
二見コミセン通信 第３号
〒６７４－００８１明石市二見町西二見５９７－２(西部文化会館内)
TEL：０７８－９４３－６７４１(月曜日・祝日休館)

二見町 まなびの情報紙

１０月～１２月開催予定の講座

どなたでも学べます！

市 民 講

●日 時：１０月２８日(木)１０：００～１２：００
●参加料：無料
●定 員：２０名（子育て世代対象、子供同伴可）
●持ち物：筆記用具

★受付開始日：１０月１日（金） ９：００～

あなたの好きな色は？

～自身の取扱説明書～

カラーで個性を見える化☆
自己分析で自己肯定感ＵＰ！ライバルに差をつ
けたい方必見！カラーで紐解く自己分析講座で
す。

講師／福田 由貴

●日 時：１１月２５日(木)１３：３０～１５：００
●参加料：無料
●定 員：５０名
●持ち物：筆記用具

★受付開始日：１０月３０日（土） ９：００～

素晴らしい世界遺産

世界遺産は、地球の生成と人類の歴史によって
生み出された過去から未来へ引き継ぐ貴重な文
化財や自然です。代表的な世界遺産の映像を見
ながら楽しく学びましょう。

講師／圓藤 清

●日 時：１２月９日（木）１０：００～１２:００
●参加料：材料費 ６００円
●定 員：３０名
●持ち物：ハサミ、ハンカチ、持ち帰り用袋

★受付開始日：１１月１２日（金） ９：００～

エコ粘土で干支づくり

来年の干支は寅ですね。
手作りの干支飾りで新年を迎えませんか？タイ
ガースファンも歓迎します。

講師／山下 加代子

子育て講座 マリンバ演奏と歌遊び

※コロナ感染拡大防止の観
点から、今回は各幼稚園内
での実施とします。

●日 時：１２月４日(土)１０：００～１１：３０
●参加料：材料費 ３００円
●定 員：親子２０組
●持ち物：なし

★受付開始日：１１月５日（金） ９：００～

キラキラ☆スノーボトルを

つくってみよう！

講師／めぐママ☆

スノードームのミニボトルバージョン
小さなお友だちも、パパママと一緒に自分だ
けのスノーボトルを作ってみませんか？

演奏/和田秀美（あんさんぶるdosso）

生の楽器演奏と歌を身体全体、五感を使って

楽しんでいただきたいと思います。

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。
二見コミセン（西部文化会館）まで（TEL：078-９４３-６７４１）

日時：11月17日(水）

午前中

場所：二見西幼稚園

日時：12月20日(月）

午前中

場所：二見北幼稚園



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。

西部文化会館（二見コミセン）での開催予定日時は
次の通りです。

オリエンテーション

ライトコースを受講するにあ
たっての受講方法や心得をお
伝えします。

ト ピ ッ ク ス

コロナ感染拡大防止の観点からなかなか叶わなかった対面講座が開催されました。
心待ちにされていた皆さんが、意気揚々と受講されています。

① 10月14日（木） １０：００～１１：００
② 11月10日（水） １０：００～１１：００
③ 12月 2日（木） １３：３０～１４：３０

7/7実施
「日本語・漢字はおもしろい！」（講師：川こう氏）

6/23実施
「ポジティブ心理学」（講師：弘中明子氏）

また、講座によっては自宅でオンライン受講できます。受講メモ
を提示することで、単位を取得されている方もいます。

怒りの現象を分
析し、冷静に対処
することで感情を
コントロールする
ことを教わり、翌
日からの生活をよ
りポジティブに暮
らしたいと口々に
言われていました。

前半は、日本語・漢字
の成り立ちの講義をう
なづきながら聞きまし
た。
後半では、先生の出
題に答える声が徐々に
大きくなりました。
「久しぶりに頭を使っ
た！」と笑顔で帰路に
つかれました。

【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。

あ か ね カ レ ッ ジ ラ イ ト コ ー ス

明石市にお住まいの60歳以上の方にオススメ！



頭の体操・身体の体操Ⅱ

１０/６(水) 13:30～15:30

講師：望月康恵

（元ＮＨＫ歌の

お姉さん）

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
お話しします。 定員:50名

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：児童生徒支援課

ギターを担いで、

子午線200キロ歩き旅
１２/８(水) 13:30～15:30

講師：藤本明生

二見を学ぶ③
～二見のまちを歩こう～

講師：清水圭三

救急指導「心肺蘇生法と応

急処置を体験しよう」
１２/１(水) 13:30～15:00
講師：消防署二見分署職員

二見を学ぶ②
～二見のまちをカルタで知ろう～

１０/１３(水) 13:30～15:00

講師：清水圭三

１１/２４(水) 13:30～15:00

講師：高田知紀
(兵庫県立大学准教授）

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』

１２/１５(水) 13:30～15:00

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）

１０/２０(水) 13:30～15:00
１１/１０(水) 13:30～15:30

講座ＩＤ ２１－１３－０３２ 講座ＩＤ ２１－１３－０３３

講座ＩＤ ２１－１３－０３８講座ＩＤ ２１－１３－０２８ 講座ＩＤ ２１－１３－０３４

講座ＩＤ ２１－１３－０３６講座ＩＤ ２１－１３－０３５講座ＩＤ ２１－１３－０２６

講座ＩＤ ２１－１３－０３７ 講座ＩＤ ２１－１３－０２７

簡単な動きで身体全体を
ストレッチし、頭もすっき
りさせましょう！昨年度に
引き続き開催。 定員:50名

語り継がれてきた神様や妖怪
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法をご
紹介します。

定員:50名

講座の申し込み

●9月15日（水）9時より電話
で受付。
（西部文化会館９４３－６７４１）

●講座はまとめて申込可

●オンライン受講は事前連絡を。

●学生ＩＤと受講希望講座ＩＤを
準備の上お申し込みください。

ライブ配信

ライブ配信

ライブ配信

録画放映

10月～12月開講予定の講座

長い歴史が作り上
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？ 定員:50名

東播磨のため池
について、立地やその歴史、
文化や伝説をお話します。

定員:50名

コロナ感染拡大
防止の観点から

「奥の細道」を断念し「子午
線歩き旅」を決行しました。
お楽しみに♪ 定員:50名

１１/４(木) 13:30～15:30

救急処置に関する知
識・心得などを説明。応急処
置に必要な手法などを具体的
に指導します。 定員:30名

オンライン
受講可

ふるさと二見を「いろはカ
ルタ」で紹介します。いに
しえの二見、いわれ、有名
人、神社仏閣・行事など。

定員:50名

二見の名所を訪ねます。
集合：御厨神社（13:20)
解散：二見市民センター

定員:30名

ライブ配信

東播磨のため池伝説

講師：森本眞一

(明石ため池研究会代表)

神々と妖怪の地域づくり論

新しいことに挑戦し、生活
の中に楽しみや生きがい、
やりがいを見出しながら、
人生を送っている方を紹介
します。 定員:50名

オンライン
受講可

オンライン
受講可

オンライン
受講可

講師：田辺眞人
（園田学園女子大学名誉教授）

兵庫の歴史・文化

持ち物：飲物、帽子

持ち物：動きやすい

服装

持ち物：

動きやすい服装

飲物、上靴



「肝美らさん」とは、「ちむぢゅらさん」
と呼び「きれいな心」という意味です。発足
は2000年4月、当時子どもたちが力を持て余し
ていたのを見て、エイサーに打ち込むことに
より精力善用できるようにと始めました。今
年で21年目になります。メンバーは、大人9人
子ども7名の計16名です。

エイサーの魅力は、大太鼓、締太鼓、バー
ランクーという大きさも音も響き方も違う3種
類の太鼓が奏でる迫力です。そして、やって
いてとても楽しく、見ている人が喜んでくれ
るところです。
合同文化祭をはじめ、ふれあいプラザや老

人ホーム、各地の夏祭りなどで演奏していま
す。

一緒にエイサーを楽しむ
仲間を募集しています。
私たちと一緒に楽しい汗
をかいてみませんか♪

各コミセン
地図

コミセンからのお知らせ

二 見 町 学 び の 掲 示 板

「二見コミセンサークル紹介」

コミセンからのお知らせ

■コロナ感染拡大防止のお願い
・お出かけ前の検温、健康チェック
・マスク着用
・上履き持参
・手指消毒
・ソーシャルディスタンスの確保

コミセンへのアクセス

沖縄エイサー「肝美らさん」 ママさんバレーボール

私たちは、木曜日19時から20時30分まで中学
校コミセンで活動しているママさんバレー４チーム
です。各チームで練習した後、コロナ感染防止対策
にも気を配りながら、２チームずつの練習試合も
行っています。

二見EPO
チームの歴史は長く、
メンバーは20歳代
から50歳代と幅広
い層で、皆10年以上
続けています。

二見フラワーズ
花博からチーム名をフ
ラワーズに。45歳以
上のOGで構成する
チームとして誕生。い
つまでも元気で仲良
く続けたいです！

二見クローバー
昭和57年に地域の
人たちでスタート、
今年で40年。経験
年数は、10～40年
と様々です。

二見西
幼稚園バレーからの
流れでチームを作り、
二見小での活動を
経て、去年からこの
活動に参加していま
す。

ゴムバレーなので、誰でも楽
しんでいただけます！
初心者・大歓迎！！


