
野々池コミセンだより
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学ぶ！成長する！情報紙

対象講座は300以上

特色ある講座の中からお
好きな講座を選んで受講
できます。

年度途中の入学可

「学びたい」と思った時
が始め時。年度途中の入
学もできます。

新しい受講スタイル

お近くのコミセンだけで
なく、他の校区のコミセ
ンでも受講が可能。オン
ライン講座もあります。※令和3年度の受付は

令和3年12月25日(土)まで
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◇入学願書はお近くのコミセンで配布しています。
◇1講座1単位制。必須講座2単位、選択講座10単位を年度内に受講した方には修了証をお渡しします。

ライトコース３つの特色

ライトコースとは
明石市にお住まいの60歳以上の方であれば、どなたでも入学することが
できる新しい学びの機会です。市内13か所(中コミ)で開講する対象講座か
ら、好きな講座を選んで受講できます。

2021年度スタート

60歳以上の

おとなのまなび

あ か ね カ レ ッ ジ

ラ イ ト コ ー ス

市 民 講

こどもからおとなまで受講できる「みんなのまなび 市⺠講座」は今年も開講！
ベビーマッサージや親子体操などの子育て講座から、ペン習字、ヨガ教室など、
いろんな講座を準備中。皆さんの受講をお待ちしています。

市民講座・ライトコースの講座は中面へ

※講座ごとに定員があります

(受講の流れ)



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。

市 民 講

５月・6月・７月開催予定の講座
受講のお申し込みは 野々池コミセンまで（TEL：078-９２９-０３５５）

どなたでも学べます！

●日 時 ：５月１２日(水） 両日 10:00～11:00
５月２６日（水）

●参加費：無料
●定 員： 10名
●持ち物：ヨガマット、スリッパ

（又はバスタオル）、
水筒、汗拭きタオル、動きやすい服装

★受付開始日：４月１４日（水） ９：００～

ヨガ教室

ゆったりとリラックスしながら、
ヨガを楽しみましょう

講師/松井 暢子(YOGAME代表)

５/26 
(水)

５/12
(水)

●日 時：６月 ２日(水)
１６日(水) 全日10：00～12：00
３０日(水）

●参加費：無料 ●定 員：１０名
●持ち物：ノート、ペン、スリッパ

ペン習字教室
講師/⻄海 尚美

①正しいひらがなを書こう

②名前と住所を
書こう

③文章を書こう

●日 時： 6月5日(土)
6月12日（土） 全日
6月19日(土) 13：30～15：00

●参加料：無料
●定 員：１０名 ３回とも参加できる方
●持ち物：バスタオル、汗拭きタオル、

スリッパ、運動しやすい服

骨盤調整健康体操
講師/山根 裕子

（日本カイロプラクティック連合会会員）
6/12
(土)

6/19
(土)

６/5
(土)

★受付開始日：5月1日(土) ９：００～

★受付開始日：5月6日(木) ９：００～

●日 時：７月 １７日(土)
７月 ３１日(土) 全日10：00～11：30
８月 ７日(土）

●参加費：無料 ●定 員：8組
●持ち物：バスタオル、ベビーオイル、スリッパ

ベビーマッサージ
講師/伊藤真由子

７/17
(土)

●日 時 ：７月２８日(水） 10:00～11:30
●参加費：無料
●定 員： 20名
●持ち物：筆記用具、スリッパ

★受付開始日：６月３０日（水） ９：００～

薬膳っておもしろい
〜薬膳を知ってパワーアップ〜
講師/坂野 美津子（国際薬膳師）

7/28
(水)

★受付開始日：６月1９日(土) ９：００～

7/31
(土)

6/2
(水)

６/16
(水)

６/30
(水)

８/７
(土)



あ か ね カ レ ッ ジ ラ イ ト コ ー ス

58歳から独学でﾊﾟｿｺﾝを習得し
85歳の今もまだ現役でご活躍。
楽しいお話を聞かせていただ
きます。

85歳現役プログラマーが語る
『楽しく豊かな人生100年時代』

5/12(水) 13：30～15：30

講師：NPOﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ協会
理事 若宮 正子

最近笑う時間が減っていませ
んか？室内で楽しくできる遊
びをして、楽しいひとときを
一緒に過ごしてみませんか？

コロナ禍でも楽しく笑って
レクリエーション

5/26(水) 13:00～15：00

講師：あそびの玉手箱
主宰 吉川 義樹

錦城コミュニティセンターで
サークル講師として⻑年活動
されています。楽しい講座が
好評です。

民謡教室
6/23(水) 10：00～11：30

講師：光庵 涼子
（朗読家・民謡歌手）

元気なうちにしっかり準備
～終活のはじめかた～

9/15(水) 13：30～15：00

講師：明石市市民相談室

日本の風土のなかで語り継がれ
てきた多様な神様や妖怪を通し
て、身近な地域環境を深く理解
し、まちづくりや地域防災を展
開していく方策をご紹介。

神々と妖怪の地域づくり論

6/16(水) 13：30～15：00

講師：兵庫県立大学
准教授 高田 知紀

地球温暖化の実際とお家
でできる実践

8/18(水) 13：30～15：00

みんなで取り組もう
青少年の健全育成

～家庭・地域の果たす役割～

11/17(水) 13：30～15：00

講師：明石市児童生徒支援課

身近なものを利用して簡単な
実験を行います。違う視点か
ら物事をみてみましょう。

大人の理科実験

6/9(水) 9：30～11：30

講師：加藤 巡一
（元高校教師）

加害者・被害者にならない
ために

～高齢者虐待を防ぐ介護の知識～

7/21(水) 13：30～15：00

講師：介護老人保健施設
ライフ明海

ケアマネジャー 川原 諭

60歳以上の野々池の

“おとなのまなび”を

紹介します！

明石市にお住まいの60歳以上の方にオススメ！

講師：ひょうご環境創造協会
環境技術専門員

真田 真由子
兵庫の歴史・文化

10/20(水) 13：30～15：30

講師：園田学園女子大学
名誉教授 田辺 眞人

東播磨のため池伝説

12/15(水) 13：30～15：00

講師：明石溜池研究会
代表 森本 眞一

明石の天文

1/19(水) 13：30～15：00

講師：明石市立天文科学館
館長 井上 毅

持続可能な社会づくりと
高齢者（仮題）

2/16(水) 13：30～15：00

講師：神戸大学教授
松岡 廣路

伝わる話し方

3/16(水) 13：30～15：00

講師：落語家 桂阿か枝

野 々 池

受講するには、入学願書提
出後、下記いづれかのオリ
エンテーションに必ずご参
加ください。（必修講座）
①4/10(土) 10:00-11:30
②4/11(日) 10:00-11:30

※5月以降も随時開催予定

新型コロナウイルス
感染症の理解と予防

5/19(水) 13：30～15：00

講師：明石保健所
濵田 昌範 所長

新型コロナウイルス感染症の
特徴や私達にできる予防法な
どを基礎からお話いただきま
す。



各コミセン
地図

コミセンからのお知らせ

野 々 池

登録団体 活動日 活動時間

文
化

バンビ児童画 第1、2、3、4火曜 15:00～19:00

人形劇ゆめっこ 毎週水曜 9:30～12:00

手編み押し花 第1、2、3、4水曜 13:30～16:00

川柳楽しみタイ 第３木曜 9:00～12:00

茶道 第1、2、3木曜 9:00～12:00

Sparkleキッズ英会話 第1、2、3、4週木曜 15:00～18:30

書道 第１、３、４木曜 9:00～11:30

尺八 毎週木曜 18:30～20:30

手編みフレンド 毎週金曜 9:30～12:00

コーラス 第１、２、３、４金曜 14:30～17:30

野々池パソコン 毎週土曜 13:30～16:00

野々池囲碁 毎週日曜 9:00～12:00

陶芸 第１、３日曜 13:00～16:00

ス
ポ
ー
ツ

女子トレーニング 毎週火曜 9:00～11:00

明石ガールズ（バレーJr.） 毎週火曜 18:30～20:30

空手 第１、２、３、４火曜 18:30～20:30

空手道「平成館」 毎週水曜 18:30～20:30

Argus（ﾊﾞｽｹｯﾄJr.） 毎週水曜 18:30～20:30

NBBC（ﾊﾞｽｹｯﾄ） 毎週水曜 18:30～20:30

親子体操 毎週木曜 9:30～12:30

野々池ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 毎週木曜 18:30～20:30

合氣道 第１、２、３、４木曜 18:30～20:30

レディース卓球 毎週金曜 9:00～12:30

太極拳 第１、２、３、４金曜 12:30～15:00

西明石剣友会 毎週金曜 18:30～20:30

野々池ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ(バレーJr.) 毎週金曜 18:30～20:30

バドミントン 毎週土曜 18:30～20:30

ＤＣＨＡ（ﾊﾞｽｹｯﾄJr.） 毎週土曜 18:30～20:30

令和３年度登録団体一覧表

講座再開にあたって、感染拡大防止のため、
遵守事項を設けております。
安心して受講していただけるよう、ご協力をお願
いいたします。
①体調不良の方、発熱等の症状のある方は
来館できません。

②マスクを着用してください。
③講座開始前に、非接触型体温計による、
体温測定を実施いたします。

④近距離での会話、大きな声を出すことは
しないでください。

⑤手洗い・手指の消毒を行ってください。
⑥スリッパはご持参ください。


