
大久保コミセン 通信
「きずな」と「学び」の情報紙

市 民 講 座

どなたでも電話１本で参加できます♪

～７月～９月開催予定の講座～

受講のお申し込みは、各受付開始日から大久保コミセンまで（TEL：078-９３６-０８７９）
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明姫幹線

～受講にあたってのお願い～

①来館前に検温をお願いします

②マスクを着用

③上履き（スリッパ）を持参

④公共交通機関、徒歩、自転車

でお越しください

コミセンへのアクセス

〒674‐0067 明石市大久保町大久保町２４４‐３(大久保中学校の東隣)
TEL：０７８‐９３６‐０８７９(月曜日・祝日休館)

※コミセン通信はHPで閲覧できます 明石市 コミセン情報紙 検索 �

年

【警報発令時について】明石市に「大雨」「暴風」「洪水」のいずれかの警報が次の
時間帯で発令した場合、講座は中止になります。

午前の講座：7:00～講座開始時間 午後の講座：11:00～講座開始時間

７/２・７/９
(土) 講師/信川 須美子

ゆかたの着方

●日 時：７月２日(土) ９：３０～１１：３０
７月９日(土) ９：３０～１１：３０

●内 容：ゆかたで夏祭り等にお出かけ！
ゆかたの着方を基礎から学びましょう。

●参加費：無料
●定 員：各回５名 ※両日とも、同じ講座内容です。
●持ち物：ゆかた、半幅帯、肌じゅばん、裾よけ、帯板、

腰ひも３本、伊達締め、上履き

★受付開始日：６月２日（木）９：００～大久保コミセンへ電話（TEL：０７８－９３６－０８７９）



●日 時：８月６日(土) １０：００～１１：３０
●内 容：身近な自然にあるものを使って、

不思議な科学実験を行い、科学の面白さと
自然に対する好奇心を育みます。

●参加費：１組５００円（材料費）
●定 員：親子５組（子どもは５歳～小学生）
●持ち物：上履き、筆記用具

講師／渡辺壮一郎
（アソビとマナビのこどもラボcolabo代表）

８/６(土)
親子で楽しもう！科学とあそびの実験室

★受付開始日：７月７日（木）９：００～大久保コミセンへ電話（TEL：０７８－９３６－０８７９）

９/１０・９/２４
(土)

★受付開始日：８月１２日（金）９：００～大久保コミセンへ電話（TEL：０７８－９３６－０８７９）

市 民 講 座
どなたでも電話１本で参加できます♪

大久保

＜大久保コミセンでの「ライトコース」オリエンテーション＞
７月２１日（木）１３：３０～１５：００ ８月１８日（木）１３：３０～１５：００

講座ID 22-07-015 講座ID 22-07-016

●持ち物：上履き、筆記用具

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。

受講する
には…

明石市内の60歳以上の方であれば、誰でも受
けられる「あかねカレッジライトコース」

①入学願書を最寄りのコミセンへ持参
②資料代として、年間１，０００円が必要
③オリエンテーションを受講し、学生IDを取得
④希望する講座を開催する中学校コミセンへ申込→受講

９月１５日（木）１０：００～１１：３０

講座ID 22-07-017

講師/三井住友信託銀行明石支店

お金のプロと考える「後悔しないための資産形成」
金融最前線「認知症への新しいアプローチ」

●日 時：９月１０日(土) １０：００～１１：３０
日々の家計管理や資産形成、資産運用など

：９月２４日(土) １０：００～１１：３０
認知症の実態と問題、後見制度や民事信託など

●参加費：無料
●定 員：各回２８名
●持ち物：上履き



奥さんの認知症をきっかけに同会を設立
された講師。住み慣れた地域で、本人や
家族が安心して共に暮らせる共生のまち
づくりについて、お話しします。

共に人生を生きる～認知症になっても
笑顔で暮らせるまちづくり～

７/１３(水) １３：３０～１５：００

講師：吉田 正己
（加古川認知症の人と家族、サポーターの会代表）

あ か ね カ レ ッ ジ ラ イ ト コ ー ス

明石市にお住まいの60歳以上の方にオススメ！

定員は、7/20、8/17、9/21が各18名で、7/13、9/14は28名です。
「ライブ配信」は、コミセン会議室のスクリーンでライブ映像を視聴し講師との質

疑応答ができる形態になります。「録画配信」は、コミセン会議室のスクリーンで
録画映像を視聴する形態になります。
※ご注意

講座の受講にあたっては、来館前の検温、マスク着用、学生ファイル、上履
きを持参して下さい。

録画配信

受付開始日：６月１５日（水）９時～大久保コミセン
（TEL：０７８－９３６－０８７９）へ電話または来館 ※先着順

コロナの心身への影響を解説し、フレイル
予防に必要な「運動」「栄養」「口腔」
「社会参加」を分かりやすくお話しします。

フレイルってなぁに？
～明日も元気な心と体を目指して～

８/１７(水) １３：３０～１５：００

講師：地域共生社会室 地域総合支援担当

ライブ又は録画配信
おもちゃがつなぐ心と心

～「ありがとう」が診療代～
９/１４(水) １３：３０～１５：００

講師：由富 米久
（みきおもちゃ病院 おもちゃドクター）

福祉は、介護だけでなく、誰にとっても身
近な「こと」なんです。コロナ禍の今だか
らこそ、福祉について立ち止まって考えて
みませんか。

福祉ってなあに？
～コロナ禍の実践現場から考える～

７/２０(水) １３：３０～１５：００

講師：日本福祉大学
准教授 小林 洋司

録画配信

講座ID 22-07-018 講座ID 22-07-012

講座ID 22-07-013 講座ID 22-07-024

【警報発令時について】明石市に「大雨」「暴風」「洪水」のいずれかの警報が11:00～
１３：３０に発令した場合、講座は中止になります。
なお、オンライン受講はできる場合もあります。

ライブ又は録画配信

生涯学習が持つ社会的意義を改めて考え、学びをまちづくりや社会づくりに
活かすための方策について、考えましょう。

生涯学習の可能性について ９/２１(水) １３：３０～１５：００

講師：近畿大学教授 久 隆浩 講座ID 22-07-014

録画配信

子ども達にモノを大切にする心を伝えたい
想いで活動するおもちゃドクター。体験か
ら人とのつながりや気づきをお話しします。



あ か ね カ レ ッ ジ ラ イ ト コ ー ス

明石市にお住まいの60歳以上の方にオススメ！

講師/加藤 真由美

●日 時：８月３日(水) １３：３０～１５：００
●内 容：第一印象は視覚が９０％。その人自身を引き立てる似合う

色を知ることは、好印象につながり、人生を変えるかもしれ
ません。色について、楽しく学べる講座です。

●参加費：無料
●定 員：２８名
●持ち物：学生ファイル、筆記用具、上履き

講師/沼田 典子８/３(水) パーソナルカラーってなに

講座ID 22-07-021

●日 時：７月２８日(木) １３：３０～１５：００
●内 容：明石海峡大橋と関西国際空港にかかる日本の土木技術

について、具体的に分かりやすく解説します。
●参加費：無料
●定 員：２８名
●持ち物：学生ファイル、筆記用具、上履き

知ってびっくり 日本の土木技術

講座ID 22-07-020

講師/友久 誠司

９/２８(水)

講座ID 22-07-026

講座ID 22-07-022

講師/明石市薬剤師会
学んで不安解消！ お薬と健康

●日 時：８月４日(木) １４：００～１５：３０
●内 容：医療品の適正使用・お薬手帳の活用・かかりつけ

薬局を持つことの利点など、医療品に対する正し
い知識が身につくよう分かりやすくお話しします。

●参加費：無料
●定 員：２８名
●持ち物：学生ファイル、上履き

講師/森本 眞一

世界水紀行
〜インドネシア バリ島編２

●日 時：９月２８日(水) １３：３０～１５：００
●内 容：地上最後の楽園バリ島の水にまつわる話を紹介

します。行ってみたくなるかも・・・

●参加費：無料
●定 員：２８名
●持ち物：学生ファイル、上履き

８/４(木)

７/２８(木)

（色彩検定協会認定講師）


