
魚住コミセン 学びの情報紙

※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

あい

明石市に｢大雨｣｢暴風｣｢洪水｣等のいずれかの警報が発令されている場合、ライトコースの講座・市⺠講座は中⽌となります。
・午前の講座…開催当日の7時から講座開始までの間
・午後の講座…開催当日の11時から講座開始までの間

ライトコースの講座は中面へ

�

民 講5～6月開催の

楽しくわかるスマホ教室
〜体験編〜

講師/ソフトバンク スマートフォンアドバイザー

受付開始日 5月19日(金) 9時～

お申し込みは 078-９４３-０３０３ まで

5月

受付開始日 4月21日(金) 9時～

●持ち物：

３６名●定 員：

●参加費： 無料

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。 月曜⽇・祝⽇休館

筆記用具・上履き

うおずみ まなびEye

6月

【警報発令時について】

5月12日(金)
●参加費： 無料

●定 員： ２０名(スマホ初心者やスマホをお持ち
でない方対象）

●持ち物：

●日 時： 6月10日(土)

スマートフォンの基本操作や役⽴つ使い
方(LINE体験など)を体験しましょう︕
スマホ初心者やスマホをお持ちでない方
が対象です。

筆記用具・上履き

地元明石出⾝の桂阿か枝さんが上方落語の魅⼒を
たっぷりと教えてくれます。皆さんで落語の世界
を楽しみましょう︕

光輝くローズウィンドウ
〜初めて作る紙のステンドグラス〜

５月

講師/秋田直美
（日本ﾛｰｽﾞｳｨﾝﾄﾞｳ協会講師）
薄紙を重ね合わせて作る
光の色彩を楽しむアート
です。みんなで作り飾っ
て楽しい時間を過ごしま
しょう。

5月20日(土）
●参加費： ８００円（材料費）

●定 員： １５名

●持ち物： シャープペンシル・消しゴム・ハサミ
スティックのり・筆記用具・上履き

受付開始日 4月21日(金) 9時～

●日 時：

●日 時：

6月

家庭菜園でのおいしい野菜づくりに向けて、地植えや
プランターの⼟づくり、肥料や⾷品利⽤、薬剤そして
育て方や野菜の保存方法を紹介します。

●日 時： 6月24日(土) 10：00～11：30

●参加費： 無料

●定 員： ３６名

●持ち物： 筆記用具・上履き

受付開始日 6月3日(土) 9時～

講師/間島 朗
（1級造園施工管理士）

講師/桂 阿か枝（落語家）

10：00～11：30

10：00～11：30

13：30～15：30

※ｽﾏｰﾄﾌｫﾝは1人1台貸し出します。（お手持ちのｽﾏﾎで
操作できません）

※最小催行人数（5名）に満たない場合、開催中止の判断
をさせていただく場合があります。

おうちでおいしい野菜を作るコツ阿か枝の上方らくご高座



あかねカ レッジラ イ ト コース

開催日時

オリエンテーションでは、ライトコースを受講するに
あたっての受講方法や心構え等をお伝えします。

オリエンテーション必須
講座

都合の良い日程を選んで
必ず1回ご受講ください。

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。

３月１日（水）より
入学受付開始

あかねカレッジ 検索詳細は

２０２３年度 入学案内

明石市内の60歳以上の方であれば、誰でも受けられる
「あかねカレッジ」。2023年度のあかねカレッジは
3つのコースが開講されます！

好きな学科を１年かけてじっくり学びます。

【開講予定学科：ボイス、アンサンブル、
花づくり、野菜づくり、あかし地域、あか

し自然環境、健康・スポーツ、広報・デザ

イン、サイエンス、ものづくり の全10学
科】

各コースの詳しい内容・申込方法などは、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。

※資料代として 年間1,000円が必要です。

コミセンからのお知らせ

魚住コミセン
LINE公式アカウント

魚住コミセンの情報を
お届けします。講座や
コミセン関連情報を配
信しています。ぜひご
登録ください♪

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。

【JR魚住駅とたこバスを利用】

魚住駅北口より、たこバス⑪清水ルートに乗車し、「魚住中学校」
下車
【神姫バスを利用】
国道2号線「清水西口」バス停で下車、徒歩10分

魚住コミセンへのアクセス

市⺠の皆さんが、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
LINE公式アカウント

都合の良い日程を選んで必ず1回ご受講ください。

魚住コミセンの

ホームページができ
ました！

コミセン関連情報をご
覧いただけます。ぜひ
ご活用ください♪HPLINE

自分の興味や関心に合わせて、好きな講座

を好きなだけ受けることができます。市内

13の中学校コミセンや自宅からのオンライ

ン受講など300講座以上から受講可能。年

度途中でも入学できます。

地域の魅力や課題を探り、これまでのあな

たの学びや培ったスキルを個人やグループ

で地域での活動に活かしていくためのプロ

グラムを予定しています。



講座申込受付開始 4月 15日（土）9時～
※先着順

講師／金沢 昇(明石シネマクラブ代表）

ライブ配信または録画形式 講座ＩＤ:２３－１１－０１０

日、貢献に参画する人生
を考える時が来ています。

講師／山嵜 清張（お魚かたりべ）

全国的に有名ないかなごはじめ明石の
魚や漁業の特徴のお話しと魚を美味し
く食べるヒントを教えていただきます。

うおずみ歴史講座 古事記の神話①

13:30～15:00

講師／熊谷 保孝

古事記の神話を通して、背後にある古代人の
考え方や歴史・文化を探っていきます。

※単回の参加もＯＫです。

13:30～15:00

【５月～６月開催予定の講座】

(水）

13:30～15:00 13:30～15:00

明石の魚

～豊かな海で育った魚を知ろう～

13:30～15:00

あなたのお口は大丈夫？
～オーラルフレイルの予防～

講師／地域共生社会室 地域総合支援担当

シニア世代への新型コロナによる影響
調査によると、身体とともに口の機能
が不良となっている人が多いことが分
かりました。今こそ、口の役割や機能
維持の方法を学び直しましょう。

ライブ配信または録画形式 講座ＩＤ:２３－１１－００９

ライブ配信または録画形式 講座ＩＤ:２３－１１－００８

今年で設立55年目となる明石シネマクラブ。
団体や金沢さんのこれまでの歴史をふり返り
つつ映画をとおして人と感動を分かち合う醍
醐味など語っていただきます。

映画が好きでなかった私が
シネマクラブの会長に！

～少しの勇気が人生を豊かにする～

(水）

(水）

(火） (火）

対面形式 講座ＩＤ：２３－１１－００６

アイヌをえがく
(金）

13:30～15:00 講師／岡本 美香

対面形式 講座ＩＤ：２３－１１－０１１

(火）

13:30～15:00

対面形式 講座ＩＤ：２３－１１－００７

対面形式 講座ＩＤ：２３－１１－００５

「国生み神話～アマテラスの石屋戸籠り
－生きる基盤と社会の形成－」

うおずみ歴史講座 古事記の神話②

「八岐大蛇退治～因幡の白兎～
オホクニヌシの国譲り－国家とは？天皇
とは？－」

講師／熊谷 保孝

古事記の神話を通して、背後にある古代人の
考え方や歴史・文化を探っていきます。

※単回の参加もＯＫです。

うおずみ歴史講座 古事記の神話③

「海幸彦と山幸彦－天孫降臨と日向神話－」

講師／熊谷 保孝

古事記の神話を通して、背後にある古代人の
考え方や歴史・文化を探っていきます。

※単回の参加もＯＫです。

映画や漫画に描かれるアイヌの姿からア
イヌと和人の歴史を深堀りします。講師
イチオシの映画・漫画もご紹介します！

レ ッ ジ ラ イ ト コ ー スねかあ

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。

受講を希望される皆様へ

～「森と湖のまつり」から「ゴールデンカムイ」まで～

カ



〒674‐0074
明石市魚住町清水３６４(魚住中学校内) 月曜日・祝日休館
開館時間︓【⽕〜⼟】9:00〜21:00 【日】9:00〜17:00

魚住コミュニティ・センター

インフォメーション

この魚住の地に、最初に人が住み始めたのは、いったい、いつの時代でしょ
うか。その答えを⽰す遺跡が魚住町⻑坂寺にある寺⼭遺跡です。ここは、現在、
遍照寺という寺がありますが、中世の頃には⻑坂寺という大きな寺院が⼭全体
にひろがっていたため、寺⼭と呼ばれています。

ここで、今から６０年ほど前に、明石に住んでいた春成秀爾⽒（現国⽴歴史
⺠俗博物館名誉教授）によって、サヌカイトで作られた石器が採集されました。
石器は大きさが２〜３センチの⼩型のもので、鋭く尖った縁辺部をもつナイフ
形石器と呼ばれるものが多くありました。ナイフ形石器は当時の狩猟具で、木
の枝などに複数埋め込んで、投げ槍のようにして使ったものと思われます。同
様の石器は、大久保町の⻄脇遺跡からも出⼟していますが、寺⼭古墳のナイフ
形石器の中には、形が台形をした台形様石器と呼ばれる古いタイプのものが含
まれていることから、⻄脇遺跡よりも古い３万年前頃の遺跡であると考えられ
ます。

この時代は、ゾウなどの大型の動物は姿を消し、シカやウサギなど中・⼩型
の動物がいた時代で、寺⼭の旧石器人は⾒晴らしの良いこの丘の上で動物を⾒
張り、これらの石器を使って狩猟生活を送っていたことが想像できます。

（明石市⽂化財担当課⻑ 稲原昭嘉）

魚住の歴史を巡る 第1回 寺山遺跡

ま ち か ど

月 日 時 間 サークル名 定 員 講 師 材料費、持ち物等

4月8日・22日 （土） 13:00～17:00 陶芸サークル 5人 上西 卓男 粘土代（1,000円）、よごれてもいい服装、雑巾

月 日 時 間 サークル名 定 員 講 師 材料費、持ち物等

4月2日 （日） 10:00～11:30 太極拳サークル １０人 池内 広司 上靴、タオル

4月2日～23日 各日曜日
9:30～10:30 魚住合氣道（子ども） １０人

神田 康弘 運動ができる服装
10:35～12:00 魚住合氣道（大人） １０人

4月4日～25日 各火曜日 19:30～20:30 少林寺拳法 制限なし 清水 由香里 運動ができる服装

4月6日～27日 各木曜日 10:00～11:00 親子体操たんぽぽ 各日10組 藤本佳永子 飲み物、動きやすい服装、タオル

4月5日～26日 各水曜日 19:00～20:30 武道研究会（高校生以上の空手）

制限なし 大野 達洋 運動ができる服装、タオル、飲み物4月6日～27日 各木曜日 19:00～20:30 空手道サークルB

4月7日～28日 各金曜日 19:00～20:30 空手道サークルA

4月6日 （木） 19:30～20:30 ママさんバレー「山川」 制限なし 運動ができる服装、体育館シューズ、飲み物

4月6日 （木） 19:30～20:30 ママさんバレー「WIN」 制限なし 運動ができる服装、体育館シューズ、飲み物

4月20日 （木） 19:00～20:30 ママさんバレー「IZUMI」 制限なし 運動ができる服装、体育館シューズ、飲み物

4月5日～26日 各水曜日 18:30～19:30 剣道「魚住清心館A」
制限なし 林 憲彦 運動ができる服装

4月1日～22日 各土曜日 17:00～18:00 剣道「魚住清心館B」

4月15日 （土） 9:30～12:00 卓球部 制限なし ラケット、上靴、飲み物、タオル

4月18日 （火） 16:00～18:00 健幸体操すみれ 制限なし 千葉扶美子 タオル、飲み物

一日入門教室
魚住コミセンで活動しているサークルが一日入門教室を行います。興味のあるサークルに
体験入門してみませんか？

申込⽅法︓3月15⽇(水) 午前９時から電話受付。定員になり次第、締め切り。
TEL︓078-943-0303≪文化≫

≪体育≫

寺山遺跡出土石器

寺山遺跡遠景

☎ 078-943-0303   
FAX   078-918-5973 


