
魚住東コミセン 通信
〒674−0071 明石市魚住町金ケ崎１６８７‐１４(魚住東中学校内)
TEL：０７８‐９４７‐０１９９(月曜日・祝日休館)

地域の まなびの 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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◇入学願書はお近くのコミセンで配布しています。
◇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

市 民 講

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！
リトミックや絵本の読み聞かせなどの子育て講座から、まち歩き、心理学など、
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。

ライトコース・市民講座の情報は中面へ

※講座ごとに定員があります

(受講の流れ)

※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 ☜



加齢により虚弱になることを
「フレイル」と言います。フレイ
ルを予防するためには、運動、栄
養、口腔ケアが大切です。
毎日の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」についてお話いただきます。

写真
イラスト

「食べること」から考える
心と体の健康づくり

５/２６(水) 13：30～15：00

講師：明石市
地域共生社会室

専門職員

５

あ か ね カ レ ッ ジ ラ イ ト コ ー ス

ご自分に万が一のことがあった時、
残されたご家族や大切な方が困らな
いように書き遺しておくノート、そ
れが「エンディングノート」です。
整理収納や終活アドバイザーとして
セミナーでも活躍中の講師が、丁寧
にご指導いたします。

エンディグノートで
ご機嫌な毎日を

５/１４(金)13：30～15：00

講師：竹裏 由佳

スマートフォンならではの使い方
を学べる講座です。地図の見方やア
プリのダウンロードの方法など、ス
マートフォンの楽しみ方を学べます。

６/３０(水) 13：30～15：00

神々と妖怪の地域づくり論

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。

６/１６(水)13：30～15：00

新型コロナウィルス感染症とはど
んな特徴を持つ感染症なのか、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)

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！

必須
講座 オリエンテーション

①４/１４(水)13：30～15：00

②４/２４(土)10：00～11：30

③５/  ７(金)13：30～15：00

④６/２３(水)13：30～15：00

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、オリエンテーションの
受講予定日その他必要事項を記入の上、
各コミセンにお申し込みください。
魚住東コミセンでは、４月中に２回、

５月・６月に各１回、左記の日程で実施
する予定です。

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
得等をお伝えします。

ご 案 内

講師：高田 知紀
(兵庫県立大学 准教授)

ライブ配信または録画形式

対面形式

５８歳から独学でパソコンを習得され、
２０１７年には政府の「人生１００年時代
構想会議」の有識者議員に選出されるなど、
現在も第一線で活躍しておられる講師から、
ご自身の経験を元にお話いただきます。

５/１２(水)13:30～15:30

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』

講師：若宮 正子
(NPOﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｽｸｰﾙ協会 理事)

(整理収納アドバイザー)

スマートフォンの基本的な使い方
を学べる講座です。電話のかけ方や
写真の撮り方など、よく使う機能を
学べます。

シニアのためのスマホ教室

講師：ＮＴＴドコモ認定講師

６/９(水) 13：30～15：00

～応用編 (Android) ～

「食べること」から考える
心と体の健康づくり

５/２６（水）13:30～15:00

講師:明石市地域共生社会室
専門職員

加齢により虚弱になることを「フ
レイル」と言います。フレイルを予
防するためには、運動、栄養、口腔
ケアが大切です。
毎日の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」についてお話いただきます。

～基本編（Android）～

※①～④いずれか都合の良いオリエンテー
ションを指定して、お申し込みください。

選択
講座

選択
講座



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。

●日 時：５月２２日(土) 10：00～11：30
●参加料：無料 ●定 員：20名
●持ち物：筆記用具、上履き、マスク

★受付開始日：４月２７日（火） ９：００～

☆魚住コミセンでも、６月３０日（水）１３：３０～開講する予定です。

詳細は、魚住コミセン電話９４３－０３０３へお問い合わせください。

魚住東コミセン・魚住コミセン 連携講座

「初歩から学ぶ LGBTってなぁに？」

講師/増原 裕子
(明石市LGBTQ+/SOGIE施策担当)

５/22
(土)

●日 時：６月１２日(土) 10：00～11：30
●参加料：無料 ●定 員：20名
●持ち物：筆記用具、上履き、マスク

★受付開始日：５月１５日（土） ９：００～

「早くしなさい！」を卒業する方法

つい口にしてしまう「早くしなさい！」という言葉。起きて
から寝るまで言っているのに、子どもは全然動いてくれない…
そんなふうに、毎日イライラガミガミしていませんか？
悩めるお父さん・お母さんへ、戦略と伝え方、さらに「親の

あり方」までをお伝えさせていただきます。一緒に、「早くし
なさい！」を卒業しましょう。

講師/岡崎奈美(ＮＰＯ法人おーえんくらぶ代表)

６/１２
(土)

市 民 講

魚住東コミセン ５月～6月 開催予定
受講のお申し込みは 魚住東コミセンまで（TEL：078-９４７-０１９９）

どなたでも学べます！

●日 時：５月１５日 (土) 10：00～11：30 ●参加費：無料
●定 員： 20名 ●持ち物：筆記用具、上履き、マスク

★受付開始日：４月１７日（土） ９：００～

テレビ等では聞かれない中国の実態

〜多くの⽇本⼈が誤解している中国の実態についてお話しします〜

商社マンとして、シンガポールに１０年、中国に１０年駐在員として生活した講師が、
シンガポールをモデルにした中国の大躍進と中国人気質について、普段テレビ等では
聞かれない実態を、わかりやすく解説します。

講師/ 垣見玄悟 (垣見アドバイザリー事務所代表・中国ビジネスアドバイザー)

託児のご案内

対象年齢：１歳６か月～小学校就学前児童

定員： 先着５名まで

費用： 保険料 １００円

●日 時：６月２６日(土) 10：00～11：30
●参加料：無料(但し材料費500円必要)
●定 員：20名
●持ち物：筆記用具、上履き、マスク

★受付開始日：６月５日（土） ９：００～

エンディングノートでご機嫌な毎⽇を！

ご自分に万が一のことがあった時、残された家族や大切な
方が困らないように書き遺しておくノート、それが「エン
ディングノート」です。終活アドバイザーとしてセミナー等
でも活躍中の講師が丁寧にご指導いたします。

講師/竹裏 由佳
(整理収納アドバイザー)

6/２６
(土)

5/15
(土)

魚住地域の皆さん！「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。

講 座 情



コミセンからのお知らせ

これまでのまなび

魚 住 東 の 学 び の 掲 示 板

12月５日 陶芸教室 講師 田路 桂子

とても楽しい時間でした。
出来上がりが楽しみです！

12月16日 上方落語の魅力再発見
講師 桂 阿か枝

楽しいひと時でした。「笑い」の大切さを
改めて感じました。

２月17日 動物園に行きたくなる話
講師 大橋 有加

楽しい興味深いお話でした。早く
動物園に行ってみたくなりました。

安心・安全にコミセンをご利用いただくために
感染・拡大防止にご協力をお願いいたします。

 来館前に検温をお願いします。風邪の症状や体調
が優れない方は、来館をご遠慮ください。

 必ずマスクを着用してください。
 上履き（スリッパ等）をご持参ください。
 ３０分に１回は部屋の換気をしてください。
 使用したゴミやマスクは必ずお持ち帰りください。
 万一感染が発生した場合に備え、代表者は全員の

名前・連絡先を把握しておいてください。

以上、利用する際のルール順守をお願いします。

魚住東地区人権教育推進員
小林 亮子

Ｑ． 人権教育とは何ですか？
Ａ． みんなが優しくなることですね。

Ｑ． 普段はどのような活動をされていますか？
Ａ． 地域内の自治会・各種団体に啓発員の皆さんと一緒に出向きＤＶＤ等を使って

難しいと思われがちな人権のお話を楽しく、わかりやすく研修をしています。

Ｑ． お話を聞きたいときはどのようにすればいいですか？
Ａ． 魚住東地人協（魚住東地区人権教育研究協議会のことです）までお電話もしくはFAXでご連絡ください。

研修等で不在の時もありますので折り返しご連絡いたします。
すべての人が幸せに生きることができるようになればいいですね。

もっと知りたい 地域のこと

【お問い合わせ】
〒674-0074

明石市魚住町金ケ崎1687−14（魚住東コミセン内）

電話・FAX 078-947-0229

勤務日： 火・金 ９：００〜１２：００

不在時は、後ほどご連絡させていただきます。

市 民 講


