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【感染症拡大予防のお願い】

マスクの着用 手指の消毒 来館前の検温
体調が優れない方
は、来館をお控え
下さい。

【警報発令時について】

明石市に「大雨」「暴風」「洪水」等のいずれかが
発令した場合、講座は中止となります。

午前の講座：7:00時点 午後の講座：11:00時点

〜 身近なところで、たのしいまなびを 〜
地域で学ぶ講座で、“知る”たのしみ、“学ぶ”たのしみ、
“つながる”たのしみと出会いませんか。

錦城コミュニティ・センター
開館時間：（火～土）9：00～21：00（日）9：00～17：00

休館日：月曜日、祝日（日曜日と重なった場合は開館）、年末年始（12/28～1/4）

〜「きんじょうdeまなぶる」は明石小コミセンにも設置しております＆HPでも閲覧できます。〜
明石市 コミセン情報紙

✆ 078-918-1612 
（FAX   078-918-5961）

掲示板 〜令和３年度の事業紹介〜

市⺠講座

あかねカレッジ ライトコース

市⺠講座 はじめてのバードウォッチング（明石公園）

～お知らせ～
2022年度の登録サークルは、次号（５月下
旬刊行予定）にて紹介いたします。

令和３年度もコロナウィルス感染症の影響で、活動の⾃粛や中⽌となる期間がありましたが、感染症対策を取りつつ、講座
を開講することができました。その様⼦の⼀部を写真にてお伝えします︕

心静かに THE禅!

プロに学ぶ掃除のコツ!! かんたん つぼ＆薬膳講座 はじめてのバードウォッチング

東アフリカ
サファリに夢中

スマホで快適・便利生活

はじめてのアロマテラピー

生活に役立つ 土木技術

はじめてのDIY教室



対面形式（錦城コミセン オリジナル）
選択
講座

ライブ配信または録画放映形式 （全コミセン共通内容 オンライン対応 ご自宅でも受講できます）
選択
講座

開催日 時間 タイトル 講師 持ち物

5/11(水) 13:30〜
15:00

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”

興津 一博
（元機関士、介護士）

上履き
筆記用具

学生ファイル
5/18(水) 13:30〜

15:00
明石の海
〜ウミガメが産卵できる砂浜に〜

大鹿 達弥
（マリンピア神⼾さかなの学校 校⻑）

6/15(水) 13:30〜
15:00 アクティブシニアの健康づくり 山口 泰雄

（流通科学大学特任教授）

開催日 時間 タイトル 講師 持ち物

5/25(水) 13:30〜
15:30 霊場へのいざない

山中 雅文
（⻄国三⼗三所・四国⼋⼗⼋ヵ所等

公認先達）
上履き

筆記用具
学生ファイル

6/1(水) 13:30〜
15:00 植木や草花の正しい育て方教室 間島 朗

（１級造園施工管理技士）

6/22(水) 13:30〜
15:00

防災講座
「知って安心！在宅避難」

木下 幸子
（明治安⽥生命保険相互会社神⼾⽀店）

6/30(木) 13:30〜
15:00 誰でも簡単足元トレーニング 古賀⽥ 万典

（理学療法士）

筆記用具・ファイル
飲み物・汗ふきタオル
運動できる服装と上靴

ボール購入希望者は500円

ライトコースの選択講座申込み受付は 4/15(金)9時〜 お電話またはコミセン来館にて

５・６月開催 錦城コミセン会場 ライトコース

参加料 ： 無料
定 員： 28名
持ち物 ： スリッパなどの上履き

オレンジサポーター
養成講座

85歳以上になると40％、90歳〜94歳で60％、95歳
を過ぎると約80％近くの人が認知症を発症すると言
われています。また、若い方の中でも若年性認知症
と診断される方もいます。

高齢化社会の今、認知症がどんな病気か、認知症
の人への接し方の基礎を学んでみませんか。

【講師】きんじょう・きぬがわ総合支援センター
明石市高齢者総合支援室 高年福祉課

受付開始日：４月１４日(木)

5/12(木)
10:00〜

11:30

参加料 ： 無料
定 員： 70名
持ち物 ： スリッパなどの上履き

救急指導「心肺蘇生法と
応急措置を体験しよう」

救急処置に関する知識・心得などの説明をしま
す。また、応急処置に必要な手法などを具体的に
実技指導します。

【講師】 明石市消防局 中崎分署

受付開始日：４月２４日(日)

5/22(日)
10:00〜

11:30

参加料 ： 無料
定 員： 28名
持ち物 ： スリッパなどの上履き

第2弾 お掃除って面倒！
もっと簡単にしたい

〜除菌・抗菌でずっとキレイが続く〜

きちんと教わる機会が少ない「お掃除」。独自の
方法でされていると思います。せっかくするなら効
果が出て欲しい。効果が持続して欲しい。

梅雨時期の気になる汚れ、お悩みについておそう
じのプロに教えてもらいましょう。

【講師】㈱オールウェイズ・ダスキン高丘東

受付開始日：５月１９日(木)

6/16(木)
13:30〜

15:00

錦城コミセン５・６月開催 市⺠講座
お申込みは✆078-918-1612 へ

受付開始日の午前９時から電話受付（本人分のみ）定員になり次第、締め切り

参加料 ： 無料
定 員： 10名
持ち物 ： 野菜１つ（上記参照）

スリッパなどの上履き

「ヘタでいい ヘタがいい」
絵手紙

【講師】岸本 まゆみ
（日本絵手紙協会公認講師）

6/23(木)
13:30〜

15:30

人にはそれぞれ個性があります。お手本なし、下
書きなしで描くことによって、その人の味が出てき
ます。少々形が変でも、心に残るものがあります。
心を伝えるものがあります。そんな自分らしい絵手
紙を描いてみませんか。

筆や顔料・紙などは講師が用意します。描きたい
野菜だけを持って参加してください。（ピーマン・
パプリカ・きゅうり、または断面の見えるカボチャ
一片の中から１つを選んでお持ちください。）

２０２２年度 オリエンテーション（願書提出後、講座申込前に一回受講）必須講座

開催日 時間 持ち物

3/30（水）、4/13（水）、5/19（木）、6/8（水） 13:30〜15:00 上履き 筆記用具

受付開始日：５月２６日(木)

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
のコースが開講します！

好きな学科を１つ選び、１年かけて学んでいきます。
【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】

各コースの詳しい内容・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。

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）
申込・問い合わせ ☎：０７８（９１８）５４１５

申込・願書提出受講場所：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。年度途中で
も入学できます。（資料代として年間1000円）


