
うおずみ 学びの情報紙

〒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

詳細は
あかねカレッジ 検索

【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

7/8(金)13:30～15:00

8/6(土)10:00～11:30

9/6(火)13:30～15:00

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。

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…

ライトコース

講師：市高齢者総合支援室・うおずみ総合支援センター

基礎編（オレンジサポーターを目指しましょう!）

※うおずみ総合支援センターもシルバーサポーターの皆さんの活動を支援し一緒に認知症にやさしいまちづくりを目指します。

① 7/15(金) 13:30〜15:00 【講座ID：22－11－018】

まずは認知症の正しい理解を
深めましょう！修了された方
は「オレンジサポーター」と
して認定し、オレンジリング
と明石市オリジナルバッジを
お渡しします。

② 7/22(金) 13:30〜15:00【講座ID：22－11－019】

③ 8/ 5(金) 13:30〜15:00【講座ID：22－11－020】

④ 8/19(金) 13:30〜15:00【講座ID：22－11－021】

シルバーサポーターの役割や認知症の人との接し方、
支援制度、魚住地区の地域資源などを学びましょう！
グループワークも予定しています。認知症について皆
で和気あいあいと話し合いましょう。３回修了された
方は「シルバーサポーター」として認定し、明石市オ
リジナルバッジと修了証をお渡しします。

応用編（シルバーサポーターを目指しましょう!）

誰もがなりうる認知症。「認知症ってそもそもどんな症状？」、「認知症の人に対してどう
接すれば良いの？」。認知症の正しい知識を学び、家庭や地域で生かしてみませんか！

※資料代として 年間1,000円が必要です。

みんなで学んで支え愛！認知症の基礎知識（全４回シリーズ）

講座申込受付開始 6月15日（水）9時～
※先着順

対面形式



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！

【７月～９月開催予定の講座】

対面形式

ライブ配信または録画形式

⻑引く自粛生活で心身が弱っていま
せんか？コロナが及ぼす心身への影
響を解説し、フレイル（虚弱）予防
のために必要な「運動」「栄養」
「口腔」「社会参加」についてのポ
イントを専門職よりわかりやすくお
話します。

講座ID：２２－１１－０１３

フレイルってなぁに？
～明日も元気な心と体を目指して～

8/17(水)
13:30～15:00

講師:地域共生社会室
地域総合支援担当

生涯学習の可能性について
【録画放映】

生涯学習は、一人ひとりの生活を豊
かにするだけでなく、よりよい社会
づくりにも貢献するものです。生涯
学習の持つ社会的意義について改め
て考え、学びをまちづくり、社会づ
くりに活かすための方策について考
えます。

講師：久 隆浩
9/21(水)
13:30～15:00

講座ID：２２－１１－０１４

福祉ってなあに？～コロナ禍の
実践現場から考える～

7/20(水)
13:30～15:00

講師：小林 洋司
(日本福祉大学准教授)

「福祉って介護のことでしょ」とよ
く言われます。実は、福祉はもっと
もっと広くて、誰にとっても身近な
「こと」なのです。コロナ禍の今だ
からこそ福祉について立ち止まって
考えてみませんか？

講座ID：２２－１１－０１２

講座申込受付開始 6月15日（水）9時～ ※先着順

笑福亭仁智さんの弟子、大智さんから落語
を通して人を引きつける話し方や上手に伝
える話し方のコツをお話しいただきます。

落語に学ぶ
「人を引きつける話し方のコツ」

9/9(金)
13：30～15：00

講師：笑福亭 大智（落語家）
道真は悲劇の人として知られています。太宰府
に流される時に明石にも立ち寄っています。そ
して怨霊になったと言われますが、その真実は
どうなのでしょうか？解説していきます。

うおずみ歴史講座
「菅原道真の怨霊の真実」

9/17(土)
10:00～11：30 講師：高堀 枝裕二（歴史家）

講座ID：２２－１１－０２２ 講座ID：２２－１１－０２３

（近畿大学教授）

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
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♪

共に人生を生きる
～認知症になっても笑顔で暮らせるまちづくり～

おもちゃがつなぐ心と心
～「ありがとう」が診療代～

講座ID：２２－１１－０２４ 講座ID：２２－１１－０２５

7/13(水)
13:30～15:00

9/14(水)
13:30～15:00

講師：吉田 正巳
(加古川認知症の人と家族、

サポーターの会)

講師：由富 米久
(みきおもちゃ病院おもちゃドクター)

妻の若年性認知症をきっかけにサポーターの会を
仲間と共に設立した吉田さんから、「認知症に
なっても安心して笑顔で暮らせるまちづくり」に
ついてお話しいただきます。

「みきおもちゃ病院」で壊れたおもちゃの治療を
行っている由富さん。現代の使い捨て社会におい
て、おもちゃを通してものを大切にする心を語っ
ていただきます。



７/２
（土）

●日 時：７月３０日(土) 13：30～15：30
●参加費：1,000円 （材料費として子ども1人

につき）
●対 象：5歳以上～小学生の子どもとその保護者
●定 員：１０組 約２０名
●持ち物：筆記用具・エプロン

手拭き用タオル・
雑巾

★受付開始日：６月１７日（金） ９：００～

おやこ陶芸教室

自分の好きな形の、コップやお皿・花瓶・宝物入れ等
を創ってみませんか？世界でただ一つの作品、夏休
みの自由課題の宿題に最適です！

７/３0
(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/ 魚住コミセン陶芸サークル

８/２０
(土)

●日 時：８月２０日(土) 10：00～11：30
●参加費：無料
●対 象：４歳以上～小学校低学年（２年生まで）

の子どもとその保護者
●定 員：１０組
●持ち物：いらなくなった靴下・筆記用具

親子で楽しもう！
科学とあそびの実験室

●日 時：８月２７日(土) 10：00～11：30
●参加費：500円（材料費として）
●対 象：５歳以上～小学生の子どもとその保護者
●定 員：７組
●持ち物：筆記用具

身近な自然にあるものを使って不思議な科学実験を
行い、科学の面白さと共に自然に対する好奇心を育
みます。親子で楽しい時間をお過ごしください。

講師/ 渡辺壮一郎
（アソビとマナビのこどもラボcolabo代表）

講師/ 人形劇楽楽
小さいお子さまも大人も楽しめる人形劇ワークショップ。
人形劇を観て、くつしたパクパク人形を作って、実際に
人形劇をやってみましょ～☆彡

８/２７
(土)

市

親 子 教 室

親 子 教 室 親 子 教 室

民 講 ７・８月開催予定の講座

奇跡の一枚が撮れる
スマホ写真教室

講師/ 山本 りか
（国際スマホ協会認定講師）

●日 時: ７月２日(土) 10：30～12：00
●参加費：500円（資料・材料費として）
●定 員：１５名
●持ち物：筆記用具・スマートフォン（充電満タンで
写真を撮る容量がある物）、
手のひらサイズの撮りたい物
があればお持ちください。

★受付開始日： ６月１０日（金） ９：００～

みてみよう やってみよう
楽しい♪人形劇

★受付開始日：７月２９日（金） ９：００～ ★受付開始日：７月２９日（金） ９：００～

スマホで素敵な写真が撮れるようになる講座です。た
くさん撮っても気に入った写真が数枚しか撮れない残
念な方！ちょっとしたコツで残念写真を卒業して素敵
な写真を撮りましょう！



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。

【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 (943-0303) までお問い合わせください。

登録団体一覧表

≪体育≫

※2022年4月現在

№ 団 体 名 曜日 週 時 間 № 団 体 名 曜日 週 時 間

1 魚住パソコンクラブ 木 １～５ 13：30～16：30 3 魚住歌謡 土 １～４ 13：00～16：00

2 陶芸サークル 土 ２～５ 13：00～17：00 4 コーラス カンタービレ 日 ２ ・ ４ 10：00～11：30

№ 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 19：30～20：30 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 17：00～20：30

7 Ｇｅｍ Ｓｔｏｎｅｓ
(バスケットボール）

水 １～５ 18：00～20：30 18 魚住バスケット 土 １～５ 18：00～20：30

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
10：30～12：30

≪文化≫

11 ママさんバレー ＷＩＮ 木 １～５ 18：30～20：30

●日 時：９月１６日(金) 13：30～15：00
●参加費：無料
●対 象：0歳児（生後２ケ月～1歳ごろまで）＆

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

絆を育むベビーマッサージ 親子で楽しむ手形アート
〜「今」をかたちに〜講師/ 岡村香

（RTA認定ベビーマッサージ講師） 講師/ あそう なおみ
（petapeta-artⓇ アドバイザー）

９/１６
(⾦)

９/３０
(⾦)

市 民 講 9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： ９月３０日(金)    13：00～14：30
●参加費：無料
●対 象：0歳児（生後２ケ月～1歳ごろまで）＆

ママ・パパ
●定 員：６組
●持ち物：ウエットティッシュ・持ち帰り用の袋（A5

サイズのフレームが入るくらい）・汚れても
いい服装・筆記用具

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。

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。

手形足形をぺったん♪ハロウィンアート
を作りましょう。お部屋に飾ってほっこり
と♪♪お子様の成長の「きろく」に。

赤ちゃんと楽しく②赤ちゃんと楽しく①

★受付開始日：８月２５日（木） ９：００～ ★受付開始日：９月８日（木） ９：００～


