
江井島コミセンだより
〒６７４‐００６５明⽯市⼤久保町⻄島６８０−５(江井島中学校内)
TEL：０７８‐９４７‐００７３(月曜日・祝日休館)

江井島地域のまなびの情報紙

市民講座・ライトコースの講座は中面

ト ピ ッ ク ス

※講座ごとに定員があります

あかねカレッジライ ト コース

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

お住まいの校区以外のコ
ミセンでも受講が可能。
自宅で受講できるオンラ
イン講座もあります。※令和3年度の受付は12月25日まで

ライトコース３つの特色

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か所の中学校コミセンで開講する
対象講座から、好きな講座を選んで受講できます。
※講座の受講には、入学手続きとオリエンテーションの受講が必要です。

※講座ごとに定員があります

令和3年度 江井島コミセン職員の自己紹介

安藤 正昭

4月よりエリアマネージャー
となりました安藤です。早く
仕事に慣れて皆様のお役に
立てるように頑張ります。音
楽、スポーツ大好き人間です。
よろしくお願いいたします。

森田 知子

江井島コミセン事務職員とし
て3年目を迎えました。来所
される皆さまに、笑顔で懇切
丁寧な対応を心がけており
ます。今年度もどうぞよろし
くお願いいたします。

関谷 加代

4月より事務職員として配属
になりました。江井島に住ん
で約５０年になります。地域
の皆さまとかかわることが
できる仕事で、とても嬉しく
やりがいを感じています。

藤井 澄夫

非常勤嘱託職員（夜間）とし
て２年半お世話になっていま
す。今後も利用しやすい江井
島コミセンとなるよう頑張り
たいと思います。今年度もよ
ろしくお願いします。

横田 敏彦

4月より非常勤嘱託職員（夜
間)として配属になりました。
みなさまとの出会いを楽し
みに笑顔と誠心誠意の対応
につとめてまいります。よろ
しくお願いいたします。



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：７月１０日(土) 10：00～12：00
● 参加料：1組1,500円(但し材料費)
● 定 員：2名1組で１０組
● 持ち物：エプロン、雑巾

※作品返却は8月下旬の予定

★受付開始日： ６月１９日（土） ９：００～

パパ・ママ・じいじ・ばあば と
陶芸教室

粘土をこねて作品を作る楽しさを
味わってくださいね。

講師 / 﨑野 哲志

7/10
(土)

● 日 時：７月２４日(土) 9：30～11：30
● 参加料：無料
● 定 員：５０名
● 持ち物：筆記用具
● 対 象：小学校５年生以上、大人の方大歓迎

★受付開始日： ７月 ３日（土） ９：００～

動物園博士になろう！
〜動物園が100倍楽しくなる話〜

めざせ「動物園博士」！今度動物園に行くとき
は、動物たちを見る視点が変わるかも…

講師 / 大橋 有加
（元動物園飼育員・学芸員）

7/24
(土)

● 日 時：８月７日(土) 9：30～11：30
● 参加料：無料
● 定 員：２０名
● 持ち物：感想文を書こうと思っている本

筆記用具（原稿用紙含む）

★受付開始日：７月１７日（土） ９：００～

中学生 読書感想文教室

感想文が苦手なあなた。気楽に感想文が書
けるように、その基本や方法を教えます。

講師 / 大江 平治
（元江井島⼩学校⻑・こども園園⻑）

８/７
(土)

● 日 時：９月２２日(水) 13：30～15：30
● 参加料：無料
● 定 員：５０名
● 持ち物：なし

★受付開始日：９月 １日（水） ９：００～

江井島学(がく)・楽(がく)
明治維新と明石・江井島

キーワードは「長州討伐？彰義隊？」

講師 / 吉岡 保

9/22
(水)

● 日 時：９月２９日(水) 13：30～15：30
● 参加料：無料
● 定 員：３０名
● 持ち物：なし
● 集合場所：西島地区コミュニティ会館

★受付開始日：９月 １日（水） ９：００～

江井島学(がく)・楽(がく)
江井島 ミステリー講座

キーワードは「お酒？」

講師 / 吉岡 保

9/29
(水)

● 日 時：９月２４日(金) 9：30～11：30
● 参加料：無料
● 定 員：５０名
● 持ち物：なし

★受付開始日：９月 ４日（土） ９：００～

オカリナ＆ギターの集い

オカリナとギターの演奏で
心を癒してください。

講師 / ⼩田 正子
⼩田 眞一

９/24
(⾦)

市 民 講

７月～９月開催予定の講座
受講のお申し込みは 江井島コミセンまで（TEL：078-９４７-００７３）

どなたでも学べます！



あ か ね カ レ ッ ジ ラ イ ト コ ー ス

【オンラインまたは録画】
野鳥観察の話、どんな経
緯で今の仕事に至ったか、
などお話しいただきます。

散歩から始まった鳥たちの観察
記録～播磨町北池から届けたい

メッセージ～

７/１４(水) 13:30～15:30
定員：５０名

講師：衣笠 誠一郎

加害者・被害者にならないた
めの、虐待の特徴や起こる要
因、また認知症や介護の知識
等を学びます。

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～

講師：川原 諭
（ライフ明海ケアマネージャー）

弁護士資格を有する市職員が、
たくさんの事例を紹介しなが
ら、法律的観点から終活の始
め方をアドバイスします。

元気なうちにしっかり準備
～終活のはじめかた～

講師：明石市市民相談室

阪神淡路⼤震災後25余年のボラン
ティア活動の中、心境の変化、出
会った人々など多くの事例を通し
て語ります。

わたしのいのちの輝くとき
～食をとおした地域のつながり～

９/８(水) 13:30～15:30
定員：５０名

講師：入江 一恵

国内外での温暖化の影響、世
界の動きなどをご紹介。私た
ちは何をすれば良いか一緒に
考えましょう。

地球温暖化の実際と
お家でできる実践

８/１８(水) 13:30～15:00
定員：４０名

講師：真田 由美子
（ひょうご環境創造協会環境技術専門員）

明石市にお住まいの60歳以上の方にオススメ！

あかねカレッジライト
コースの講座を受講するに
は、入学の手続きとオリエ
ンテーションの受講が必要
です。

7/2(金) 10:00～11:30
8/6(金) 10:00～11:30
9/3(金) 10:00～11:30

定 員：各５０名
持ち物：筆記用具

７/２１(水) 13:30～15:00
定員：４０名

９/１５(水) 13:30～15:00
定員：４０名

ストレッチやバレエ体操で
フレイルを予防しましょう。

持ち物：飲物、筆記用具
動きやすい服装で

フレイル予防について
＆バレエ体操

８/２５(水) 9:30～11:00
定員：３０名

講師：溝部 あや
（社会福祉法人 三幸福祉会 清華園）

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。

ピアノ＆フルート
＆トロンボーン

アンサンブル

９/１０(金) 9:30～11:30
定員：５０名

講師：西海 佳苗・坂本 裕樹
山本 ありさ

旬や季節に合った身近な食材
で薬膳を考えます。立秋を目
前にして、秋の薬膳で体を元
気に！

薬膳っておもしろい！
～薬膳を知ってパワーアップ

７/３０(金) 9:30～11:30
定員：２０名

講師：坂野 美津子
（薬膳師）

江井島の歴史を知る「江井島
ミステリーツアー」どこを訪
ねるのかは当日のお楽しみ。
持ち物：日傘や帽子、飲物

江井島ミステリーツアー

７/９(金) 9:30～11:30
定員：３０名

講師：二星 勝巳

「食べること」から考える
心と体の健康づくり

８/２７(金) 9:30～11:30
定員：５０名

講師：上手 道子
(明石市福祉局地域共生社会室地域

総合支援担当)

「食べること」は生きる楽し
みにもつながります。「食事
の工夫」と「お口の健康」に
ついてお話しします。

受付開始日：6月15日（火）9時～ ※先着順



創作和紙絵画
「彩の会（あやのかい）」

（第3火曜日 小会議室で活動しています）

＜江井島コミセンをご利用のみなさまへ＞

新型コロナウイルス感染拡大予防
に向けてのお願い

新型コロナウイルスの感染が再び拡大しています。

マスクの着用や手指の消毒を徹底して、コミセン活

動におけるコロナ罹患やクラスターの発生を防ぎま

しょう。また、マスクをしていても、大声を出すな

ど飛沫の原因となるような行為は絶対にしないでく

ださい。すべてのコミセン活動参加者が安心して活

動できる環境をみんなで作っていきましょう。

コミセンからのお知らせ

なかまとまなぶ 「サークル紹介 」

え い が し ま の学びの掲示板

私たちは様々な和紙を使ってオリジナル作品を制作しています。

最初はスケッチ等の絵を真似ながら、基本的な染め方を覚えていきます。

それから徐々にオリジナルの作品に取り組んでいきます。構想から出来

上がりまで非常に長い時間をかけながら作品を作り上げていきます。和

紙には兵庫県多可町産の杉原紙など全国各地のものを使います。産地に

よって様々な特性があり、その特性を生かすために試行錯誤を繰り返し

ながらの作業になりますが、その分奥が深く創作意欲をかきたてられま

す。興味のある方は、一度気軽にのぞいてみてくださいね。

＜コミセン地図＞


