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1１月以降の開催講座情報は裏面へ

陶芸サークル

魚住コミセン サークル一覧

魚住コミセン まなびEye

うおずみ 学びの情報紙
あい

〒674‐0074
明石市魚住町清水３６４(魚住中学校内) 月曜日・祝日休館

TEL：078‐943‐0303

※コミセン情報紙はHPで閲覧できます 明石市 コミセン情報紙 検索 👈

《文化サークル》

《体育サークル》

№ 団 体 名 曜日 週 時 間 № 団 体 名 曜日 週 時 間

1 大正琴サークル 火 １ ・ ３ 9：30～12：00 4 魚住歌謡 土 １～４ 13：00～16：00

2 魚住パソコンクラブ 木 １～５ 13：30～16：00 5 前結び着物着付け 土 １ ・ ３ 13：00～16：30

3 陶芸サークル 土 ２･４･５ 13：00～17：00

№ 団 体 名 曜日 週 時 間 № 団 体 名 曜日 週 時 間

1 少林寺拳法 火 １～５ 19：00～20：30 12 ママさんバレー 山川 木 １～５ 18：30～20：30

2 バドミントン フラミンゴ 火 １～５ 18：30～20：30 13 空手道 Ａ 金 １～５ 19：00～20：30

3 輪投げ 水 １～５ 13：00～16：00 14
Ｓｍｉｌｅ
（バスケットボール）

金 １～５ 18：00～20：30

4 武道研究会 (空手） 水 １～５ 19：00～20：30 15
ＣＬＵＢ ＳＴＡＲＳ
（バスケットボール）

金 １～５ 18：00～20：30

5 剣道「魚住清心館Ａ」 水 １～５ 18：00～20：30 16 卓球部 土 １～５ 9：30～13：30

6 皮バレー 魚住クラブ 水 １～５ 18：30～20：30 17 剣道「魚住清心館Ｂ」 土 １～５ 17：00～20：00

7 Ｇｅｍ Ｓｔｏｎｅｓ
(バスケットボール）

水 １～５ 18：30～20：30 18 魚住バスケット 土 １～５ 18：30～20：30

8 親子体操「たんぽぽ」 木 １～５ 10：00～11：00 19
ＺＥＲＯ
(バスケットボール）

土 １～４ 18：00～20：30

9 空手道 Ｂ 木 １～５ 19：00～20：30 20 太極拳サークル 日 １～４ 9：30～11：30

10 ママさんバレー ＩＺＵＭＩ 木 １～５ 18：30～20：30 21 魚住合氣道
子ども
大 人 日 １～４

9：30～10：30
10：30～12：00

11 ママさんバレー ＷＩＮ 木 １～５ 18：30～20：30

Ｍｙ皿、Ｍｙ茶碗、Ｍｙカップ で！
昔 傾く夕日の中で、泥んこ遊びを楽しんだ
思い出はありませんか？自分が作った器で食
事をするのは、唯一無二の味！
一度、実習室を覗いてみてください。

活動日：第２・４・５土曜日 13:00～17:00

卓 球 部

コロナ禍の中、ダブルスからシングルでの
練習に変更し、ソーシャルディスタンスを
保ちながら、日々練習に励んでおります。

活動日：
毎週土曜日
9:30～13:30

サークル紹介

魚住コミセンでは、多くの方がサークルを作って自主的に活動しています。
関心のある方は魚住コミセンまでお問い合わせください。



魚住コミセン 11月～1月開催予定の講座情報
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。

11月開催予定

●日 時：11月27日(金) 13:30～15:00
●参加費：無料
●定 員：25名
●持ち物：筆記用具

★受付開始日：

１１月５日（木） ９：００～

話し方教室～心を美しく伝える～

表情磨いて、姿勢を正して、声を出していきま
しょう。
明るく、やさしく、美しく、相手のお耳に気持
ちよく届く、声と話し方を学びましょう。

講師/山本 えり (あい☆えがお代表)

11/27
(金)

●日 時：11月7日(土) 9：30～11：00
●参加費：無料
●定 員：20名
●持ち物：筆記用具

★受付開始日：１０月１７日（土） ９：００～

前向きな子育てのコツ
~子どもの成長過程と乗り越える力の育て方~

講師/ 川中 知紗

幼児期の子どもの成長過程を学ぶことを通じて、
乗り越える力の大切さと、その育て方など、前
向きな子育てのコツをお伝えします。

11/7
(土)

11/14
(土)

ハーバリウム

～クリスマスに彩りを～

講師/ 東田 里美

●日 時：11月14日(土) 10:00～11：30
●参加費：無料（但し材料費1,700円要）
●定 員：20名
●持ち物：はさみ

筆記用具

★受付開始日：

１０月２３日（金） ９：００～

大好きなお花でガラスのボトルにクリスマスの
世界を作りましょう！
はじめてさん、不器用さんでも大丈夫です！

11/6
(金)

地域発信で社会を変える

【録画放映】

●日 時：11月6日(金) 13：30～15：00
●参加費：無料
●定 員：15名程度
●持ち物：筆記用具

★受付開始日：１０月１７日(土) ９：００～

講師/帝塚山大学名誉教授 中川 幾郎

明石市立高齢者大学あかねが丘学園の教養講座
を開催します。(録画放映形式)
講座では「市民」と「社会」の関係を問い直し、
これからの時代に求められる市民のあり方を探
ります。



魚住コミセン 11月～1月開催予定の講座情報
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。

1２月開催予定

12/5
(土) インターネットの

安全安心な使い方

講師/ 兵庫県警サイバー犯罪対策課

●日 時：12月5日(土) 10：00～11：30
●参加費：無料
●定 員：25名
●持ち物：筆記用具

★受付開始日：１１月１３日（金） ９：００～

身近なリスクから身を守るために、インター
ネットの安全安心な使い方を専門の警察官が
実例をもとにわかりやすく解説します。

●日 時：12月11日(金) 13：30～15：00
●参加費：無料
●定 員：25名
●持ち物：筆記用具

★受付開始日：１１月２０日(金) ９：００～

うおずみ歴史講座

中部幾次郎～明石から「大洋」へ

中部幾次郎銅像から下関・韓国にその足跡を
追います。そして南氷洋捕鯨を経て大洋漁業
へ。幾次郎の生涯から明治～昭和の歴史をた
どります。

講師/片山 俊夫

12/11
(金)

12/18
(金) 感染症の正しい知識

講師/ 明石市立市民病院 感染制御チーム

●日 時：12月18日(金) 13：30～15：30
●参加費：無料
●定 員：30名
●持ち物：筆記用具

★受付開始日：１１月２８日（土） ９：００～

感染症に関する情報はTVやインターネットに
あふれています。予防法など、感染症に対す
る正しい知識を学び、いざという時に備えま
しょう！

市民の皆さんが、学び、集い、鍛え、語り合って交
流の「わ」を広げる
場所がコミュニティセンター（コミセン）です。

魚住コミセンは、魚住中学校南端にあるプー
ルの所から西へ約２００m、南門を入ってすぐ
の２階建ての建物です。

コミセンからのお知らせ



魚住コミセン 11月～1月開催予定の講座情報
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。

1月開催予定

●日 時：1月30日(土) 10：00～11：30
●参加費：300円
●定 員：25名
●持ち物：筆記用具

★受付開始日：

１月９日(土）９：００～

マジックを楽しもう！

テレビの中ではたまに目にすることがあるマ
ジックを、実際に自分の目で見て演じてみて、
年齢とともに固くなった頭をほぐしてみましょ
う。

講師/ グルービー宮本

１/３０
(土)

1/８
(金)

●日 時：1月8日(金) 13：30～15：00
●参加費：無料
●定 員：25名
●持ち物：筆記用具

★受付開始日：１２月１９日（土） ９：００～

新年を迎え、落語（天神亭わら司、八軒家豊
念）と漫談（天神亭志ん香）で大いに笑い、楽
しみましょう！伝統芸能の魅力と面白さをお届
けします。

●日 時：1月15日(金) 13：30～15：00
●参加費：無料
●定 員：15名程度
●持ち物：筆記用具

★受付開始日：１２月２４日(木) ９：００～

健やかな暮らしのための食を考える

【録画放映】

明石市立高齢者大学あかねが丘学園の教養講座
を開催します。(録画放映形式)
講座では、元病院管理栄養士が考えるバランス
の取れた食事や、高血圧・動脈硬化対策など
「食」に関するウソ・ホント等を学びます。

講師/ 亀田 隆雄 (管理栄養士)

1/15
(金)

1/２２
(金)

●日 時：1月22日(金) 13：30～15：30
●参加費：無料
●定 員：25名
●持ち物：筆記用具

★受付開始日：１月６日（水） ９：００～

植物・お庭の何でも相談室

～皆さんの疑問・質問にお答えします！～

講師/ 間島 朗

植物・お庭のことで、悩みごと・困りごとを質
疑形式の講義でお答えするほか、プロも知らな
い安全管理の方法などのテーマでお話します！

落語に親しむ
～新春うおずみ寄席～

講師/ 天神亭 わら司他

受講を希望される皆様へ

感染拡大防止のため受講人数の制限や検温等を実施しています。
①体調不良の方(平熱を超える発熱のある方は受講できません)②マスク非着用の方はご受講
をお断りすることがあります。

ご受講の皆様にはマスク着用と参加前の手指消毒、検温にご協力いただき、上履きを各自
お持ちくださいますようお願いいたします。


