
二見コミセン通信 2022年度春号
〒６７４－００８１ 明石市二見町西二見５９７－２(西部文化会館内)
TEL：０７８－９４３－６７４１(月曜日・祝日休館)

二見町 まなびの情報紙

ライトコースの講座は中面へ

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！

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

中から好きなものを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…

(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

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】

申込・問合せ先 TEL 078-918-5415

詳しい内容・申込方法などは、コミセンで配架されて
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) 入学者受付開始 ３月１日（火）～ （申込時にオリエンテーションも申し込んでください。）
(２) オリエンテーション（二見コミセン開催日）
① ３月２３日（水）13：30～15：00 （講座 ID 22-13-003）
② ４月 ６日（水）13：30～15：00 （講座 ID 22-13-004）
③ ５月１２日（木）10：00～11：30 （講座 ID 22-13-005）
④ ６月 ９日（木）10：00～11：30 （講座 ID 22-13-006）

(3) オリエンテーションの受講後に講座申込ができます。

二見コミセン開催日に都合がつ
かない時は、他のコミセンのオリ
エンテーションを受講することが
できます。

ピッ ク スト

二見を学ぶ②（二見のまちを歩こう）

昨年11月10日に、清水圭三氏（講師）二見中学生２名（トライや
るウィーク）参加者２４名と職員３名の総勢３０名が御厨神社に集合
しました。雨に降られる中でしたが、二見町東二見の寺社など名所旧
跡を１３箇所巡りました。
参加者から「長年住んでいるのに知らない事や場所が多くて驚いた。

参加してよかった。」「講師の説明が詳しく面白くとても良かっ
た。」「トライやるウィークの中学生がまじめに先導してくれ自分の
孫のことを思い出した。」との感想をいただきました。
最後に行った観音寺（横河家の菩提寺、沙羅双樹でも有名）では、

住職様に本堂でご講話いただき皆さん感激していました。
「二見町の他の地域も見てみたい。」との声が多くあり、二見を学

ぶシリーズの第３・４弾では、自分たちで地図を作りまち歩きする講
座を企画しました。

二見人工島の桜

横河公園で記念撮影

誘導旗を手作り

波切不動明王



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

態をお話します。

明石の海
～ウミガメが産卵できる砂浜に～

5/18(水) 13:30～15:00

和弘

5/25(水) 13:30～15:00
オンライン受講は5/11(水)から可

講師：興津 一博

二見カルタの講義を受けて、

２班に分かれまち歩きコース

（福里・西二見）を自分たち

で作りましょう。

二見を学ぶ③
～二見カルタで地図作り～

5/11(水) 13:30～15:30

脳卒中治療の最前線について、

特に血管内治療について動画

をまじえてお話します。

脳卒中治療の最前線

6/8(水) 13:30～15:00

講師：大西 英之
（大西脳神経外科病院理事長）

アクティブシニアの
健康づくり

6/15(水) 13:30～15:00

講師：山口 泰雄
（神戸大学名誉教授
流通科学大学特任教授）

突然の地震に備える防災知識

を紹介し、災害時に役立つ身

の回りの物の活用法を実践し

ます。

今から、取り組もう！
防災講座

6/29(水) 13:30～15:00

講師：明治安田生命保険
相互会社神戸支社 講師

●講座はまとめて申込可。

●ライブ配信講座はオンライン可。
事前連絡のこと。

●学生ＩＤと受講希望講座ＩＤを
準備の上お申し込みください。

講師：大鹿 達弥
（マリンピア神戸

魚の学校校長）

健康づくりのための運動（ス

トレッチ・ウオーキング等）

と食生活のポイントをわかり

やすくお話します。

申込受付開始
４/１５（金）９時～
西部文化会館９４３－６７４１

5～６月 開催予定の講座

講座ID ２２－１３－００９

講座ＩＤ ２２－１３－００７ 講座ＩＤ ２２－１３－００１

講座ID ２２－１３－００２ 講座ID ２２－１３－０１０

講座ID ２２－１３－０１１

二見を学ぶ③の受講者対象の

講座です。自分たちで作った

コース（福里・西二見）をま

ち歩きします。

●持ち物：歩きやすい服装、飲み物

二見を学ぶ④
～二見カルタを歩く～

6/1(水) 13:30～15:30

講師：清水 圭三
圓藤 清

講座ID ２２－１３－００８

講師：清水 圭三

録画放映

ライブ配信 オンライン可

ライブ配信 オンライン可

連続講座

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“

気軽な気持ちでヘルパー講座

を受け介護の道へ。元機関士

の経験を活かし車椅子の修理

も担当。毎日を楽しむ秘訣を

お話します。

オンライン可



●日 時：４月２２日（金） １０：００～１１：００
●参加料：材料費１，５００円
●定 員：１０名
●持ち物：花ばさみ、持ち帰り用袋

★受付開始日：３月２３日（水） ９：００～

フラワーアレンジメント～春の装い～

彩り豊かな春の花で、
素敵にアレンジしませ
んか♪

講師／山本 惠子

●日 時：４月２８日(木) １３：３０～１５：００
●参加料：無料
●定 員：６４名
●持ち物：筆記用具

★受付開始日：３月３０日（水） ９：００～

女性のための健康づくり講座

いつまでも若々しく！老化を防いで身体の中
から健康に人生１００年時代！

講師／明治安田生命保険相互会社

神戸支社 講師

どなたでも学べます！

市 民 講

４～５月 開催予定の講座

●日 時：５月２８日（土） １０：００～１２:００
●参加料：材料費 １，０００円（追加５００円/１人）
●定 員：親子１０組
●持ち物：エプロン、ハンドタオル、持ち帰り用容器

★受付開始日：４月２８日（木） ９：００～

親子料理教室

「豚まんづくりにチャレンジ！」

親子で一緒に楽しく、
豚まんを作ってみませ
んか♪

講師／おーえんくらぶ

●日 時：① ５月１３日(金) １０：００～１１：３０
② ５月２７日(金) １０：００～１１：３０

●参加料：無料
●定 員：５０名
●持ち物：動きやすい服装、タオル

★受付開始日：４月１３日（水） ９：００～

骨盤調整体操①②

講師／山根 裕子

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。
二見コミセン（西部文化会館）まで（TEL：078-９４３-６７４１）

『フタじい』 がキターー‼

骨盤が歪むと全身にし
わ寄せが出てきます。
身体のバランスを整え
る体操をしましょう。

ピッ ク スト

1月27日に『フタじい』が西部文化会館（二見コミセン）にやってき
ました。市民講座「トロンボーン＆ピアノ ニューイヤーコンサート」
（坂本裕樹・西海佳苗）に飛び入りでちょっとだけ参加してもらいました。
会場は大変な盛り上がりでした。
『フタじい』は二見中学校創立70周年記念の時に誕生した「地元二見

愛＝Ｉ💛ＦＵＴＡＭＩ」があふれるキャラクターです。

その後、西部文化会館花壇グループの活動にも参加してくれました。あ
りがとうございました。
『フタじい』の活動については別の機会にご紹介しますのでお楽しみに。



二 見 町 学 び の 掲 示 板

コミセンサークル紹介

コミセンからのお知らせ

■コロナ感染拡大防止のお願い
・お出かけ前の検温、健康チェック
・マスク着用
・上履き持参
・手指消毒
・ソーシャルディスタンスの確保

二見カルタ紹介（その２）

2021年度冬号に引き続き二見カルタを紹介します。（作成者：清水圭三氏）

コミセンへのアクセス

いつまでも若さと健康を維持するため、自分
の体力に見合った健幸体操を行っています。ま
た、気候の良い時期にメンバーでお花見やハイ
キングに出かけることもあります。

高木生涯体育研究所のリーダー指導のもと、
毎週金曜日の午後２時から３時半まで、西部
文化会館で楽しく身体を動かしています。健
康づくりは理解し（健考）、実行すること
（健行）、そしていつもニコニコ笑顔が映え
る（健幸）ことです。
高木式健幸体操は、頭

から足の先までゆっくり
動かしていく、どなたで
もできるストレッチと筋
力アップの体操です。

高木式健幸体操 発足３７年目

メンバー募集中！

一度体験しに

来てくださいね。


