
江井島コミセンだより
〒674-0065  明石市大久保町西島６８０‐５ (江井島中学校内)

江井島地域のまなびの情報紙

市 民 講

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。

診断講座似合う色
日 時 ： 月 日(土) 

１０：０0～11：30

定 員 ： 20名

資料代 ： ５００円 持ち物 ： 筆記用具、上履き

講師 / 佐久間 勝浩 井原 久美

日 時 ： 月 日(土) 

13：30～15：00

参加料 ： 無料

定 員 ： ５０名 持ち物 ： 上履き

＆ 歌謡JAZZ

若い方から高齢者まで
みんなが学べる

日 時 ： 月 日(土) 

１０：30～12：00

定 員 ： ５０名

持ち物 ： 筆記用具、上履き

2022

秋号

「子どもの成長に寄り添う」

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）

講師 / 西田 美華

～現代の子どもたちの悩みを解消し、
家庭で正しい性教育を～

★受付開始日：9月 4日 (日) ９：００～

10 8

（男性の方も大歓迎）

★受付開始日：10月 9日 (日) ９：００～

11 12

★受付開始日： 9月 11日 (日) ９：００～

10 15

お問合せ・申し込み 078-947-0073 (月曜日・祝日休館)

そんな子どもたちに寄り添うための知識

を大人が持つことが求められています。

SNSの普及による情報過多等、

現代の子どもたちが抱える悩み

は複雑化、深刻化しています。

思春期の子どもを

お持ちの保護者さま

ぜひご参加を

お待ちしています

いつも無意識のうちに選ぶ

洋服。ほんの3秒で印象が決まり

ます。似合う色を知ることで、毎日

の洋服選びが簡単に。自分に似合う

色を知って着こなしを

楽しみましょう。



コミセンには、駐車場はございません。

公共の交通機関 または
徒歩・自転車でお越しください。

※山電西江井ヶ島駅徒歩８分
※最寄りTacoバス「江井島中学校」

江井島中学校体育館1階
明石市ホームページ内の

コミセン情報紙はこちらから

ご覧いただけます

明石市コミセン情報紙 検索

市 民 講

申込・受講場所：ウィズあ
かし（アスピア明石）

好きな学科を１つ選び、１
年かけて学んでいきます。

【開講予定学科：ボイス学
科、花づくり学科、

あかし地域学科、健康づ
くり学科、サイエンス学
科】

①入学願書をコミセンへ持参

②オリエンテーションを受講

③講座を選択して申込⇒講座受講！

④資料代 年間1,000円

詳しい内容・申込方法など、各中学校コミセンなど
で配架されている「入学案内パンフレット」または
「あかねカレッジのホームページ」をご覧ください。

申込・受講場所：市内13の中学校コミセン

自分の興味や関心に合わせて、300以上の講座の

中から好きなだけ受けることができます。自宅か

らのオンライン受講ができる講座もあります。

※ 江井島コミセンでは、オリエンテーションを
随時、行っています。

ピアノ＆フルート＆
トロンボーン

アンサンブルコンサート
講師 / 西海 佳苗 山本 ありさ
講師 / 坂本 裕樹

日 時 ： 月 日(土) 

9：30～11：30

参加料 ： 無料

定 員 ： ５０名

持ち物 ： 上履き

作り方教室
講師 / 間島 朗

日 時 ： 月 日(土) 

9：30～11：30

参加料 ： 無料

定 員 ： ５０名

持ち物 ： 筆記用具、上履き

定 員 ： １５名

持ち物 ： 上履き、エプロン、三角巾
食器用布巾2枚

の

（申込時にお知らせします）

昨年度の
「ロールチキンのクリーム煮」

11 26

★受付開始日：10月 30日 (日) ９：００～ ★受付開始日：10月 30日 (日) ９：００～

12 3

日 時 ： 月 日(水) 

10：00～13：00

参加料 ： 材料費実費
★受付開始日：11月 13日 (日) ９：００～

受講するには…

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・
秋の出会い編』のお知らせ

今年度のあかねカレッジライトコースが始まって約半年。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。

松下シェフの

料理教室

12 14

アンサンブル演奏をお楽しみくださ

い。「昭和歌謡を歌おう」のコーナー

もあります。

美味しい夏野菜を作るには

冬場からの土づくりが大切

です。今から備えて来年の

夏に美味しい野菜を育てま

しょう。

プロに学ぶ料理で、

クリスマスの食卓を

美味しく彩りませんか？

講師 / 松下 平（フランス料理シェフ）

10/4(火)10:00～11:30

10/5(水)10:00～11:30

申込はお電話で！

中学校コミセン(全13ヵ所)

どこでも受講できます。

詳しくは講座一覧表で！

２２-１０-０３８

２２-１０-０３９

※学生ファイル、筆記用具、上履持参 定員 各５０名

5/19 ・20
らくらくスマホ使いこなし講座の様子

6/10
ACEボールとストレッチ教室の様子



あ か ね カ レ ッ ジ ラ イ ト コ ー ス

講座の申込みは

９月15日（木）

９：００～です。
講座当日は

筆記用具、上履きを
お持ちください

２２-１０-０３４２２-１０-０３３

２２-１０-０３７ ２２-１０-０２９

２２-１０-０３５ ２２-１０-０３６ ２２-１０-０３０

２２-１０-０３２ ２２-１０-０２８２２-１０-０３１
楽しく学ぶ！

認知症予防講座 第2回

「認知症の予防」
講師：明治安田生命保険

相互会社 神戸支社

10/7(金) 13：30～15：00

定員50名

映画製作の舞台裏
講師：川東 敏幸
（日本映画倶楽部スタジオグリタ）

10/１４(金) 13：30～15：00

定員50名

10/１9(水) 13：30～15：00

定員50名

オンライン

11/9(水)
13：30～15：00

定員50名

オンライン

11/１６(水) 13：30～15：00

定員50名

オンライン

江井島ミステリーツアー

11/１8(金) 9：30～11：30

定員30名

講師：二星 勝巳

参拝が楽しくなる

神社雑学講座
講師：西海 庸就 (住吉神社禰宜)

11/25(金) 13：30～15：00

定員50名

意外にできるこんなこと

～スマホ使いこなし講座～

意外にできるこんなこと

～スマホ使いこなし講座～

講師：auショップ大久保店 講師：auショップ大久保店

12/8(木) 10：00～11：30

定員10名

12/9(金) 10：00～11：30

定員10名

オンライン

学びに遅すぎることはない
～69歳の高校デビュー～

講師：坂東 信子
(美容院経営)

持ち物：自分のスマホ

江井島の歴史を知る

「ミステリーツアー」。

どこを訪ねるのかは

当日のお楽しみです。

明石と城下町

講師：太田 和宏（神戸大学教授）

新しいアジアの時代

講師：宮本 博（神戸史学会会員）

参画と協働の時代における
地域活動とボランティア

講師：浅見 真一

近年アジアの国際秩序は大きく動いています。

経済的な相互依存関係が強まる一方、

外交的には米中対立、自由で

開かれたインド太平洋構想、

東南アジア独自戦略などで

複雑化しています。

こうした現状を一緒に考えましょう。

明石城は徳川家康により天下が統一された後

に築かれた新しい城です。

太平の世に向かっているこの

時期に、なぜ明石に城が必要

だったのか、それはどのよう

な城であったのか。築城時の

様子と城下町と合わせて考えます。

持ち物：水分補給の飲物

動きやすい服装で！

昨年度の
「江井島
ミステリーツアー」

の様子

住吉神社の拝殿
初詣の様子

老化と認知症予防につい

ての解説と、簡単な体験

型ワークを実施します。

明石を拠点に、明石を

テーマとした映画作り

を通して発信を続ける

製作者が映画製作の

舞台裏を語ります。

もうすぐお正月。

初詣ですね。

神社の雑学知識を得て、

参拝を楽しくしません

か。

人生100年と言われる今日、

年齢に関わらず新しい知

識を学び、社会貢献に参画

する人生を考える時が来て

います。いきいきとした暮らしをつくるため

に、これからのまちづくりに協働するボラン

ティアの意義を考えます。

12/２１(水) 1３：３0～1５：０0

定員50名

持ち物：自分のスマホ

中学卒業後美容の道へ進み、４０年近く美容院

を経営してこられた坂東さん。「人生のやり残

しに挑戦したい」と６９歳で念願の通信制高校

に入学、７２歳で卒業されました。入学を決意

するまでの想いや実際の高校生活について、エ

ピソードを交えてお話しいただきます。

スマホで電話とメールしか使ってない
なぁ…なんていう方必見！
スマホを使いこなして人生を

豊かにしませんか？

★５/１９,２０に

受講された方は、ご遠慮ください。

スマホで電話とメールしか使ってない
なぁ…なんていう方必見！
スマホを使いこなして人生を

豊かにしませんか？

★５/１９,２０に

受講された方は、ご遠慮ください。



健康体操ＣＫ

空手道、体道サークル

江井島コミセン俳句サークル

ダンシングチームＫＩＲＡＲＡ Ⅰ,Ⅱ

ご一緒に「心の体操」をしてみませんか？

俳句は、日常の生活や風景の中に四季の移り変

わりを感じ１７音に託する、日記のようなもので

す。私達はまだまだつたないサークルですが、「明

るく、楽しく」をモットーに活動していま

す す。気軽に見学に来てみませんか？

（第２,4（火）１３～１５時活動）

こんにちは！健康体操CKです！

私達は４０代～８０代と幅広い年齢層で現在２０

人います。毎回元気に楽しんで活動しています。

家で一人で体を動かすのはなかなかできません。

私達と一緒に元気なチカ先生のかけ声、リズムに

合わせて体操しませんか？

（第1,２,3,４（火）９時半～１１時半活動）

11 6月 日

（日）

時間 9:00～12:00
会場江井島コミセン

展示コーナー

ステージ発表

俳句サークル
書道サークル

健康体操CK
ダンスチームCK1
ダンシングチームＫＩＲＡＲＡ
太極拳サークル

体験教室

茶道サークル 俳句サークル 囲碁愛好会
健康体操ＣＫ ダンスチームＣＫ１
太極拳サークル あけぼの剣友会
あけぼの少年剣友会

※詳細につきましては、10月に自治会回覧などでお知らせいたします。

いつでも体験に来てください！
大人の方も是非！

幼児から大人まで男女問わず黒帯を目指して

楽しく練習に励んでいます。

月会費：一家庭につき１５００円

体験見学無料‼

（第1,2,3,４,5（水）１8～20時半活動）

2019年度まで行ってい
ました「コミセンまつり」を
新しくサークル体験として
計画しています。
「ちょっとやってみたいな」
「サークルってどんな雰囲
気かな～」
気軽に参加していただけ
るように準備をすすめて
います。
ぜひ、みなさんのご来場を
お待ちしています！

来 見 やつ み
気軽に

江井ヶ島KIRARAは、3歳～高校生までのメンバー

が所属する、いつも元気いっぱい笑顔いっぱい心か

ら楽しんで踊る子どものダンスチームです。仲間と

踊れる喜びを感じ、輝くことをモットーに思いやる心

や頑張る心…そして礼儀作法なども勉強しています。

（第1,2,3,4,5（金）１6～２０時半活動）

茶道 俳句 囲碁 健康体操

ダンス 太極拳 剣道

サークル
紹介

安藤エリアマネージャー


