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ライトコースの講座・市民講座は中面へ

〒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
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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
【あかねカレッジライトコース】とは…
明石市にお住いの６０歳以上の方であれば、どなたでも入学することが
出来ます。同コースでは、市内１３か所の中学校コミセンで開講する特
色ある講座の中から、好きな講座を自由に選択して学ぶことが出来ます。

１１/１０(水) 13:30～15:30

NPO法人多文化センター『まんまるあかし』の副理事⻑を務める櫻江茂樹さん。
外国にルーツを持つ家族や子供たちへの日本語学習支援を行っている櫻江さんは、
何がきっかけで、そしてどんな思いでこの活動を続けられているのでしょうか。
「国籍や文化の違いを壁にせず、地域の方々と外国にルーツを持つ方々が、当た
り前のように共に生きる社会」を目指したいーそんな「まんまるあかし」の一員
として、多くの出会いを重ねる中での〝気づき“の数々や今後の展望について、
くわしくお話いただきます。

講師：櫻江 茂樹
（NPO法人多文化センター まんまるあかし副理事長）

還暦を迎えて確信した『自分の好きなこと』、『自分に向いていること』
～NPO法人多文化センター「まんまるあかし」とともに～

講座ID：２１－１１－０３８

※ 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。

詳しくは、お近くの中学校コミセンにお問い合わせください。

兵庫の歴史・文化

10/20(水)
13:30～15:00

講師：田辺 眞人

（園田学園女子大学名誉教授）

兵庫県には様々な風⼟があり、⻑
い歴史の中で多様な文化が育まれ
てきました。歴史が作り上げた五
国(摂津・播磨・但馬・丹波・淡
路)各地の貴重な文化遺産を振り
返ってみませんか。

講座ID：２１－１１－０３５

みんなで取り組もう青少年の健
全育成～家庭・地域の果たす役割～

11/17(水)
13:30～15:00

講師：明石市
児童生徒支援課

市内の⻘少年の問題行動の現状と
課題を説明し、子どもたちが安心
して、たくましく心豊かに育って
いけるよう、家庭や地域が果たす
役割についてお話します。

講座ID：２１－１１－０３６

東播磨のため池伝説

講師：森本 眞一

12/15(水)
13:30～15:00

（明石溜池研究会代表）

東播磨に数多く分布する「ため池
の立地やその歴史」、そして近年
注目されはじめている「ため池の
文化」━ 特に「ため池伝説」に
ついて、事例をもとに語ります。

講座ID：２１－１１－０３７

講座申込受付開始 9月15日（水）9時～ ※先着順ライブ配信または録画形式

詳細は あかねカレッジ 検索

【録画放映】



あ か ね カ レ ッ ジ ラ イ ト コ ー ス

スマートフォンを使ったことの
ない方！実際に体験してみませ
んか？基本操作や役立つ使い方
など買う前に知っておきたいこ
とをご紹介します。

※スマホをお持ちでない方、
初めて使われる方対象
※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）

楽しくわかるスマホ教室
～体験編～

11/12(金) 13：30～15：30

講師：ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ｽﾏｰﾄﾌｫﾝｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

※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！

国際理解講座
「せかいを体感！～タイの高齢者

政策から学ぶ～」

10/16(土)
10：00～11：30

講師：筒井 康世

タイの高齢者への講習会の様子を
ご紹介します。教えるというより、
楽しみながら学ぶことも多いタイ
での2年間でした。現在のタイの
高齢者政策もお話しできると思い
ます。

【10月～12月開催予定の講座】

対面形式

今話題のスマホ決済。その仕組
みから使い方までわかりやすく
ご案内します。また最近話題の
アプリや機能もご紹介します。

※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）

11/26(金) 13：30～15：30

講師：ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ｽﾏｰﾄﾌｫﾝｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

「食べること」は栄養を補給す
るだけでなく、生きる楽しみに
もつながります。毎日食事をお
いしく食べられるよう、「食事
の工夫」と「お口の健康」につ
いてお話しします。

介護予防「食べること」から
考える、心と体の健康づくり

10/6(水) 13：30～15：00

講師：高谷 みゆき（管理栄養士）

うおずみ歴史講座
「うおずみの文化遺産」

12/3(金) 13：30～15：00

講師：稲原 昭嘉
（明石市文化財担当課長)

講座ID：２１－１１－０２７ 講座ID：２１－１１－０２８

講座ID：２１－１１－０２９

講座申込受付開始 9月15日（水）9時～ ※先着順

楽しくわかるスマホ教室
～活用編～

講座ID：２１－１１－０３０

講座ID：２１－１１－０３１

年の瀬を迎え、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！

12/22(水)
13：30～15：00

講師：桂 阿か枝
(落語家)

阿か枝の上方落語入門

講座ID：２１－１１－０３０ 講座ID：２１－１１－０３２

～講座プレイバック～

6/26 論語と漢詩入門 7/16 コグニサイズで認知症予防

6月26日から講座を再

開しました。待ちに
待った講座、コロナ禍
の中、皆さん元気に楽
しく受講されていまし
た。

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。



●日 時： １０月８日（金） 13：30～15：00

●参加費：無料

●対 象：０歳児(生後２か月～あんよ前まで）

＆ママ・パパ

●定 員：１０組
●持ち物：バスタオル・ベビーオイル

赤ちゃんの水分補給
筆記用具

★受付開始日：９月１８日（土） ９：００～

おうちでできるベビーマッサージ

ベビーマッサージの効果を知って親子で楽しくスキン
シップ♪五感で感じるコミュニケーションを一緒にしま
しょう。

講師/ 岡村 香
（RTA認定ベビーマッサージ講師）

１０/８
（⾦）

●日 時：１０月３０日(土) 10：00～11：30

●参加費：無料

●定 員：２５名程度

●持ち物：筆記用具

★受付開始日：１０月９日（土） ９：００～

「アイヌのせかい」に触れる旅
〜⽩⽼・⼆風⾕・阿寒湖 編〜

アイヌ文化に触れるならココ!!

アイヌのせかいに魅了されて数十年の講師が、実際
に体験してきた見どころ味どころをご紹介します。各
地でお会いした魅力あふれるアイヌの人たちもご紹
介します。

１０/３0
(土)

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

講師/ 岡本 美香

●日 時：①１１月２７日(土) 11：15～12：15
②１２月 ４日(土) 11：15～12：15

●参加費：無料
●定 員：１０名（2回とも参加できる方）

●持ち物：ヨガマット（又はバスタオル）
水筒・汗拭きタオル・筆記用具
動きやすい服装

★受付開始日： １１月６日（土） ９：００～

ヨガで身体リセット

土曜日のひととき、ゆったりとリラックスしながら、ご一
緒にヨガを楽しんでみませんか♪

講師/ 松井 暢子

１１/２７(土)
１２/４（土）

●日 時：１２月１１日(土) 10：00～11：30
※第３回は３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： １１月２０日（土） ９：００～

楽しく学びましょう！
漢字・日本語

（３回シリーズ第２回）

身近な言葉の語源、三・四字熟語の読みや意味、重
箱読みと湯桶読みなどを漢字面白クイズも交え、楽し
く学んでいただけるようにします。「漢字検定」問題（級
は自由選択）の一部にもお試し挑戦ができます。

講師/   川 こう
(漢字教育士 漢字・日本語・諺検定各1級)

１２/１１
(土)

市 民 講 10～１２月開催予定の講座



コミセンからのお知らせ

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: １２月１８日(土) 10：00～11：30
●参加費：無料
●定 員：２５名
●持ち物：筆記用具

年金の知識・基礎の基礎 講師/ 木村 栄一
（ファイナンシャルプランナー）

１２/１８
(土)

多くの人の老後生活にとって重要な年金。だけど、よく
わからない。そんな年金の基本的な知識と令和4年か

らの年金制度の主な変更点をできる限りわかりやすく
解説します。

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

魚住コミセンへのアクセス

10～１２月開催予定の講座市 民 講

★受付開始日：１１月２０日（土） ９：００～

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
♪

※撮影のため一時的に
マスクを外しています。

着任しました はじめまして！

自己紹介・抱負をお願いします。

☞はじめまして。今年度から人権教育推進員に着任しました田宮篤子です。不慣れでご迷
惑をおかけする事もあるかと思いますが、気軽に声をかけてもらえる存在になれる様がんば
ります。よろしくお願いします。

どのような活動をされてますか？

☞主に自治会、PTA、子ども会、企業などで人権学習会を開催させていただきます。コロナ
禍で人数制限などありますが、ぜひお声かけ下さい。

魚住地区の皆様にひとことお願いします。

☞人権に関することでお聞きになりたいことがあれば何でも結構です。お電話又はFaxでご
連絡ください。

【連絡先】魚住コミセン内 電話:078-943-0303   Fax:078-918-5973

人権教育推進員 田宮篤子

コミセン内で勤務している魚住地区人権教育推進員さんが21年
度から新しく着任されましたのでご紹介します。


