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まだまだ広がる
わたしのまなび

明石市内のコミセン
情報紙は、下のQR
コードから。

昭和30年代の路地裏を写した写真に
は、蝋(ロウ)石で地面に落書きをし
て遊ぶ子どもたちの様子が写ってい
ます。最近ではあまり見かけること
がありませんね。今回紹介する「勾玉」
は「滑石(カッセキ)」を使っています。

路地裏であそぶ子どもたち

各種講座情報はウィズあかしのHP
にも掲載されています。
https://withakashi.jp

登録サークルは中央集会所と体育館を合わせて44サークル
（2022年7月現在）

中央集会所　078-935-5325 高丘中学校体育館　078-935-0909

2022サークル発表会中止のお知らせ
３年ぶりの「コミセンまつり」を「2022サークル発表会」
として開催する方向で準備を進めてまいりましたが、新型
コロナウイルス感染拡大を受け、残念ながら中止といたし
ます。サークルの皆様におかれましては、久しぶりの発表
の場として心待ちにされていたことと思います。
今後も感染対策を十分にしていただき、安全・安心な環境
で活動を進めてください。（サークル連絡会　会長　石野）

たかおか  まなびの情報紙

2022 秋号

　曜日�　　団　体　名
1～5
活動週 活動時間

13:00 -15:30

18:30 -20:30

9:00 -13:00

9:30 -12:00

13:00 -17:00

18:00 -20:30

18:00 -20:30

9:00 -12:00

13:00 -16:30

高丘コミセンレディース
卓球サークル（ l ）
高丘クラブ（ 革バレー ） 18:30 -20:30
高丘健幸体操サークル

火
1～5
1～5

高丘バドミントンクラブ A 1～5 18:30 -20:30
空手道クラブ

水

高丘合氣道
1～5
1～5 18:30 -20:30

高丘コミセンレディース
卓球サークル（ l l ） 1～5
喜春太鼓 1～5
高丘剣道サークル l 1～5 18:30 -20:30
高丘剣道サークル l l 1～5 18:30 -20:30
高丘コミセン太極拳サークル 1～5

木

金

T-jump子どもダンス 1～5
高丘卓球クラブ 1～5
高丘柔道同好会 1～5 18:00 -20:30
高丘バドミントンクラブ B 1～5 18:30 -20:30

土

高丘ジュニア
　　　　バレーボールクラブ 1～5 18:30 -20:30

ポップ高丘ジュニア
　　　　バレーボールクラブ 1～5

高丘ハンドボールクラブ 1～5 13:00 -16:30
日

広げようわたしのまなびつなごうみんなのまなび たかおかまなびの掲示板

コミナビ 高丘

　市民講座のご案内

　あかねカレッジライトコース

　登録サークル一覧

　まなびの掲示板

※当日は、学生ファイルを必ずご持参ください！

曜日� 　団　体　名
　  　さわやか体操
        高丘女声コーラス
        茶道サークル
        火曜書道サークル
        高丘詩吟サークル 
         ｱ･ｶﾍﾟﾗｺｰﾗｽｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ
        少林寺拳法高丘�
　     教育・実用書道
        音和会
        いつかの会�
        和裁の集い
        まないたお食事会 
                リズミカルストレッチ 
        謡曲サークル
        健康太極拳倶楽部 
        ﾌｫﾙｸﾛｰﾚｻｰｸﾙｸﾞﾙｰﾎ゚ ・ｱﾙﾄ 
        手編みサークル
          高丘パソコンクラブ
               コンセーラ・タカオカ              
        高丘フォトクラブ
     　ニーハオ！高丘
               高丘文庫                                     
               ボランティア グループ
        男性料理
　　「サークル板前」
        高丘ｿｼｱﾙﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ 
    　 高丘ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰｱﾏﾁｭｱ
        無線ｸﾗﾌﾞ   
        高丘コミセン
        囲碁サークル
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1.2.3.4
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2水3.4木

1.2.4.5
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活動週 活動時間
9:00 -12:00
9:00 -12:30
9:30 -12:30

12:30 -16:30
12:30 -16:30
13:00 -16:00
18:30 -20:30
9:00 -12:00

13:00 -16:30
17:30 -20:30
9:00 -13:00
9:00 -13:00
9:30 -12:30

12:30 -16:30
13:00 -16:00

9:00 -13:00
9:00 -13:00

13:00 -17:00
18:00 -20:30
18:30 -20:30

9:00 -12:00
13:00 -16:00

13:00 -17:00

16:00 -18:30

9:30 -12:00

10:00 -14:00

火

水

木

金

土

日

勾玉（寿山石）とガラス玉

あかねカレッジライトコース

『次の学びに出会うためのふり返り会』

新企画続々登場！

　5つの新しい地域講座（対面形式）

12月23日（金）ID:22-09-035
1月27日（金）ID:22-09-036
2月24日（金）ID:22-09-037
3月10日（金）ID:22-09-038

●参加者には
特別グッズを
贈呈します！

　広げようわたしのまなび／つなごうみんなのまなび

　勾玉作り

2022年度 明石市しおさい賞を明石市生涯学習指導者会
高丘部会から冨山朗先生（高丘合氣道）と藤井修一先生
（高丘ソシアルダンスサークル）の二人が受賞。表彰式では
泉房穂市長から表彰状と盾が手渡されました。

しおさい賞祝 

冨山先生
サークルの皆さんに支えられ、
育てていただきました。

藤井先生
このような賞を頂き、本当に
ありがとうございました。

冨山先生　泉 市長　  藤井先生

自分の興味、関心に合わせてやってみたいな、
新しいことにチャレンジしてみたいなという方は、
中央集会所、体育館へお問い合わせください。COMInavi

まなびのたね（2）　「勾玉作り」

縄文から古墳時代まで作られていた
アクセサリーの一つです。凹凸のあ
る石に滑石をこすりつけて削ってい
くのですが、紐を通す穴をあけるの
は大変です。現代では錐（キリ）を
使えば簡単にあけることができます
が、古代の人はどうやって穴をあけ
たのでしょうか？

木の先を尖(とが)らせたり、獣の骨や
魚の骨を使ったりしたのでしょうか。
人類は様々な道具を作り、使うこと
で進歩してきたのでしょう。

一方、寿山石(ジュザンセキ)は固く
て削るのに時間がかかりました。
丸いガラス玉は、ガラスの棒を火
で熱し軟らかくして、木の枝に巻き
つけて灰の中で冷ますとできあがり
ます。(N)

078-935-5325

※最寄りバス停　神姫バス「高丘中央センター前」

大久保町高丘3丁目３
高丘コミュニティ・センター（高丘中央集会所）

高丘中央センター前

高丘中学校
高丘東小学校

高丘東公園
100m
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川
線

高丘交番

みなと銀行

明石高丘郵便局

高丘保育所

高丘中央集会所

高丘中央集会所

アクセス
JR大久保駅から神姫バス
49系統 高丘循環10分
高丘中央センター前下車
徒歩1分

今号から情報紙名をコミナビ高丘としました。
コミセンでまなぶみなさんをナビゲートしていきます。

▲トロッケンゲビンデの作品

▲親子ウクレレ講座

▲男性料理「サークル板前」

■時間　10:00～11:30　

●お電話か窓口で
お申し込みください

▲薬膳っておもしろい！

7月の市民講座

ドイツに伝わる木の実や種を使った飾り付けです。

「おかあさん、かっこいいでしょ」

あかねカレッジライトコース

登録サークル

　表紙写真：子午線標示柱（トンボの標識）

　今日のメニューは、
　「ラタトゥイユ、豚肉とゴーヤの冷しゃぶ、とうもろこしご飯」




