
高丘コミセン情報紙
〒６７４‐００５７明石市大久保町高丘3‐３(高丘中央集会所)
TEL：０７８‐９３５‐５３２５(月曜日・祝日休館)

高丘まなびの情報紙

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！
リトミックや絵本の読み聞かせなどの子育て講座から、まち歩き、心理学など、
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。

●日 時：６月２５(金)10：00～11:30
●定 員：２０名
●持ち物：動きやすい服装・上グツ

ヨガマット又はバスタオル
汗拭きタオル・マスク
水分補給用の飲み物

★受付開始日：５月２５日（火） ９：００～

未来を変えるトレーニング

今ある健康や体力を維持しながら、レベルアッ
プしましょう。一緒にやってみませんか。

講師/武田 まさ子
６/2５
(⾦)

市 民 講

４月・５月・６月開催予定の講座
受講のお申し込みは 高丘コミセンまで（TEL：078-935-5325）

どなたでも学べます！

●日 時：５月２８日(金)10：00～12：00
●材料費：８００円
●定 員：１０名
●持ち物：よく切れるハサミ(あれば大小２つ）

★受付開始日：４月２７日（火） ９：００～

ドリパージュ講座（創作教室）

お気に入りのペーパーナフキンを日常で使うい
ろいろな物に貼り、オリジナルの雑貨や小物を
作ってみませんか。（めがねケース）

講師/中嶋 陽子

５/2８
(⾦)

市民のみなさんが「学び・

集い・鍛え・語り合って」、

交流の「輪」を広げる場所

がコミセンです。

本年度も、多くの方に利

用いただけるように、各種

講座を用意しています。

ご参加をお待ちしていま

す。



あ か ね カ レ ッ ジ ラ イ ト コ ー ス

いろんな講座を準備して

60歳以上の

“おとなのまなび”を

応援します！

※受講には、ライトコースへの
入学が必要です。

明石市にお住まいの60歳以上の方にオススメ！

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。

オリエンテーション

4/14(水) 13：30～15：00

高丘コミセン

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。

オリエンテーション

4/16(金) 10：00～11：30

高丘コミセン

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。

オリエンテーション

5/1 (土) 10：00～11：30

高丘コミセン

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。

オリエンテーション

6/2(水) 13：30～15：00

高丘コミセン

薬膳の考えから、
季節に合わせた食材

を知り、体質に合わせた
食材を選んでみませんか。

薬膳っておもしろい

5/7(金) 10：00～12:：00

講師：坂野美津子

年齢なんて単なる数字に
過ぎない〜85歳の現役ﾌﾟ
ﾛｸﾞﾗﾏｰが語る『楽しく豊
かな人生100年時代』〜

楽しく豊かな人生100年時代

5/12(水) 13：30～15：30

講師：若宮 正子

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症とはど
んな特徴を持つ感染症なの
か、予防としてできること
は何か、基礎からお話しい
ただきます。

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：あかし保健所

濵田 昌範

慣れない動きをして、脳に刺
激を与え、脳の活性化を図る
プログラムです。元気の輪を
広げていきましょう。

脳が喜ぶ！笑顔が生まれる！
シナプソロジー

5/26(水) 13：30～15：30

講師：川上麻理子

家の中には、必要なモノだけに
したら、今より快適な暮らしに
なります。今日からできること
を少しずつ始めてみませんか。

がんばらない手放し方と
片づけのコツ

6/9(水) 13：30～15：30

講師：加藤真由美

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紹
介します。

神々と妖怪の地域づくり論

6/16(水) 13：30～15：00

講師：県立大学
准教授 高田知紀

目まぐるしく変化する社会
に対応していくために高い意
志を持ち、より良い未来をめ
ざしていく子どもたちを育成
するための手立てを考える。

「小中一貫教育」って何？

6/23(水) 13：30～15：30

講師：学校教育課



た か お か の 学 び

令和３年度 高丘コミセン登録団体一覧表 （A） ２０２１-４-１

高丘コミセン中央集会所（９３５－５３２５）

曜日 NO 団 体 名 使用場所 開催週 使用時間 講 師 代表者

火
曜

日

1 さわやか体操 児童室 1.2.3.4.5 9:00～12:00 大橋 揚子 尼野 千代子

2 高丘女声コーラス 大集会室 1.2.3.4.5 9:00～12:30 石黒 晶子 田畑 等代

3 茶道サークル 和室 1.3 9:30～12:30 保木 玲子 久尾 政美

4 火曜書道サークル 学習室 1.2.3.4 12:30～16:30 脇 清 湯浅 美恵

5 高丘詩吟サークル 小集会室 1.2.3 12:30～16:30 髙﨑 正伸

6 ｱ･ｶﾍﾟﾗｺｰﾗｽ ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ 大集会室 1.2.3.4.5 13:00～16:00 泉 由香 土田 佐月

7 少林寺拳法高丘 児童室 1.2.3.4 18:30～20:30 山本 千代

水
曜
日

8 教育・実用書道 大集会室 1.2.3.4 9:00～12:00 福嶋 紀子 前田 初子

9 洋裁サークル 小集会室 2.4 9:00～13:00 増田 里子

10 音和会 1.4.5学習室 2.3児童室 13:00～16:30 守屋 玲子

11 いつかの会 1.2実習室 3.4.5学習室 17:30～20:30 濵田 律子

木

曜

日

12 和裁の集い 和室 1.2.3.4.5 9:00～13:00 佐田 眞美

13 まないたお食事会 実習室
2水

9:00～13:00 牧山 榮子
3.4木

14 リズミカルストレッチ 児童室 1.2.3.4.5 9:30～12:30 武田まさ子 片岡 美津子

15 謡曲サークル いこいの間 1.2.3.4.5 12:30～16:30 藤原 博

16 健康太極拳倶楽部 児童室 1.2.3.4.5 13:00～16:00 岩本 理

金

曜

日

17 ﾌｫﾙｸﾛｰﾚｻｰｸﾙ ｸﾞﾙｰﾎﾟ・ｱﾙﾄ 児童室 1.2.3.4.5 9:00～13:00 長谷ゆかり 田中 義治

18 手編みサークル 学習室 1.2.4.5 9:00～13:00 行村智枝子 石野 美江子

19 高丘パソコンクラブ 大集会室 1.2.3.4.5 13:00～17:00 島 守人 石原 通男

20 コンセーラ・タカオカ 学習室 1.2.4 18:00～20:30 野呂 治

21 高丘フォトクラブ 学習室 3 18:30～20:30 河島 淳之

土
曜
日

22 ニーハオ！高丘 学習室 1.2.3.4.5 9:00～12:00 笹尾 女依 岩本 恭治

23 高丘文庫ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ 児童室 1.2.3.4.5 1300～16:00 岩崎 彰

24 男性料理 「サークル板前」 実習室 4 13:00～17:00 松尾 和子 宮内 清

25 高丘ｿｼｱﾙﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ 大集会室 1.2.3.4.5 17:30～20:30 藤井 修一 堀下 澄夫

日
曜
日

26 高丘ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰｱﾏﾁｭｱ無線ｸﾗﾌﾞ 実習室 1 9:30～12:00 中上 和義

27 高丘コミセン囲碁サークル 小集会室 1.2.3.4.5 10:00～14:00 石原 紘三

令和３年度 高丘コミセン登録団体一覧表 （Ｂ） ２０２１-４-１

高丘コミセン中学校体育館（９３５－０９０９）

曜日 NO 団 体 名 使用場所 開催週 使用時間 講 師 代表者

火
曜
日

28 高丘ｺﾐｾﾝﾚﾃﾞｨｰｽ卓球ｻｰｸﾙ（Ⅰ） ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 1.2.3.4.5 13:00～15:30 木村 摂子

29 高丘西ママさんバレー 体育館 1.2.3.4.5 18:30～20:30 本多 章代

水

曜

日

30 高丘健幸体操サークル ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 1.2.3.4.5 9:00～13:00 中森 恭子 久保 ミユキ

31 高丘クラブ（革バレー） 体育館 1.2.3.4.5 18:30～20:30
平野 理恵

（連）北川葵

32 高丘バドミントンクラブ A 体育館 1.2.3.4.5 18:30～20:30 大下 順也

33 空手道クラブ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 1.2.3.4.5 18:30～20:30 碓氷 広勝 ケアンズ 絵理

木
曜
日

34 山手台ママさんバレー 体育館 1.2.3.4.5 18:30～20:30 太田 百恵

35 高丘合氣道 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 1.2.3.4.5 18:30～20:30 冨山 朗 蔵元 敏裕

金

曜

日

36 高丘ｺﾐｾﾝﾚﾃﾞｨｰｽ卓球ｻｰｸﾙ（Ⅱ） ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 1.2.3.4.5 9:30～12:00 高見 智子

37 喜春太鼓 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ １.2.3.4.5 18:00～20:30 今井 進 東 恵二

38 高丘剣道サークルⅠ 体育館 １.2.3.4.5 18:30～20:30 上原 理平
大戸 満成

（連）阪田 昭仁

39 高丘剣道サークルⅡ 体育館 １.2.3.4.5 18:30～20:30 髙野 真延
前中 保則

（連）前 賢一

土
曜

日

40 高丘コミセン太極拳サークル ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 1.2.3.4.5 9:０0～12:00 坂本みさを 城内 喜博

41 Ｔ-jump子どもダンス ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 1.2.3.4.5 13:00～17:00 岡本 智愛 荻野 典子

42 高丘卓球クラブ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 1.2.3.4.5 18:00～20:30 豊田 誠志

43 高丘柔道同好会 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 1.2.3.4.5 18:00～20:30 荒川 泰徳 新田 秀

44 高丘バドミントンクラブ B 体育館 1.2.3.4.5 18:30～20:30 寺床 則子

45 高丘ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 体育館 1.2.3.4.5 18:30～20:30 石原 芳雄 池畠 文子

日
曜
日

46 ポップ高丘ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 体育館 1.2.3.4.5 13:00～16:30 石原 芳雄 古川 直子

47 高丘ハンドボールクラブ 体育館 1.2.3.4.5 13:00～16:30 丸尾 達平


