７(金）13：30～15：00

講師：瀬田慶太郎
詩吟や漢詩を学ぶことは私

たちの心を豊かにし、確かな
生活の指針が得られます。詩
吟や書道は今一つという方に
も最適です。

人生１００年時代

「睡眠」と「健康」の知恵袋
６/８(水）
13：30～15：00

講師：木下 幸子
(明治安田生命保険相互会社
神戸支社 教育・育成課長)

寝具選びのポイント、寝室
の環境、眠りのお悩み解決法
などについてご紹介します。

オリエンテーション
必須
講座

選択
講座

①３/２６(土)10：00～11：30

講座ID 22-12-002

講座ID 22-12-003

講座ID 22-12-004

②４/６(水) 13：30～15：00

③５/６(金) 13：30～15：00

④６/４(土) 10：00～11：30

※上記①〜④のうち何れかご都合の良
い講座を指定してお申し込みください。

～ウミガメが産卵できる砂浜に～

(マリンピア神戸さかなの学校 校長)
(元機関士、介護士)

※講座を受講するには、入学手続きとオリエンテーションの受講が必要となります。

ライブ配信

かねカレッジライ ト コー スあ

選択
講座

３月１日(火)より入学受付開始
☎ 078-947-0199



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１４日(土)10：00～11：30
●参加費：無料
●定 員：30名
●持ち物：筆記用具、上履き、マスク

★受付開始日：４月８日（金） ９：００～

めざせスッキリ！がんばらない片付けのコツ

家の中を必要なモノだけにしたら、より快適な
暮らしに。今日からできることを少しずつ始めて
みませんか？

講師 / 加藤 真由美 (MKパートナー合同会社代表)

5/14
(土)

●日 時：５月２１日(土)10：00～11：30
●参加費：無料
●定 員：30名
●持ち物：上履き、マスク、筆記用具

★受付開始日：４月８日（金） ９：００～

働き世代が考えておかないといけないキャリア
のこと、資産のこと、子育てと家庭のこと、人生
１００年時代とは‥など、お金とココロにまつわ
る大切なポイントをお伝えします。

5/21
(土)

●日 時：６月１８日(土)10：00～11：30
●参加費：無料
●定 員：30名
●持ち物：筆記用具、上履き、マスク

★受付開始日：５月１３日（金） ９：００～

「アイヌのせかい」

北の大地に育まれたアイヌの文化や歴史をご紹
介します。初めてお聞きになられる方には、おす
すめの「入門」講座です。

講師 / 岡本 美香

6/１８
(土)

５月～6月開催予定の市民講座
受講のお申し込みは 魚住東コミセンまで（TEL：078-９４７-０１９９）

どなたでも学べます！

市 民 講

整理収納アドバイザー
働き世代のためのお金とココロの話
〜創造のライフデザインに⼤切な3つのこと〜

講師/北村 滋郎(特定社会保険労務士)

〜アイヌ⺠族の歴史・精神性や世界観・
アイヌ⽂化について学ぼう〜

●日 時：６月２５日(土)10：00～11：30
●参加費：無料 ●定員：30名
●持ち物：筆記用具、上履き、マスク
★受付開始日：５月２０日（金）９：００～

世界遺産を学ぼう！
〜知っているようで知らない世界遺産〜
講師/谷 威(たに・たけし) （ＮＰＯ法人世界遺産アカデミー認定講師)

世界遺産を知り、学び、訪れ、人生をより豊か
にしませんか。世界遺産の歴史や登録に至る道の
り、魅力など世界遺産の基礎知識を中心にお話し
します。魚住地域の皆さん、世界遺産の素晴らし
さを共有しましょう！

6/２５
(土)

※新型コロナウィルス感染拡大等により、各講座は「休講」「オンライン受講」となる場合がありますのであらかじめご了承ください。



これまでのまなび

の学びの掲示板

安心・安全にコミセンをご利用いた
だくために 感染・拡大防止にご協力
をお願いいたします。

 来館前に検温をお願いします。風邪の症状や体
調が優れない方は、来館をご遠慮ください。

 必ずマスクを着用してください。
 上履き（スリッパ等）をご持参ください。
 ３０分に１回は部屋の換気をしてください。
 使用したゴミやマスクは必ずお持ち帰りくださ

い。
 万一感染が発生した場合に備え、代表者は全員

の名前・連絡先を把握しておいてください。

以上、利用する際のルール順守をお願いします。

魚住東コミセンへのアクセス

ＪＲ魚住駅北⼝より、たこバス❿⻘葉台ルートに
乗車し、4つ目の停留所「⻘葉台⼝」下車徒歩5分

魚 住 東

１１月２７日(土)

「星座物語」
＋「天体観望会」

～星座が８８倍楽しくなる～
講師 明石市立天文科学館さん

１２月１１日(土)

ピアノ＆フルート
アンサンブル

～優しい音色に癒されました～

講師 坂本 佳苗さん
山本 ありささん

１１月 １０日(水)＆２４日(水)

うおずみ学講座２０２１
～魚住の歴史や文化を知る～

講師 うおずみん・ふるさと創生
プロジェクトさん

１２月 ７日(火)＆ ８日(水)

シニアのための
スマホ教室

講師 NTTドコモ認定講師
（NTTドコモショップ西明石店）

コミセンからの お知らせ

市民講座 ライトコース

１２月１８日(土)

世界七大陸ギター弾き語り
～南極にて完結～

講師 藤本 明生さん

令和４年１月２２日(土)

アドラー心理学に学ぶ
心のもち方

～自分の考え方を変えるだけで
幸せになれる～

講師 川原 啓治さん

令和４年２月２日(水)

ポジティブ心理学

講師 弘中 明子さん
（ハートフルライフカウンセラー）

～自分の機嫌を良くする技術～

令和４年１月２６日(水)

こども食堂
講師 松原 由美子さん

（こどもレストラン「つながり」代表）

～ご存知ですか？
みんなの居場所～

魚住東コミセンLINE公式アカウント
登録をお願いし ます 。

友だち登録方法 ＱＲコード


