
大久保北コミセンＮＥＷＳ
〒６７４−００５１ 明石市大久保町大窪２０３０番地(大久保北中学校内)
TEL：０７８−９３５−３５８８ (月曜日・祝日休館)

“ 学びたい！”気持ちを刺激する情報紙

市民講座・ライトコースの講座は中面

特定医療法人誠仁会大久保病院 事務局長 宮田 孝司
新型コロナの影響で、昨年は25年間続けてきた大久保北健康まつりがはじめて中止となりま

した。今年もオリンピックの後、明石市のワクチン接種の進捗と変異株の感染拡大状況によっ
ては、従来のような健康まつりの開催は難しいかもしれません。
ただ、コロナ禍でもテレワークやWeb授業などの広がりがあったように、健康まつりも「あかねカ
レッジ」を参考に、地域の方々へ新しい情報発信の方法を検討したいと思っています。開催の
折には是非ご参加していただきますようお願いいたします。

夏も本格的になり暑い日々が続いております。
コロナウイルス感染拡大防止の為、マスク生活を強いられています皆様方に於かれましては
厳しい生活をお過ごしの事と存じます。反対意見が多かった東京オリンピックも開幕されました
が、せめてこれがコロナと共存出来る証になれば良いのでしょうが、8月２日から再度蔓延防止

等重点措置が適用されます。飲食店の時短営業に加えて酒類の提供禁止と厳しい内容です。いつまで経っ
ても同じことの繰り返しです。大久保北コミセンの事業に於きましても従来からの行事がスムーズに実施でき
ますよう祈るばかりです。コロナ禍ではありますが、年間行事につきましては規模を縮小してでも開催出来
ればと考えていますので宜しくお願い致します。

大久保北コミュニティ・センター運営委員長 山南 茂

２０２１秋号

学びの掲示板

見学や1日体験、入会等ご希望がありましたら事務室(078-935-3588)までお知らせください。

な か ま と ま な ぶ 「 さ わ や か 体 操 」

今回の大久保北コミセンＮＥＷＳ秋号より、各戸配布ではなく回覧でご案内しています。ご希望がありましたら
コミセン事務室前に出しておりますのでお取りください。大久保市民センターと大久保病院、小学校コミセン
(大久保小、山手小)、厚生館(松陰、西大窪)にも置いていますのでご利用ください。また、明石市ホームペー
ジを検索していただきホーム＞子ども・教育＞生涯学習＞コミセン情報紙でご覧になれます。

大久保北コミセンができた頃、ジャズダンス教室でスタートし、現在の「さわ
やか体操」になったと聞いています。会員29名で毎週金曜日の午前中に練

習しています。椅子に座ってする体操が基本です。新しい動きを覚えてでき
るようになると嬉しいです。モットーは「何事も楽しく！」会員同士仲が良くて
練習の合間にするおしゃべりも大きな楽しみです。みんな、指導してくだ
さっている神田実代子先生の前向きな行動・考え方に憧れています。
これからも元気で楽しい活動を進めていこうと考えています。

「大久保北健康祭り2021」は、コロナの感染状況を考え、例年と形を変えて開催する
方向で考えています。(8月現在)

詳しくは、決まり次第お知らせします。ご理解とご協力をお願いいたします。



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：１０月２３日(土)
10：00～12：00

●参加料：300円(但し材料費として)
●定 員：20名
●持ち物：上履き、マスク

★受付開始日：１０月６日（水） ９：００～

絵手紙教室

絵手紙の心得は「ヘタでいい ヘタがいい」
心を込めて一生懸命にかいたものは、相手の
心を打ちます。上手にかこうと思わないで、
その人らしさが出ることが大切です。

講師/脇坂 正義
１０/２３

(土)

●日 時：１１月１２日(金)１９日(金) 13：30～16：00
●参加料：各1000円(但し材料費として)
●定 員：20名
●持ち物：タオル、筆記用具、上履き、マスク

★受付開始日：１０月２１日（木） ９：００～

ちぎり絵教室
講師/ 財田 順子

１１/１２
(⾦)

●日 時：１０月９日(土)
１0：00～12：00

●参加料：無料
●定 員：一般市民１５名
●持ち物：とぎたい刃物4点まで、洗面器

上履き、マスク、雑巾

★受付開始日：９月２２日（水） ９：００～

刃物研ぎ教室
講師/森岡 光雄

１０/９
(土)

●日 時：１２月４日(土) 9：30～12：00
●参加料：1200円(但し材料費として)
●定 員：１６名
●持ち物：タオル、エプロン、三角巾、上履き、マスク、

布巾

★受付開始日：１１月１８日（木） ９：００～

おもてなし料理教室

年末年始は、お家にお客様が訪ねてこられ
る機会が多くなります。そんなときのおもて
なし料理を紹介します。

講師/へる・す・イート
１２/４
(土)

市 民 講

１０月～１２月開催予定の講座
受講のお申し込みは 大久保北コミセンまで（TEL：078-９３５-３５８８）

どなたでも学べます！

包丁の切れ味が悪くても、自分では研いだこ
とがないという方もいるのでは？そこで刃物研
ぎのプロに、初めてでも失敗なく研げる方法を
教わってみませんか？

１１/９
(火)

１１/１０
(水)

シニア向けスマホ教室（アイフォン）
講師/NTTドコモ専任講師

スマホに替えてみたいけれど、操作
が覚えられないし、身近に質問できる
人もいないとお困りのシニアの方が多
いのではないでしょうか？そんな不安
や困り感を解決します。便利なスマホ
ライフを体験してください。

●日 時：１１月９日(火)１０日(水)両日共 10：00～12：00
●参加料：無料
●定 員：20名
●持ち物：筆記用具、上履き、マスク

★受付開始日：１０月２１日（木） ９：００～

１１/１９
(⾦)

当コミセンには駐車場が
ありません。徒歩・自転
車・バイクまたは公共交
通機関をご利用ください。

コミセンからのお知らせ

☆移動図書館「めぐりん」

大久保北中学校正面玄関前に毎月一度
移動図書館「めぐりん（約3000冊搭載）
が来ます。
次回の巡回予定日は9/22(水)で時間は13:50～14:30です。

和紙の持つやさしくて柔らかい手触
りを感じながら、小さくちぎり貼っ
ていくことで作品ができあがります。

同じ和紙で作っても個性的な作品が仕上がりま
す。12日は「あけそめの明石大橋」、19日は
「干支」を作ります。
一緒に和紙の「やさしさ」を楽しみましょう！

※コロナ感染状況により調理不可で講座が中止になる場合もあります。



あ か ね カ レ ッ ジ ラ イ ト コ ー ス

座って踊って健康ダンス

１０/２８(木) 10:00～11:30

講師：西尾 弘子

兵庫の歴史・文化

講師：田辺 眞人
(園田学園女子大学名誉教授)

オリエンテーション

１０/１(金)
１１/４(木) 各日共
１２/１(水) 10：00～11：30

講師：大久保北コミセン

１１/１１(木) 10：00～12：00

講師：櫻江 茂樹
(まんまるあかし副理事長)

毎日をもっとご機嫌に！
ポジティブ心理学①

講師：弘中 明子
(ハートフルライフカウンセラー)

みんなで取り組もう青少年の
健全育成

１１/１７(水) 13：30～15：00

講師：児童生徒支援課

青春ここカラダ塾
～ツボの話～

１１/２５(木) 10:00～11:30

講師：山﨑 博之
(兵庫県鍼灸師会)

アイヌの世界

１１/５(金) 10:00～11:30

講師：岡本 美香

お金のプロが教える
「６０歳を過ぎたらやって

おくべきこと」

１０/７(木) 10：00～11：30

講師：森 一弘
(三井住友信託銀行明石支店長)

あ

東播磨のため池伝説

１２/１５(水) 13：30～15：00

講師：森本 眞一

明石市にお住まいの60歳以上の方にオススメ！

１０/２０(水) 13:30～15:00

21-08-031

韓国文化を知る

１０/１３(水) 10：00～11：30

講師：黄 晶禧
(ファン・ジョンヒ)

21-08-033

21-08-025 21-08-034 21-08-035

21-08-036 21-08-026 21-08-037

21-08-38 21-08-027

１２/２(木) 10:00～11:30

東播磨に数多く分布するため池。
「ため池伝説」について、事例を
もとに語ります。

子どもたちが安心して、たくましく心
豊かに育っていけるよう、家庭や地域
が果たす役割についてお話します。

歴史がつくりあげた兵庫県五国各
地の貴重な文化遺産を振り返って
みませんか？

お隣の国、韓国。お互いを知るこ
とで理解を深め、親密な関係であ
りたいものです。

椅子に座ったスタイルで、軽快な音楽
に合わせて体を動かし、健康維持、健
康増進につなげます。

「相続」「財産管理」「終活」の3部構
成でお話します。

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。

還暦を迎えて確信したこと
『自分の好きなこと』

『自分に向いていること』
～ＮＰＯ法人多文化センター
「まんまるあかし」とともに～

北の大地に育まれたアイヌ文化や
歴史を紹介します。

【あかねカレッジライトコース】とは・・・

明石市にお住いの６０歳以上の方であれば、どなたでも入学することが出来ます。
同コースでは、市内１３か所の中学校コミセンで開講する特色ある講座の中から、
好きな講座を自由に選択して学ぶことが出来ます。

※受講には、入学手続きとオリエンテーションの受講が必要です。
詳しくは、お近くの中学校コミセンにお問合わせください。

ライトコースの受講の仕方をお話
しします。

鍼灸治療や東洋医学についてお話しま
す。ツボを刺激する簡単なセルフケア
を実践します。

毎日をもっとご機嫌に！
ポジティブ心理学②

21-08-39

毎日の生活で役立ちましたか？２週
間実践した後で２回目の講座です。

１２/１６(木) 10:00～11:30

講師：弘中 明子
(ハートフルライフカウンセラー)

８月現在、大久保北コミセンで50名登録。皆さん一緒に学びましょう！絶賛募集中！！

ライトコース各講座の受付開始日：９月１５日（水）９時～ ※先着順

持ち物：飲み物、動きやすい服装

持ち物：飲み物、動きやすい服装、上靴



大久保北中学校の掲示板

明石市総合体育大会結果

明石市立大久保北中学校長 山脇 裕

東播総合体育大会結果

大久保北中学校長の山脇でございます。日頃は、本校の教育活動に際しまして多大なご理解と
ご支援を賜り、たいへん感謝しております。大久保北コミセンNEWSにスペースをいただき中学校の
情報をお伝えしたいと存じます。今回は、明石市総体と東播大会の結果をお知らせします。本校の
生徒たちが頑張った成果ですので、是非ご覧ください。

男子陸上競技
第１位 前坂孟毅(２年１００メートル【県大会出場】)１１秒６７
廣長凌(２年１００メートル)、山川恭矢・市岡晴空(1年男子１００ｍ)

楞野陽斗(共通 走幅跳)、共通４００ｍリレー

女子陸上競技
第３位 ロバート プリスカ(３年１００メートル【県大会出場】)
杉本恭子(３年１００メートル)、池田咲結菜・藤本愛(２年１００ｍ)

谷山七海(１年１００ｍ)、杉本恭子(共通２００ｍ)

松本瑠南(共通８００ｍ)、内屋依央梨(１年８００ｍ)

松本瑠南(共通１５００ｍ)、高垣歩実・舩山凜風(共通１００ｍ

ハードル)、松本采紗・増井心陽(共通走高跳)

西村星那(共通走幅跳)、ロバートプリスカ(共通砲丸投)

共通４００ｍリレー、低学年４００ｍリレー

水泳
100ｍ平泳ぎ 第１位 野田怜穏 1分8秒69【県大会出場】
200ｍ平泳ぎ 第１位 野田怜穏 2分30秒05【県大会出場】
男子・女子400mリレー【県大会出場】
破魔翔舞(200m背泳ぎ【県大会出場】・100mバタフライ)

前田秀翔(200mバタフライ【県大会出場】100mバタフライ)

吉田空聖(200m・100m背泳ぎ)、水田小太郎(100m平泳ぎ)

石川温大(100m平泳ぎ・50m自由形)、西田凌(400m個人メ
ドレー)、宮地明日羽(400m自由形)、寺西諒太(200m・100m
背泳ぎ)、石田慶志(200m・400m個人メドレー)

増山日向(200m・100m背泳ぎ)、西更紗(400mリレー)

髙橋唯(200mバタフライ)、伊藤夕凛(400m・200m個人メド
レー)藤田菜々華(400m個人メドレー【県大会出場】 ・ 100m

背泳ぎ・400mリレー)、松本沙優(100m・200m平泳ぎ)

真鍋歩佳・渡邊真央(400mリレー)

男子ソフトテニス 個人 藤本舜也・池田陸人

女子ソフトテニス 団体 第2位【県大会出場】
個人 ベスト１６ 信國葵・松﨑葵【県大会出場】
3回戦敗退 畑樹・米田花音
2回戦敗退 藤本羽那・高見桃佳

男子バレーボール 2回戦 平岡２－１大久保北

男子卓球 シングルス 坂口功

女子卓球
団体 第1位【県大会出場】
シングルス 第４位 酒井楓乃葉【県大会出場】

西村茉彩 藤田美瑚 谷﨑千奈

バスケットボール 準優勝【県大会出場】
望海６７ ー４４大久保北

男子ハンドボール 1回戦 平岡２６－１９大久保北

女子ハンドボール 2回戦 大久保１６－８大久保北

バドミントン シングルス ベスト８ 屋宜海靖【県大会出場】

男子陸上競技
２年１００メートル 第１位 前坂孟毅 １１秒９１
１年１００メートル 第３位 山川恭也
低学年４００メートルリレー 第１位 ５０秒１５

(廣長凌・山川恭矢・山岡詩衣・前坂孟毅)
女子陸上競技 学校対抗第3位

３年１００メートル 第２位 ロバート プリスカ
走り高跳び 第２位 松本采紗
１年１００メートル 第３位 谷山七海
低学年４００メートルリレー 第１位 ５５秒４０

(西村星那・谷山七海・宮村宙楽・池田咲結菜)

野球 ２回戦 野々池５－４大久保北

水泳 学校対抗男子・女子・総合 第2位
100ｍ背泳ぎ 第2位 寺西諒太

第3位 吉田空聖
200ｍ背泳ぎ 第2位 破魔翔舞
100ｍ平泳ぎ 第1位 野田怜穏 1分6秒79
200ｍ平泳ぎ 第2位 野田怜穏
200ｍ個人メドレー 第3位 石田慶志
男子400ｍメドレーリレー 第3位
100ｍ平泳ぎ 第3位 松本沙優
200ｍ平泳ぎ 第3位 松本沙優
200ｍバタフライ 第2位 高橋唯
400ｍ個人メドレー 第3位 藤田菜々華
女子400ｍリレー 第3位

男子ソフトテニス 個人 第９位 藤本舜也・池田陸人

女子ソフトテニス
団体 第１位(畑樹・米田花音・信國葵・松﨑葵・藤本羽那・

高見桃佳・前中桃華・堅田彩菜)
個人 第３位 畑樹・米田花音

第５位 信國葵・松﨑葵 第１７位 藤本羽那・高見桃佳

男子バレーボール 第２位 二見２ー０大久保北

女子バレーボール リーグ戦 朝霧２－０大久保北
大久保北２－１二見

男子卓球 シングルス 第９位 坂口功

女子卓球 団体 第２位
シングルス 第３位 酒井楓乃葉 第５位 西村茉彩

第５位 藤田美瑚 第９位 谷﨑千奈
ダブルス 第１位 田中日菜子・三木亜華莉

第３位 上原杏・髙尾未空

サッカー 準々決勝 野々池３－０大久保北

バスケットボール 優勝 大久保北５４－４７望海

男子ハンドボール 第３位
（3位決定戦）大久保北２５－１７魚住

女子ハンドボール 第３位
（3位決定戦）大久保北１６－２魚住東

吹奏楽部
東播吹奏楽コンクール 中学校Ａ部門 銀賞


