
うおずみ 学びの情報紙

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

お近くのコミセンだけで
なく、他の校区のコミセ
ンでも受講が可能。オン
ライン講座もあります。※令和3年度の受付は

令和3年12月25日(土)まで
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◇入学願書はコミセンで配布しています。
◇R３年度は無料！
◇1講座1単位制。必須講座2単位、選択講座10単位を年度内に受講した方には修了証を
お渡しします。

ライトコース３つの特色

ライトコースとは 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(中コミ)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。

2021年度スタート

60歳以上の

おとなのまなび

あ か ね カ レ ッ ジ

ラ イ ト コ ー ス

ライトコースの講座・市民講座は中面へ

※講座ごとに定員があります

(受講の流れ)

〒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 �

魚住コミセン まなびEye
あい

あかねカレッジライトコース・市民講座 特集！



あ か ね カ レ ッ ジ ラ イ ト コ ー ス

医療品の適正使用・お薬手帳の活用・
かかりつけ薬局を持つことの利点など、
医療品に対する正しい知識が身につく
ようわかりやすくお話しします。

「学んで不安解消！おくすりと健康」

6/4(金) 14：00～15：30

講師：久世 達也
（明石市薬剤師会）

年齢なんて単なる数字に過
ぎない～85歳の現役プログ
ラマーが語る『楽しく豊か

な人生100年時代』～

5/12(水) 13：30～15：30

講師：若宮 正子
（NPOブロードバンドスクール協会理事）

摂播五泊の一つとされる魚
住泊などをはじめ、魚住地
域の歴史文化遺産を紹介し、
そこから魚住の地理的、歴
史的特性を解き明かします。

うおずみ歴史講座
「うおずみの文化遺産」

5/28(金) 13：30～15：00

講師：稲原 昭嘉
（明石市文化財担当課長）

いろんな講座を準備して

60歳以上の

“おとなのまなび”を

応援します！

※受講には、ライトコースへの入学が必要です。

明石市にお住まいの60歳以上の方にオススメ！

オリエンテーション

日本の風土のなかで語り継が
れてきた多様な神様や妖怪を
通して、身近な地域環境を深
く理解し、まちづくりや地域
防災を展開していく方策をご
紹介します。

神々と妖怪の地域づくり論

6/16(水) 13：30～15：00

講師：高田 知紀
（兵庫県立大学准教授）

新型コロナウイルス感染症と
はどんな特徴をもつ感染症な
のか、予防として私たちにで
きることは何なのか、基礎か
らお話しいただきます。

新型コロナウイルス感染症
の理解と予防

5/19(水) 13：30～15：00

講師：濵田 昌範
（あかし保健所所長）

4/10(土）10:00〜11:30
4/23(金）13:30〜15:00
5/ 8(土）10:00〜11:30
6/ 23(水）13:30〜15:00

ご案内
あかねカレッジ「ライトコース」へ

の入学を希望される市⺠の方は、所定
の「入学願書」に必要事項をご記入の
うえ、各コミセンにお申し込みくださ
い。
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。

ライブ配信または録画形式

国際理解講座
「せかいを体感！

～楽園サモアの快適生活～」

5/14(金) 13：30～15：00

講師：鈴木 俊章

太平洋のど真ん中にある小島
サモアは、天国の様なところ
です。自然の美しさと人の優
しさが見事に調和した癒しの
国です。日本の真逆？楽園の
幸福感を存分にお楽しみくだ
さい。

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。

オリエンテーション日程

【4月～6月開催予定の講座】

対面形式

論語や漢詩を学ぶことは私たちの心
を豊かにし、確かな生活の指針が得
られます。詩吟や書道をしているが、
漢文や漢詩がもう一つという方にも
最適です。

論語と漢詩入門

～目で見、耳で聞き、一緒に声に出しませんか～

6/26(土) 10：00～11：30

講師：瀬田慶太郎



●日 時：①５月１５日（土） 10：00～11：30     Zoomをはじめるにあたって

②５月２２日（土） 10：00～11：30     Zoomネットで自己紹介

③５月２９日（土） 10：00～11：30     Zoomを使いこなそう

●参加費：無料

●定 員：２０名 (ただし3回連続で参加できる方)
●持ち物：ノートパソコン（ただしwebカメラ付きで、OSはｳｨﾝﾄﾞｳｽﾞ10のもの)、AC充電コード、筆記用具

★受付開始日：４月２４日（土） ９：００～

これでバッチリ！ はじめてのZoom講座 （全3回）
今話題のコミュニケーションツールであるZoomを体験してみませんか。
基本操作を身につけて交流の輪を広げましょう。

講師/ 島 守人（魚住パソコンサークル講師）

５/１５（土）
２２ (土)
２９ (土)

●日 時：６月１２日(土) 10：00～11：30
※次回は9月頃開催の予定です。各回個別に募集します。連続ではなく参加できる回のみの参加も可能です。

●参加費：無料
●定 員：２５名程度
●持ち物：筆記用具

★受付開始日：５月２７日（木） ９：００～

楽しく学びましょう！漢字・日本語（4回シリーズ）

クイズなどを交えながら漢字や日本語を楽しく学べる講座です。
4回の講座を受けて漢字・日本語の達人になりましょう。
漢字面白クイズ、身近な言葉の語源、漢字検定問題に挑戦しよう！

６/１２
(土)

５月・6月開催予定の講座
受講のお申し込みは 魚住コミセンまで（TEL：078-９４３-０３０３）

どなたでも学べます！

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。 月曜⽇・祝⽇休館

こどもからおとなまで受講できる「みんなのまなび 市⺠講座」は今年も開講！
健康や暮らしに役立つものや親子で楽しめるものなど、いろんな講座を準備中。
皆さんの受講をお待ちしています。

講師/ 川 こう (漢字教育士 漢字・日本語・諺検定各1級取得)

●日 時：６月１９日(土) 10：00～11：30
●参加費：無料
●定 員：２５名程度
●持ち物：筆記用具、動きやすい服装、運動靴（室内用）

★受付開始日：５月２７日（木） ９：００～

「姿勢改善講座〜みんなで学ぼう姿勢の⾒⽅〜」

あなたの姿勢は大丈夫？良い姿勢はあなたの健康を守ります。姿勢をチェックし、健康を維持できる正しい姿勢に
ついて学びましょう。

講師/ 中田 哲生（姿勢調整師）

６/１９
(土)



コミセンからのお知らせ

５月・6月開催予定の講座

受講のお申し込みは 魚住コミセンまで（TEL：078-９４３-０３０３）

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

●日 時: ６月３０日(水)  13：30～15：00
●参加費：無料
●定 員：２５名程度
●持ち物：筆記用具

★受付開始日：６月９日（水） ９：００～

※ 魚住東コミセンでも５月２２日（土） 10:00～11:30に開催予定です。詳しくは魚住東コミセン☎947-0199まで

魚住コミセン・魚住東コミセン連携講座
初歩から学ぶ LGBTってなぁに？〜〇✕クイズで楽しく学ぼう！〜

講師/増原 裕子（明石市役所LGBTQ+/SOGIE施策担当職員）

６/３０
(水)

魚住地区の皆さん！「オネエタレントってみんなゲイなの？」など
LGBTについて〇✕クイズで楽しく学びましょう。市内で女性同士のカップルとして暮らしている講師です。

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。

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。

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

【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

魚住コミュニティ・センター

魚住コミセンへのアクセス


