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ライトコース

明石城再発見シリーズ

市民講座

ハンドチャイム体験

地 域 で 、

知 る・学 ぶ・つ な が る。

錦 城 が も っ と

楽 し く な る。

9

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）

HPでも公開中！

明石市 コミセン情報紙

📞 078-918-1612 （FAX 918-5961）

【警報発令時の講座について】
明石市に「大雨」「洪水」「暴風(暴風雪)」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

錦城コミュニティ・センター

錦城コミセンで映画（DVD）を観ませんか？

ご近所の方やお友達を誘って一緒に気軽に楽しんでください。

１８０本ほどある中からオススメするのは今年の新作「夕焼

け」。最近ニュースでも取り上げられるヤングケアラーをテーマにし

たドラマです。

ヤングケアラーとは、本来大人が担う家事や家族の世話

（ケア）を日常的に行っている子どものことをいいます。「おうち

のお手伝いをしてえらいね。」では済まない状況の子どもたちが

みなさんのまわりにいるかもしれない、そんなこどもたちもいるんだ

ということを知ることで、あなたの新しい世界も広がっていくと思

いませんか？

お問合せいただければ、他のDVDも紹介いたします。

〈あらすじ〉

中学２年生の瑠依は、入退院を繰り返す父の看護と仕事で忙し

い母の代わりに、家事や保育園に通う弟の世話をしています。

誰にも頼ることができず、限界を迎えそうな頃、小学校時代の担

任に再会します。同じような経験を持つ先生との交流により、閉ざ

されていた瑠依の心は…    （DVD35分）

錦人協って…？

錦城地区人権教育研究協議会を略したものです。

お互いの人権を尊重し合える、やさしい社会をつくる

ための教育・啓発活動を行っています。

ご希望に合わせて日時・内容を設定いたします。

お問い合わせ・お申込みは 野神（錦人協 人権教育推進員）まで

📞９１８－１６１２ （錦城コミセン事務室に 火・水・金の午前中にいます）

のがみ

(公財)兵庫県人権啓発協会発行の資料から転載

錦 城 コ ミ ュ ニ テ ィ ・ セ ン タ ー 情 報 紙

市民講座

秋の野鳥観察

駐車場はありません。



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

上記の選択講座申込み受付は 9/15(木)９時～ お電話またはコミセン来館にて

秋の野鳥観察
（明石公園）

バードウォッチング第2弾。

さまざまな野鳥が飛来する明石公園。冬とは違った野鳥

たちの様子を観察し、自然の豊かさを感じてみませんか。

バードウォッチング初めての方、大歓迎！

【講師】中村聡美

受付開始日：９月２９日(木)

10/２７(木)
13:30～15:30

「あかねカレッジライトコース」は、60歳以上の明石市民ならどなたでも入学できる、まなびの場所です。

参加料： 無料

定 員： ２０名

持ち物： 白の布手袋 マスク

上靴 筆記用具

体験
ハンドチャイム①②③

～心ひとつに奏でよう～

【講師】中戸川 憲子

受付開始日：１０月１３日(木)

１１/１０

11/１７ (木)

11/２４

10:00～12:00

ハンドチャイムとは、ハンドベルを扱いやすくした楽器です。

軽量で子どもや年配の方も気軽に音が出せます。

柔らかい響きのハンドベルについて学び、参加者で心を合

わせ、簡単な曲の演奏に挑戦してみませんか。

★３回連続してご参加いただける方が対象です。

まなびが見つかる 「ライトコース」

10~12 月開催分

オリエンテーション

10/13(木)13:30～15:00

11/2 (水)10:30～12:00

12/１(木)13:30～15:00

材料費： ３００円

定 員 ： １０名

持ち物： 上靴、 新聞紙１～２枚

ティッシュペーパー１～２枚

絵手紙で年賀状

新年のご挨拶を筆、墨、顔彩を使ってかきます。

心をこめた手がきの絵手紙、届けませんか。

【講師】 岸本 まゆみ

受付開始日：１１月１０日(木)

１２/８(木)

13:30～15:00

・ 受付開始日の午前９時より電話受付（本人分のみ） 定員になり次第、締め切り

・ 駐車場はありません。

お申込みは ℡ 078-918-1612 へ

中学校コミセンの市民講座は…

学びのきっかけづくりや、仲間づくりなど、生活に潤いをもたらす機会の提供を目的とした講座です。

明石市民ならどなたでも参加できます。

市内コミセンの市民講座は、ホームページでもご覧いただけます。 明石市 コミセン情報誌

内 容： 晴天…明石公園でバードウォッチング

雨天…錦城コミセンにて講座

集 合： 天候にかかわらず錦城コミセン

参加料： 無料

定 員： ２０名

服 装 ： 晴…活動しやすい服装と靴

持ち物： 晴…双眼鏡（ある人）、飲み物、

筆記用具

雨…上靴、筆記用具

詳しくはコミセン配架のパンフレット もしくは Webサイト あかねライト

『次の学びに出会うためのふり返り会』
秋の出会い編

参加料 ： 無料

定 員 ： ８名

持ち物 ： タオル、飲み物、

ヨガマット（バスタオル可）

服 装 ： 運動しやすい服装、マスク、上靴

ヨガ入門教室①②③

【講師】池上 一葉

受付開始日：８月２５日(木)

９/22

9/２９ （木）

１０/６

14:00～15:30

肩こり・腰痛・頭痛の緩和、不安やイライラの軽減、ダイエット

効果など、ヨガがもたらす効果は数多くありますが、それらは副

産物にすぎません。では一体ヨガとは何なのか？

奥深いヨガの入門コースです。

★３回連続してご参加いただける方が対象です。 開催日 時間 タイトル 講師 定員

10/19(水)

13:30～
15:00

明石城と城下町
宮本 博

（神戸史学会 会員） 25

11/９(水)
学びに遅すぎることはない
～69歳の高校デビュー～

坂東 信子
（美容院経営） 28

11/16(水) 新しいアジアの時代
太田 和宏

（神戸大学教授） 25

12/21(水)
参画と協働の時代における
地域活動とボランティア

浅見 真一
（ＦＰＭ代表） 25

開催日 時間 タイトル 講師 定員

10/５(水)

13:30～
15:00

明石城再発見 城と町編

「明石城と城下町」
築城と町づくり～廃城（公園へ）

宮本 博
（神戸史学会 会員）

28

10/12(水) 今どきの人権
敦見 信彦

（明石市人権推進課 人権啓発担当課長）
28

11/30(水) 13:30～
15:30

雨天中止

明石城再発見
タイムスリップ編

アプリを使って昔へＧＯ‼

※ 11/30と12/14は同じ内容

どちらかお選びの上お申し込み

穴田大作・堀田奈美
（公益財団法人 兵庫県園芸・公園協会）

各
15

12/14(水)

12/７(水)
13:30～
15:00

座って踊って 健康ダンス
西尾 弘子

（ダンスグループ「きらら」代表）
30

①スマホまたはタブレットを持参
②事前に「明石城巡り」のアプリを

ダウンロードしてください。

必須講座

今年度の入学手続きは、１２月が最終です

アプリを操作
できる方対象

１１月2日(水) １３：３０～15:00

今年度のあかねカレッジライトコースがはじまって、まもなく半年を

迎えます。この機会に、これまでの興味・関心をふり返り、次の学び

につながるヒントを見つけませんか？入学されて間もない方も安心し

てご参加ください。 当日は、学生ファイルを必ずご持参ください。

入学願書提出後、講座申込前に１回受講

選択講座


