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二見町 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)



あ か ね カ レ ッ ジ ラ イ ト コ ー ス

オリエンテーション

① ４/１４(水) 13：30～15：00
② ４/２２(木) 13：30～15：00
③ ５/６(木) 13：30～15：00
④ ６/２(水) 13：30～15：00

講師：二見コミセン

新型コロナウイルス感染症と
はどんな特徴をもつ感染症な
のか、予防として私たちにで
きることは何なのか、基礎か
らお話しいただきます。

新型コロナウイルス感染症
の理解と予防

５/１９(水) 13：30～15：00

講師：濵田昌範
(あかし保健所所
長)

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』

５/１２(水) 13：30～15：30

ポジティブ心理学はハーバード
大学で人気№１の講義として注
目されていた、人の幸せを追求
し、力を発揮させる学問です。
その中で毎日の生活で簡単に使
える方法をお伝えします。
もっと毎日をご機嫌に過ごしま
しょう！

毎日をもっとご機嫌に！

ポジティブ心理学①②

①５/２６(水) 13：30～15：00  
②６/２３(水） 13：30～15：00

講師：弘中明子

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！

ライトコースを受講する
にあたっての受講方法や
心得をお伝えします。

講師：若宮正子
(NPOブロードバン
ドスクール協会理
事)

連続講座

〇各講座の申し込みは、4/27(火)9:00より
電話(⻄部⽂化会館078-943-6741)で
受け付けます。

〇各講座とも、筆記⽤具、マスク、上履き
(スリッパ）の⽤意をお願いします。

〇受付、検温をしますので各講座とも開始
時間の10分前には来館してください。

６/９(水) 13：30～15：00

講師：増原裕子
(明石市役所LGBTQ +
/SOGIE施策担当職員)

初歩から学ぶLGBTってなぁに？

～〇×クイズで楽しく学ぼう！～

「おねえタレントってみん
なゲイなの？」などLGBT
について〇×クイズで楽し
く学びましょう。

日本の風土のなかで語り継
がれてきた多様な神様や妖
怪を通して、身近な地域環
境を深く理解し、まちづく
りや地域防災を展開してい
く方法をご紹介します。

神々と妖怪の地域づくり論

６/１６(水) 13：30～15：00

講師：高田知紀
(兵庫県立大学
准教授)

必須 オンライン オンライン

オンライン

受講のお申し込みは 西部文化会館まで（TEL：078-943-6741）

５月・6月開催予定の講座



申込⽅法︓受付開始⽇の午前９時から電話受付(078-943-6741)。定員になり次第、締め切り。

●日 時：５月１５日(土)１４：００～１５：３０
●参加料：1500円(但し材料費として)
●定 員：１０名
●持ち物：花ばさみ、持ち帰り用袋

★受付開始日：４月２４日（土） ９：００～

フラワーアレンジメント
〜春の装い〜

春になるといろんな花が咲き、
人々の気持ちも軽くなります。
「春の装い」素敵な作品を仕上
げてください。

講師/ 山本 惠子

５/１５
(土)

●日 時：5月27日(木)10：00～11：30
6月 3日(木)10：00～11：30

●参加料：無料
●定員：10組(生後2か月～あんよ前までのベビー＆

ママ・パパ)
●持ち物：バスタオル、ベビーオイル、

赤ちゃんの水分補給

★受付開始日：５月１日（土） ９：００～

おうちでできるベビーマッサージ①②

ママ・パパの「楽しく子育て」を応援！おうち
でできるベビーマッサージや絵本の読み聞かせ、
手遊び歌を通して、親子で感じるコミュニケー
ションをしましょう！

講師/岡村 香(RTA認定ベビーマッサージ講師)

５/２７
(木)

●日 時：６月２６日(土)14：00～16：00
●参加料：500円(但し材料費として)
●定 員：20名
●持ち物：なし

★受付開始日：６月１日（火） ９：００～

１００均素材で作る
手作りアクセサリー

自分でデザインしたアクセサリーを身につける
のはいかがですか？グルーガンやレジンを用い
て100均素材でアクセサリー作りをします。

講師/Kelly(アクセサリー作家)

６/２６
(土)

市 民 講

どなたでも学べます！

６/３
(木)

受付、検温をしますので各講座
とも開始時間の10分前には来
館してください。またマスク、
上履き(スリッパ)の⽤意をお願
いします。

コロナ感染拡大防止のために！

・来館前に体温を測ってください。熱があるときや
体調が悪いときは来館を控えてください。

・来館の際には必ずマスクを着用してください。
未着用の場合は来館をお断わりします。

・使用人数は部屋の定員の半分までとしてください。
・咳エチケットの励行、活動前後の手洗い・手指の

消毒を行ってください。
・屋内の場合、30分に5分程度の部屋の換気を行って

ください。
・使用後は、手が触れた箇所の消毒をしてください。
・使用者同士は1メートル以上の間隔をあけてください。
・近距離での会話や発声、特に大きな声を出すことは

しないでください。
・食事を伴う使用は禁止します。



※記入例
・貸館の定員

コミセンからのお知らせ

「二見コミセンサークル紹介」明石二見グラウンドゴルフ同好会・西二見グラウンドゴルフ同好会

学 び の 掲 示 板二 見 町

「集いの場」を訪問しました

春到来！御厨神社の梅が満開になりました。

4/17から土曜日と日曜日の９時から17時まで西部文化会館の
２階がワクチン接種会場になる予定です。
それに伴い毎週日曜日の「母と子の文庫」(図書室開放)が4/16から金曜日
に変更になります。ご利用の皆様にはご迷惑をおかけしますがご理解・ご協
力を賜りますようお願いいたします。

駅北の皆さんが楽しく活動されているのを見学させていただきました。
メンバー17名中16名の方が集まってくださいました。すごい出席率です。

毎週月曜日に駅北集会所に集
まり午前中は、お茶を飲んだり
お話をしたり、午後は輪投げや
卓球を楽しんでいる自主運営
のグループです。
現在はコロナに注意しながら
の活動となっています。
「集い」のはじめは平成22年
になります。
ふれあいプラザあかし西がで
きて、卓球の申し込みに行った
ところ一杯でなかなか使えなかった
そうです。そこで当時の自治会長さ
んに相談したところ、集会所に卓球台
を１台買ってもらうことができ、そこ
へ人が集うようになったそうです。
まさしく１台の卓球台からのスタートです。

平成24年から始まった二見
町輪投げ大会に毎年参加しま
した。優勝 6回、3位2回とい
う成績です。 表彰状は額に入
れて和室に飾られていました。

当日は、お茶をご一緒させていただき
ましたが、皆さん本当にいい笑顔でし
た。その時に出たお話です。

「自分は足が痛くて来るのが大変なんだけど、
ここに来ると楽しい。だから頑張って来る。」
「今はできないけど、前に『タコをもらったから
タコ飯作ろ』と声がかかり、みんなで作って食
べたのが楽しかった。いい思い出です。」
「楽しい井戸端会議や世間話、和が一番大事！ 」

１０年以上もこんな楽しい集まりが続いているのは素晴らしいことだと思いました。取材
をさせていただいて、心がほんわかとなりました。ありがとうございました。(事務局)

明石二見グラウンドゴルフ同好会が毎週火曜日、西二見グラウンド
ゴルフ同好会が木曜日の９：３０～１２：００までグラウンドで練習してい
ます。どちらも、まず抽選でその日にまわるグループを決めます。
グラウンドには８ホールのコースがあるので、それを３回まわります。
それが終わると２つに分かれて紅白対抗戦をして楽しんでいます。プ
レー中は、たくさん歩くのでコロナでなまった身体には、ありがたいで
すし、何よりここでたくさんのメンバーに会えることが嬉しいです。
ホールインワンができたときは最高の気分です。
毎年１１/３の合同文化祭には二見中学校でグラウンドゴルフ大会を
開催し、たくさんの方の参加があります。それも大きな楽しみのひとつ
です。また、コロナ以前はみんなで集まって、バスで加西まで行き、
グラウンドゴルフや食事、温泉を楽しんだこともいい思い出です。


