
 魚住東コミセン ２月開催予定の講座情報  

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。 

 ２月 開催予定 

2021年 

2月～3月 

    3月の講座情報、裏面に続く 

地域の学びの情報紙 

〒６７４‐００７１ 
明石市魚住町金ケ崎1687-14(魚住東中学校内) 月曜日・祝日休館 
TEL：０７８‐９４７‐０１９９  

  ※コミセン情報紙は、HPで閲覧できます  明石市 コミセン情報紙 検索  ☜  

魚住東コミセン通信 第3号   

●日  時：2月12日(金) 13:30～15:30 
●参加費：無料 
●定  員：20名 
●持ち物：筆記用具・カメラ(お持ちの方のみ) 

 ★受付開始日：１月２２日（金） ９：００～ 

地域の魅力新発見！ 

まちなかでの写真撮影の仕方・魅せ方 

 お住まいの地域の風景写真などの撮影の仕方
を学ぶとともに、情報紙の写真撮影と編集の仕
方を学びます。 

講師/荒木 伸一(あかねが丘学園 写真部顧問)  

２/12 
(金) 

２/３  
(水) 

人前で話すポイントをつかむ 

●日  時：2月3日(水) 13:30～15:00 
●参加費：無料  ●定  員：20名程度 
●持ち物：筆記用具 

 ★受付開始日：１月１３日(水) ９：００～ 

講師/望月 康恵(ステージコーディネーター)  

 元気いっぱいの初代NHK歌のお姉さんが、人
前で話す時のポイントを歌や演奏を交えながら、
明るく楽しく伝授してくれます。お楽しみに。 

あかねが丘学園 教養講座体験授業（録画放映方式） 

 
●日 時：2月17日(水)13：30～15：30 
●参加費：無料  ●定  員：20名 
●持ち物：筆記用具・上履き   

 ★受付開始日：１月１４日（木）９：００～ 

2/17  
 (水)   動物園に行きたくなる話 

 講師/大橋 有加（元飼育員の動物園講座） 

 コロナ禍で近頃なかなか行けない場所のひと
つ、動物園…。 
 この講座では、動物たちの素顔や驚きのエピ
ソードをはじめ、動物園の歴史、おすすめの動
物園情報まで盛りだくさんでお届けします。 
 講座が終わる頃には、動物たちと会えた気持
ちになれるかも・・・！  
 

 
●日  時：2月20日(土)10：00～11：30 
●参加費：500円(テキスト代) 
●定  員：20名 
●持ち物：筆記用具・上履き 

 ★受付開始日：１月２０日（水）９：００～ 

2/20 
 (土)    似合うピンク色がわかる！ 

   カラーレッスン  講師/小松 由佳 

   （NPO法人色彩生涯教育協会インストラクター） 

 貴方に似合うピンク色を通して、色の重要
性・魅力について学びます。また講座終了後も、
ピンク色を身につけることにより、毎日を楽し
く過ごせます。 



魚住東コミセン ３月開催予定の講座情報  

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。 

 ３月 開催予定 

●日  時：3月10日(水) 10:00～11:30 
●参加費：500円(材料費として) 
● 定 員：12名(親子での参加可) 
  ※小学生以下は保護者の同伴が必要 
●持ち物：サインペン、ボールペン、鉛筆、カッター、 
       お茶 

 ★受付開始日：２月１７日（水） ９：００～ 

たのしく消しゴムはんこを作ろう！ 

講師/ 平木 和美 

自分だけの消しゴムはんこ作りのお手伝い。お子
さま用にイラストや名前入りのはんこなど、自分
だけのオリジナルはんこを一緒に作りましょう！ 

3/10  
(水) 

３/３  
(水) 

 シニアの装い 

～若さを保つファッション～ 

●日  時：3月3日(水) 13:30～15:00 
●参加費：無料  ●定  員：20名程度 
●持ち物：筆記用具 

 ★受付開始日：２月１０日(水) ９：００～ 

講師/見寺 貞子(神戸芸術工科大学 教授)  

 神戸芸工大学教授が、高齢者や要介護者の社
会参加を促すための機能的でおしゃれなファッ
ションを提案します。 
 

あかねが丘学園 教養講座体験授業（録画放映形式） 

 
●日  時：3月13日 (土)  10：00～12：00 
●参加費：700円 (材料費・石代として) 
●定  員：10名程度 
●持ち物： エプロン、手拭き用タオル、上履き 
★受付開始日：２月１０日（水） ９：００～ 

 ～初めてでもできる～   

  篆  刻  教  室 

 篆刻(てんこく)は、中国で古くから使われている「篆書体」の文字を、
石や木に印刀で彫り、印章を作成する行為です。この講座では、短時間で
作品を仕上げていただくため、あらかじめ講師が印材に一文字を雁皮紙に
書き、それを石に転写してあります。そこから始めていただきます。 

   講師/ 澤村 春泉 (書道家・篆刻家、産経国際書会評議員) 

3/13  
(土) 

●日  時：3月18日 (木) 13：30～15：30 
●参加費：無料 
●定  員： 15名程度  
●持ち物： 筆記用具、上履き 

 ★受付開始日：２月１６日（火） ９：００～ 

  ～お隣りの国への理解を深めよう～ 

   韓 国 の 文 化 を 学 ぶ 
  

 
  
 
 

      講師/黄 晶禧  (ファン・ジョンヒ)  韓国文化ナビゲーター 

3/18  
(木) 

 お隣りの国である韓国のことを、儒教の教えに基づいた冠婚葬祭等の
儀式をとおして学び、理解を深めもっと身近に感じましょう。 



講座内容 
 共感コミュニケーションと相手の気持ちに寄りそう聴き 
方について、「コミュニケーションの３ステップ」①相手の 
考えることの確認②最後まで聴く③相手の気持ちと望み 
を感じながら話を聴くことの大切さなど、講義や実習を通 
して学習していただきました。  
 実習では、２人１組となり、①相手のあいづちだけで４分
間聴く②５分間相手の気持ちと望みを感じながら聴く体 
験もしていただきました。 
●開講日：令和２年１０月３日(土)１０：００～１１：３０ 
●参加費：無料 
●受講者：１８名 

受講者の声 

・コミュニケーション力は「聴く力」。本当に難しい 
 とは思う。 
・心に思って悩んでいた事を話せて良かった。心が楽   
 になりました。 
・自分が人の話を奪っていくタイプだと初めて分かっ  
 た。反省しました。この講座に来て良かった。 
・聴くということを大事にしたい。相手の気持ちを考  
 える事の大事さが分かった。 

講座内容 
 新型コロナをはじめとする感染症に関する情報は、ＴＶ 
やメディアにあふれています。この機会に感染症に対する 
正しい知識として、感染成立の３要因①感染経路②病原 
体(感染源)③宿主について学習し、いざという時に備え 
る。 

受講者の声 

・今一番気になるコロナの話を、お聞きできて良かっ 
 たです。 
・大変分かりやすい講義で参考になりました。 
・あらためて、うつさない、うつらない、運ばないこ 
 とが大事であることを再認識しました。行動が制限 
 される中、やりきれない思いが募ります。 
・新型コロナ感染の流行で、去年までとは全く違う生 
 活環境や価値観になってしまいました。今回の講座  
 で教えていただいたお話を参考にして、自分にでき 
 る感染症対策を正しい方法で行っていきたいと思い 
 ます。 

講座内容 
 
 全３回の本講座では、①古代山陽道について その頃 
魚住は？」②「山田川疏水・岩岡支線について」③「１７号 
池から16・15・14・13・12号池をめぐる」の各テーマが 
掲げられ、ふるさと魚住町の歴史や文化についての講義 
の後、実際に歩いて、見て、現地を見学していただきまし 
た。 
  
●開講日：令和２年１１月１日(日)・８日(日)・１５日(日)の 
      全３回、 １０：００～１２：００ 
●参加費：無料 
●受講者：１９名 
 

受講者の声 

・魚住東中学校を中心に、地元の歴史に深く浸り、感 
 激しました。特に「邑美(おうみ)の駅家(うまや)」 
 や「明治期からの水路」等、過日の人々の真の苦労 
 が理解できました。 
・魚住に引っ越して来てから、何も分からないまま過 
 ごしてきましたが、今回受講して大変良かったと 
 思っております。これから魚住のことを勉強してい 
 きたいと思います。 
・地域の昔の事や、由来、地元の人から昔の話が聞け 
 て楽しかったです。 
・来年もぜひ参加したいです。 

魚住東コミセンではこれまでにこんな講座を開催しました！ 

       心がつながるコミュニケーション講座（聴き方・伝え方） 
   講師/弘中 明子 [心理カウンセラー] 

          う お ず み 学 講 座 Ⅷ 
              ～身近な魚住の歴史・文化をより詳しく知る～ 

        講 師/うおずみん・ふるさと創生プロジェクト (川島・村上・森本) 

    感染症の正しい知識 
講 師/ 明石市立市民病院 感染制御チーム 

10/3  
(土) 

11/1 ・11/8・ 
(土) 

11/1(日)・８(日)・１５(日)     
(全３回) 

11/18  
(水) 

●開講日：令和２年11月18日(水)13：3０～15：３０ 
●参加費：無料 
●受講者：１７名 



祝‼ 読売ジャイアンツドラフト１位 

 

 平内 龍太 投手 
  （へいない りゅうた） 
  １９９８年9月７日生 
  １８６センチ ９０キロ 右投右打 
 魚住東中―神戸国際大付高―亜細亜大 
 
～読売巨人軍公式サイトより～ 
◎原監督 
「将来性はナンバーワン。即戦力としても活躍を期待している」 
◎脇谷スカウト 
「長身から投げ下ろす最速150ｷﾛのｽﾄﾚｰﾄと精度の良いﾌｫｰｸﾎﾞｰﾙ 
 を武器に奪三振率も高い投手。即戦力として期待。」 

Lets support everyone !!  みんなで応援しよう‼ 
 
   
 
 
 
 
 

明石商業高校の選手達も大躍進 

地域の情報掲示板 (今年のプロ野球ドラフト会議で、明石から４選手が指名を受けました。) 

魚住東コミセン情報 

コミセン登録説明会のお知らせ 

コミセンからのお願い 

 安心・安全にコミセンをご利用いただくた
めに 感染・拡大防止にご協力をお願いい
たします。 
 
 来館前に検温をお願いします。風邪の症状や体
調が優れない方は、来館をご遠慮ください。 

 必ずマスクを着用してください。 
 上履き（スリッパ等）をご持参ください。 
 ３０分に１回は部屋の換気をしてください。 
 使用したマスクやごみは必ずお持ち帰りください。 
 万一感染が発生した場合に備え、代表者は全
員の氏名・連絡先を把握しておいてください。 
 

 以上、利用する際のルール順守をお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

魚住東コミセンでは、現在３１の
サークル（文化：１３ ・ 体育：１８）が
活動しています。 
ご興味のある方は、ぜひお気軽にお
問い合わせください。 

 令和３年度コミセン登録説明会を下記のとおり 
開催いたします。 
 来年度登録を希望されるサークルは、ご参加 
ください。 
 
● 日時   令和３年１月３１日（日） 
                   午前１０時～ 
 
● 場所   魚住東コミセン  会議室 
 
● 内容 ・登録申請許可団体の諸条件について 
          
       ・コミセン使用等のきまりについて 
          
       ・登録申請の手続き、期限について 
 
  当日、登録に必要な書類を一式お渡しします。 
     

  コミセンサークル活動 

明石商業高校野球部の３選手もプロの世界へ‼ 

◎ 中森俊介投手  千葉ロッテマリーンズ  
◎ 来田涼斗外野手 オリックス・バファローズ 
◎ 山崎伊織投手（明商ー東海大）読売ジャイアンツ 

毎日、遅くまで練習を頑張ってきた選手たち。 
いつも地域の人にも元気よく挨拶をしてくれる野球部
部員たち。今年は残念ながらコロナウイルスの影響で
目標の全国制覇を果たすことが出来ませんでしたが 
プロの世界での活躍を期待します！ 

 
明商…すごいのは野球だけじゃないんです！  
 ミライ☆モンスター 
 陸上 棒高跳び 古林愛理選手 
 全国大会２連覇達成 日本高校新記録も樹立  

 魚住東中学校からプロ野球選手の誕生です‼ 


