
うおずみ 学びの情報紙

〒674‐0074
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【警報発令時について】

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・市民講座
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・市民講座は中面へ

�

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。

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。

申込・受講場所：市内13の中学校コミセン

自分の興味や関心に合わせて、300以上の講座の

中から好きなだけ受けることができます。自宅か

らのオンライン受講ができる講座もあります。

①入学願書をコミセンへ持参

②オリエンテーションを受講

③講座を選択して申込⇒講座受講！

受講する

には…

申込：あかねカレッジコーディネートセンター
受講場所：ウィズあかし（アスピア明石）

好きな学科を１つ選び、１年かけて学んでいきます。

【開講予定学科：ボイス学科、花づくり学科、

あかし地域学科、健康づくり学科、サイエンス学科】

申込・問い合わせ先 TEL 078-918-5415

2022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」。
2022年度のあかねカレッジは２つの
コースが開講されます！

昨年度のオリエンテーションの様子

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（火）より
入学受付開始



あ か ね カ レ ッ ジ ラ イ ト コ ー ス

※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！

【５月～６月開催予定の講座】

対面形式

美術館の仕事を紹介したり、みなさんと一緒に
作品を鑑賞したりして、兵庫県立美術館の魅力
をご紹介します。

講師：遊免 寛子
（兵庫県立美術館主査学芸員）

ようこそ！美術館の世界へ

講座ID：２２－１１－００８

ライブ配信または録画形式

明石で生まれた子ガメはメキシコ沖
まで1万キロの旅をしてまた産卵に
戻ってきます。近年の自然環境変化
の中、ウミガメが安心して産卵でき
る砂浜とはどのような環境なのか、
実態をお話しします。

講座ID：２２－１１－００９

明石の海～ウミガメが産卵
できる砂浜に～

5/18(水)
13:30～15:00

講師：大鹿 達弥

（マリンピア神戸
さかなの学校 校長）

アクティブシニアの健康づくり

アクティブシニアとは、「健康的・
主体的・活動的な生き方を実践して
いる中高年」のことです。ここでは、
健康づくりのための運動（ストレッ
チ・ウォーキング等）
と食生活のポイント
をわかりやすくお話
しします。

講師：山口 泰雄6/15(水)
13:30～15:00

講座ID：２２－１１－０１０

元気をお届け！80歳の現役介護士
が伝える、“毎日の楽しみ方”

5/11(水)
13:30～15:00

講師：興津 一博
（元機関士・介護士）

中学を卒業後、機関⼠として⻑らく
働いていた興津さん。定年退職後、
介護の道へ。これまでの経験を通じ
て「毎日を楽しむ秘訣」をお話しい
ただきます。

講座ID：２２－１１－０１１

講座申込受付開始 4月15日（金）9時～ ※先着順

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

5/13(金)
14：00～15：30

講師：久世 達也
（明石市薬剤師会）

江⼾時代に日本地図を作った伊能忠敬は測量の
ため播磨地方を4回訪れて
います。その足跡をたどり
ながら、一身にして二生を
経るその生き方に学びます。

うおずみ歴史講座
「伊能忠敬が歩いた播磨路
～忠敬の生き方に学ぶ～」

5/27(金)
13：30～15：00 講師：高塚 洋

「夜中トイレに起きる」「朝起きたら首が痛
い」など、眠りのことでお悩みではありません
か？いつまでも健康でいるためには質の良い睡
眠が不可欠です。なぜ眠りが大切
なのか、具体的な改善方法と合わ
せてお伝えします。

シニアの睡眠
～快適な睡眠で健康維持～

講師：松井 重信
6/3(金)
13：30～15：00

6/24(金)
13：30～15：00

講座ID：２２－１１－００５

講座ID：２２－１１－００７

講座ID：２２－１１－００６

（流通科学大学特任教授）



講師/ 堤 亜紀

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２５日(土) 10：00～11：30
●参加費：無料
●定 員：４０名程度
●持ち物：筆記用具

ヤングケアラー 〜私の体験〜

犬との豊かな暮らしセミナー

●日 時：６月１１日(土) 10：00～11：30
●参加費：無料
●定 員：４０名程度
●持ち物：筆記用具

家族は大事。でもケアするあなた自身も大事にしてほしい。ケアラーが前向き
に自分の人生と向き合えるように…まずは体験談を聞いて理解を深めましょ
う。

講師/   松岡 園子（ケア経験者）

犬の行動の「なぜ？」を知って、愛犬とより良い暮らしをしませんか？
犬の行動には必ず理由があり、その理由をどう捉えるかによって、しつけの成果
は大きく変わります。
色々な事例を元に、愛犬を正しく知るヒントになるお話を伝えさせていただきます。

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰとは
年齢に見合わない重い責任や負担を負って、病気や障害などケアが必要な家族の介護や世話
をする18歳未満の子どもたちをいう。自らの育ちや教育に影響が出るｹｰｽがあり、支援の必要
性が指摘されている。

６/２５
(土)

６/１１
(土)

市 民 講 ５～６月開催予定の講座

★受付開始日： ４月２３日（土）９：００～

★受付開始日： ５月２０日（金） ９：００～

５/１４（土）
２１（土）
２８（土）

これでバッチリ！ はじめてのZoom講座 （全3回）
講師/ 島 守人（魚住パソコンサークル講師）

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。

●日 時： ①５月１４日（土） 10：00～11：30     Zoomをはじめるにあたって

②５月２１日（土） 10：00～11：30     Zoomネットで自己紹介

③５月２８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： ６月４日（土） ９：００～

受講のお申し込みは 魚住コミセンまで（TEL：078-９４３-０３０３）



コミセンからのお知らせ

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

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？一日入門教室

≪体育≫

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。

≪文化≫

申込⽅法︓3月15⽇（火）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

月 日 時 間 サークル名 定 員 講 師 材料費、持ち物等

4月9日・23日 （土） 13:00～17:00 陶芸サークル 制限なし 上西 卓男
粘土代（1,000円）、よごれてもいい服装、エプロン、古タ
オル

月 日 時 間 サークル名 定 員 講 師 材料費、持ち物等

4月12日 （火） 19:30～20:30 少林寺拳法 制限なし 今井 明雄 運動ができる服装

4月21日 （木） 10:00～11:00 親子体操たんぽぽ 制限なし 藤本 佳永子 飲み物、動きやすい服装、タオル

4月16日 （土） 9:30～12:00 卓球部 ２人 上靴、ラケット、飲み物、タオル

4月3日～24日 各日曜日
9:30～10:30 魚住合氣道（子ども） １０人

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

4月6日 （水） 19:00～20:30 武道研究会（大人の空手）

制限なし 大野 達洋 運動ができる服装、タオル、飲み物4月7日 （木） 19:00～20:30 空手道サークルB

4月8日 （金） 19:00～20:30 空手道サークルA

4月7日 （木） 19:00～20:30 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21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

4月28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

4月27日 （水） 18:30～20:30 剣道「魚住清心館A」
制限なし 林 憲彦 運動ができる服装、飲み物、タオル

4月23日 （土） 17:00～19:00 剣道「魚住清心館B」

4月17日 （日） 10:00～11:30 太極拳サークル １０人 池内 広司 上靴、飲み物

コミセンにコウノトリが飛来 Ｒ4年 2/1 撮影


