
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) 
※コミセン情報紙は、HPでも閲覧できます 明石市 コミセン情報紙 検索

地域の まなびの 情報紙

あかねカレッジ ライトコース・市民講座のご案内は中面へ

文 化 体 育

魚住東コミセンでは、現在２６のサークル
（文化：11 ・ 体育:15)が活動しています。

見学や体験などご希望の方は、コミセンまで
お問い合わせください。

仲間とまなぶ 「サークル紹介」

No 登録団体名 曜 週 時 間

1 民踊 火 1～3 9：30～12：00

2 箏サークル 火 1～5 13：30～16：30

3 魚住東童謡・唱歌ｻｰｸﾙ 木 2.4 13：00～16：00

4 魚住コーラス「わかくさ」 金 1.3.5 9：00～13：00

5 つくし俳句会 土 3 13：00～16：00

6 魚住東パソコンサークル 土 1～5 18：00～20：30

7 カラオケ 富士山の会 日 1.3 9：30～12：30

8 魚住東写真クラブ 日 3 9：00～12：00

9 陶友会 日 2.4 9：00～13：00

10 うたおう会 日 1.3 12：30～16：30

11 明石子午線ｳｲﾝﾄﾞｵｰｹｽﾄﾗ 日 2.4.5 13：00～17：00

No 登録団体名 曜 週 時 間

1 皮バレー「魚住東クラブ」 火 1～5 18：30～20：30

2 竹葉卓球同好会 水 1～5 9：00～12：00

3 清水クラブ （卓球) 水 1～5 18：30～20：30

4 太極拳同好会 水 1～5 18：30～20：30

5 SBT （ジュニアバスケット） 水 1～5 18：30～20：30

6 Make Win（バレーボール） 水 1～5 18：30～20：30

7 卓球サークルレインボー 木 1～5 9：00～12：00

8 MMV（ママさんバレーボール） 木 1～5 19：00～20：30

9 浜西ｳｲﾝｸﾞ（ママさんバレーボール） 木 1～5 19：00～20：30

10 フィットネスダンスサークル 金 1～5 9：00～12：00

11 ママさんバレーボール同好会 金 1～5 19：00～20：30

12 魚住東ジュニアハンドﾎﾞｰﾙ 金 1～5 18：30～20：30

13 空手道 土 1～5 18：30～20：30

14 影（ｼｬﾄﾞｰ）（男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ） 土 1～5 18：30～20：30

15 ジュエル(バスケットボール） 土 1～5 18：30～20：30

ト ピ ッ ク ス

魚住まちづくり協議会様より情報提供していただきました。

まちづくり協議会結成７年目の昨年秋に、魚住小校区全住民と小学校６年生、
中学校２年生、２高校生徒１年生全員を対象にアンケートを実施し、そのまとめ
が出来あがりました。

その内容を地域の皆さんへ報告と意見交換を３か所の会場を繋ぎ
オンラインで同時開催しました。しかし悪天候かつ途中で警報が
発令されたため、前半の報告だけで中断せざるを得ませんでした。

今後、定期的に交流会を開き、みんなが「やりたいこと」を
「楽しみながら」活動できる、そんなまちづくりを目指していきますの
でぜひお気軽にご参加ください。

３月２６日(土)
まちづくりアンケート報告会を実施しました

2022年
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☜



コロナが及ぼす心身への影響
と、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
イントを専門職員より分かりや
すくお話しします。

をお話し頂きます。
７/６(水)13：30～15：00

生涯学習は、一人ひとりの生
活を豊かなものにするだけでな
く、よりよい社会づくりにも貢
献するものです。社会づ
くりに活かすための方策
について考えましょう。

フレイルってなぁに？

講師：明石市地域共生社会室

〇〇〇

８/１７(水) 13:30～15:00

こどもの大切なおもちゃを
治療する場所、それが「みき
おもちゃ病院」です。おも
ちゃを通した人とのつながり
や気づきを、実際の体験を交
えてお話しいただきます。

対面形式

対面形式
選択
講座

講座ID 22-12-013 講座ID 22-12-025 講座ID 22-12-014

①講座ID 22-12-017 

ポジティブ心理学講座

① 感情マネージメント編

講師：弘中 明子
(RCA認定 コミュニケーター)

講師：福島 由美代

はじめてのアロマ

自分だけのアロマスプレー
を作りませんか？効能や基礎
も学べる入門講座です。
※材料費として500円必要です。

生涯学習の可能性について

講師：久 隆浩

「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)

講師：明石市 高齢者総合支援室
講師：うおずみ総合支援センター

誰もが成り得る認知症。
「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、

家庭や地域で活かしてみませ
んか！選択

講座

ライブ配信

あかねカレッジ

ラ イ ト コ ー ス
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
とができる学びの機会です。

市内13か所の中学校コミセンで
開講する300以上の講座から、興味
や関心に合わせて、お好きな講座を
選択して受講していただけます。

※講座を受講するには、入学手続きとオリエンテーションの
受講が必要となります。当コミセンまでお問い合わせください。
※資料代として、年間1,000円が必要です。 (電話 078-947-0199 )

基礎編
(ｵﾚﾝｼﾞｻﾎﾟｰﾀｰを目指しましょう！)
①９/２８(水）13：30～15：00

＜魚住・魚住東 コミセン連携講座＞

※修了された方は、「オレンジサポーター」
として認定します。

選択
講座

講座ID 22-12-019 

話し方教室

８/２４(水）13：30～15：00

講師：山本 えり
(あい☆えがお代表)

明るく、やさしく、美しく
相手のお耳に気持ちよく届
く、声と話し方を
学びましょう。

※今回の各講座のお申込受付開始日は

６月１５日(水)９時～

ライブ配信

妻が若年性認知症と診断され
たことをきっかけに仲間と共に
会を設立した吉田さん。住み慣
れた地域で、本人や家族が安心
して毎日が送れるよう、共生の
まちづくりに取り組んでいます。

講師：吉田 正巳

誰にとっても身近なテーマ
「福祉」について、コロナ禍の
今だからこそ、「福祉」につい
て立ち止まって一緒に考えてみ
ませんか？

講座ID 22-12-024 講座ID 22-12-012

７/１３(水) 13:30～15:00

福祉ってなぁに？

～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)

９/１４(水)13：30～15：00

講師：由富 米久(みきおもちゃ
病院/おもちゃドクター)

７/２７(水）13：30～15：00

講座ID 22-12-015 講座ID 22-12-016 

あなたの人生経験を
本にする方法

９/７(水）13：30～15：00

(近畿大学教授)

～アロマで心も体も癒されて～

(アロマボランティアサークル
ラベンダー 代表)

～心を美しく伝える～

②講座ID 22-12-018 

８/３(水）13：30～15：00

② コミュニケーション編

※先着順

毎日の生活を楽しく過ごせる方法
を、連続講座で学びましょう！

講師：増田 ゆきみ
(株式会社ペンコム代表)

市内で出版社を営む講師が、
出版の基本から、書きたいテ
ーマを本にまとめる方法、そ
のための情報についての基本
的な考え方等をお伝えします。

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～

(加古川認知症
の人と家族、サポーターの会)

講座ID 22-12-020 

応用編※１０月中に３回開催予定
(ｼﾙﾊﾞｰｻﾎﾟｰﾀｰを目指しましょう！)

②１０/ ５(水）13：30～15：00

③１０/１９(水）13：30～15：00

④１０/２６(水）13：30～15：00
※修了された方は、「シルバーサポーター」
として認定します。

～「ありがとう」が診療代～

【録画放映形式】

選択
講座

９/２１(水）13：30～15：00

選択
講座

～明日も元気な心と体を
目指して～

おもちゃがつなぐ心と心



申込⽅法︓受付開始⽇の午前９時から電話受付＜078-947-0199＞。定員になり次第、締め切り。

●日 時：８月６日(土) & ２０日(土) ※10：00～11：30

●参加費：無料
●定 員：30名(２回とも参加できる方)
●持ち物：筆記用具、上履き

★受付開始日：７月８日（金） ９：００～

幸せに生きるためのアドラー心理学講座

アドラー心理学を学ぶことで人間関係が大きく好
転します。夫婦、親子、友人、職場での人間関係を
改善するヒントがいっぱい。自分自身への気づきも
得られ、対人関係にも勇気が生まれます。

講師 / 川原 啓治 (日本アドラー心理学会 正会員)

８/ ６(土)
連続講座
８/20(土)

●日 時：８月２７日(土)10：00～11：30
●参加費：無料
●定 員：30名
●持ち物：筆記用具、上履き

★受付開始日：７月８日（金） ９：００～

日本に古くからありながら、最近は健康に良い
と改めて注目を集める糀。
明石で唯一の糀屋がその魅力をご紹介します。

８/２７
(土)

●日 時：７月１６日(土)10：00～11：30
●参加費：無料
●定 員：３０名
●持ち物：上履き

★受付開始日：６月１７日（金） ９：００～

「ジャズ、ポップス、ボサノバ」

洋楽♪の世界！！
世界の音楽♪を歌とギターで

で綴ります！！

講師 / 井 原 久美
7/１６
(土)

７月～９月開催予定の市民講座
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！
市 民 講

和食の源 糀の力
〜明⽯で創業340年の⽼舗が語る糀の魅力〜

講師/高木 忠史 (こうじや京作)

カメラ初心者のための
「写真の撮り方」入門講座

一眼レフカメラやミラーレスカメラを購入した
けれど、基本的なことがよくわからない、自分の
イメージした写真を撮ることができない・・・
そのようお悩みはありませんか？

※新型コロナウィルス感染拡大等により、各講座は「休講」となる場合があります。あらかじめご了承ください。

●日 時：７月２３日(土)10：00～11：30
●参加費：７５０円 (材料費実費)
●定 員：２０名 (親子での参加も大歓迎！)

●持ち物：エプロン、手ふき用タオル、上履き

★受付開始日：６月１７日（金） ９：００～

親子でチャレンジ

粘土を使い自分のオリジナル作品を創作するク
レイアート。今回は、陶芸で使う粘土を使って、
小物入れ、温泉に浸かっているブタさん(他の動物
でも可)をモチーフに作ってみましょう！！

講師 / 平⽯ 晶子
７/２３

(土)
（ひらいし文化教室 代表）（ギター）

９/17(土)
連続講座
9/24(土)

●日 時：①９月１７日(土) ※10：00～11：30
②９月２４日(土) ※10：00～11：30

●参加費：無料 ●定 員：３０名(２回とも参加できる方)

●持ち物：カメラ(またはスマホカメラ)、筆記用具、上履き

★受付開始日：８月１２日（金） ９：００～

講師 / 大元 賢二 (kenkenフォトスタジオ 代表)
本田 恵子 (アシスタント、デザイナー)

今回の講座は、カメラ初心者のための「写真の撮り
方」ワンポイント・レッスンです。プロのカメラマン
として活躍中の講師から、直接指導を受けられる絶好
の機会です。お持ちのカメラの電池は予めしっかり充
電してお越しください。写真やカメラは生涯楽しめて、
人生を豊かにしてくれる趣味です。この機会に、自己
流ではなく基礎からしっかり学んでみてはいかがで

しょう？

「クレイアート教室」
/ 佐久間 勝浩

（ボーカル）

いい構図って何？カメラの機能や
設定がよくわか
らない？

失敗したくない
記念の一枚？

人物？
風景？



これまでのまなび

学 び の 掲 示 板

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。

魚住東コミセンへのアクセス

ＪＲ魚住駅北口より、たこバス❿⻘葉台ルートに
乗車し、4つ目の停留所「⻘葉台口」下車徒歩5分

魚 住 東

２月５日(土)

うおずみの文化遺産
～わたしたちのまちの歴史や

文化について学びました～

講師 稲原 昭嘉さん
(明石市文化財担当課長)

３月１２日(土)

はじめてのアロマ
～ご自分の好きな香りを選んで

アロマスプレーを作って頂き
ました～

講師 福島 由美代さん

(アロマボランティアサークル
「ラベンダー」 代表)

３月２日(水)

修了交流ワークショップ
～次の学びに出会うため、

令和３年度の学びを、
ふり返って頂きました～

講師 エリアマネージャー

コ ミ セ ン か ら お 願 い

市民講座 ライトコース

魚住東コミセンLINE公式アカウント

友だち登録方法② ＩＤ検索

２月９日(水)

初めてでもできる

篆 刻 教 室
～あらかじめ受講生の氏名から

一文字を選び講師が石に転写
し、各自に彫って頂きました～
講師 澤村 春泉さん(書道家・

篆刻家)

３月２６日(土)＆４月６日(水)

オリエンテーション講座
～ライトコース「受講生の心得」
を知って頂くとともに、ご自分の
興味や関心のあること等につい
てふり返って頂きました～

講師 エリアマネージャー

【友だち追加】＞【検索】から

＠３７７ｐｗｆｌｘと入力してください。

友だち登録方法① QRコード

【友だち追加】＞【QRコード】から

右のQRコードを読み取ってください。

市民講座の申し込みについて

各講座の受付開始日以降に、お電話にて

希望される「講座名」と「氏名」
「住所」「電話番号」をお伝えくだ
さい。

市民講座は明石市民の方で
あれば、どなたでもご参加いた
だけます。


