
二見コミセン通信 2022年度秋号
〒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)

2022年度の入学受付中

詳しい内容・申込方法などは、コミセンで配架され
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。

二見コミセン開催予定のオリエンテーション
●10月5日（水） １３：３０～１４：３０
●１２月８日（木） １３：３０～１４：３０

都合のつかない方は、他コミセンでも受講できます。

『次の学びに出会うためのふり返り会』

今年度の受講をふり返って、次の学びにつなげましょう。
第１回目 １２月8日（木）１０：００～１１：３０

【講座ＩＤ 22-13-030】

9月15日（木）から他の講座と同様に受け付けます。
1月以降にも開催しますので、ご都合に合わせて受講する
ことができます。
※当日は、学生ファイルを必ずご持参ください。

5月11日（水）

二見を学ぶ③
～二見カルタで地図作り～
講師：清水圭三

参加者:50人

6月1日（水）

二見を学ぶ④
～二見カルタを歩く～
講師：清水圭三・圓藤清

参加者:
42人

受講生の皆さん 入学希望の方

７月６日（水）

「食べること」から考え
る心と体の健康づくり
講師：上手道子

明石市地域共生社会室
歯科衛生士

参加者：60人

市民講座“豚まんづくりにチャレンジ！”レポート

６月１１日の市民講座には、６組の親子の参加があり

“おーえんくらぶ“の講師の方々の指導の下、お父さんお

母さんと一緒に楽しく豚まんづくりにチャレンジしました。

たまねぎをみじん切りにし、ひき肉と混ぜ具を作り、皮に

包んで豚まんを作りました。

蒸し器でしばらく蒸すと完成です。

子どもたちは自ら包丁を手にしたり出来たものを動物に見立てたり

し、積極性や創造力が深まった一時でした。

今年度も様々な講座が開催されました。
ほんの一部を紹介します。

ラ イ ト コ ー ス

7月28日（木）

二見を学ぶ⑤
～二見情報・発信～
ふたみ総合支援センター
上西厚生館・人権教育推進員
二見北まちづくり協議会

参加者：３２人

御厨神社秋祭り



「おでん」にまつわる言葉や漢字、難読

地名、物を数える言葉、知っておきたい

カタカナ語、中国とは意味が異なる漢

字熟語など。

貴方も漢字・
日本語ファンに！

～クイズで楽しく学びましょう～

講師：川 こう 漢字教育士

講座 ID ２２－１３－０３１

ゆるゆる筋トレ・
ゴムゴム体操①
（定員:30名）

講師：水田 伸一
パーソナルトレーナー

健康運動指導士

講座 ID ２２－１３－０３５

「人生のやり残しに挑戦したい」と、

６９歳で入学を決意するまでの想いや

高校生活について、お話します。

学びに遅すぎることはない
～69歳の高校デビュー～

講師：坂東 信子
美容院経営

講座 ID ２２－１３－０３９

防災のことをいろいろお話します。二

見地域の防災安全について皆さんと一

緒に考えましょう。

教えて先生 ②
～防災安全のこと～

講座 ID ２２－１３－０３４

西国街道を歩いたつもりで、寺社・仏閣

や史跡を訪ねます。

西国街道を歩く（その１）
土山～大久保本陣

講師：井上 茂機

講座 ID ２２－１３－０３８

明石城は徳川家康により統一された後

に築かれた新しい城です。築城時の様

子をお話します。

明石城と城下町

講師：宮本 博
神戸史学会会員

講座 ID ２２－１３－０２５

近年大きく動いているアジアの国際秩

序。この現状を一緒に考えましょう。

新しいアジアの時代

講師
太田 和宏
神戸大学教授

講座 ID ２２－１３－０２６

フレイル予防に！美容に！軽くスクワット！体が硬く

ても大丈夫！肩をぐるぐる回そう！

※動きやすい服装、飲み物

講座 ID ２２－１３－０３６

薬と健康食品の豆知識
～新型コロナウィルス
感染症治療薬の現状～

講師：岡本 正志
神戸学院大学薬学部教授

講座 ID ２２－１３－０３３

ライブ配信

録画放映

●講座はまとめて申込可。
●オンライン可の講座は、 事前連絡のこと。
●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。

申込受付開始

9/15（木） ９時～ 西部文化会館９４３－６７４１

講師：明石市
総合安全対策室

ゆるゆる筋トレ・
ゴムゴム体操②
（定員:30名）

年齢にかかわらず社会

貢献に参画する人生、

まちづくりに協働するボ

ランティアの意義を考えます。

参画と協働の時代における
地域活動とボランティア

講師：浅見 真一

講座 ID ２２－１３－０２７

10/19(水)
13:30～15:00

11/17(木）
13:00～14:30

10/6(木）
10:00～11:30

11/9(水)
13:30～15:00

10/27(木）
10:00～11:30

12/15(木)
10:00～11:30

12/7(水)
13:30～15:00

11/30(水)
13:30～15:00

11/24(木)
13:00～14:30

12/21(水)
13:30～15:00

１０月～１２月 開催予定の講座

質問、相談の時間も設ける予定です。

オンライン可

オンライン可

ライブ配信録画放映

オンライン可 オンライン可

両日とも同じ内容です。
どちらか1日をお選びください。

ラ イ ト コ ー ス



どなたでも学べます！
市 民 講

１０月～１２月 開催予定の講座

申し込みは・・・
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）
TEL：078-９４３-６７４１まで

12/22
（木）

10:00∼11:30

●定 員：５０名

★受付開始日：11月24日（木） 9:00～

クリスマス 🎄
アンサンブルコンサート

講師／坂本 裕樹・山本 ありさ
西海 佳苗

ピアノ、トロンボーン、フルートの優し

い音色を聴きながら、素敵なクリスマ

スを過ごしませんか？

●定 員：５０名（小学生以上）
●持ち物：筆記用具
★受付開始日：９月28日（水） 9:00～

星座が88倍楽しくなる

「星座物語」＋天体観望会

講師／天文科学館

10/25
（火）

17:00∼19:00

星座の数は８８個。それぞれに、い

ろいろな物語やエピソード、歴史が

あります。星空を見上げるのがきっ

と楽しくなると思います。

（天体観望会18時～のみの参加可）

●定 員：３０名（乳幼児同伴可能）

★受付開始日：10月19日（水） 9:00～

子育て教室

「子どもとの時間が楽しくなる！

毎日できる国語遊び」

講師／おーえんくらぶ

「親だからちゃんと子育てしなければ」と肩の力が入って

いませんか？イライラガミガミが減る心の持ち方と、子

どもの興味に寄り添って国語力を高める方法をお伝えし

ます。

11/17
（木）

10:00∼11:30

●場 所：二見北幼稚園
※コロナ感染拡大防止の観点から、二見
北幼稚園内での実施とします。

子育て講座

「マリンバ演奏と歌遊び」

講師／和田 秀美（アンサンブルdosso）

11/21
（月）
午前中

12/1
（木）

10:00∼11:30

●材料費：7００円
●定 員：３０名
●持ち物：ハサミ、はんかち

持ち帰り用袋
★受付開始日：11月２日（水） 9:00～

エコ粘土で干支づくり

来年の干支はうさぎです。干支飾りを

一緒に作りましょう。

講師／山下 加代子

睡眠についての正しい知識を『知る』、よい睡眠をと

る方法を『実践する』、よい睡眠を『実感する』、よい睡

眠をとるためのポイントを紹介します。

●定 員：５０名

★受付開始日：９月21日（水）９:00～

睡眠と健康の知恵袋

～最適な「睡眠」を考える～

講師／明治安田生命保険相互会社
神戸支社講師

10/20
（木）

10:00∼11:30

12/27
（火）

14:00∼15:00

華やかな新年を飾る素敵なフラワーア

レンジメントを一緒に作りましょう。

●材料費：２０００円
●定 員：１０名
●持ち物：花ばさみ、持ち帰り用袋

★受付開始日：11月30日（水） 9:00～

フラワーアレンジメント

（お正月Ｖeｒ．）

講師／山本 惠子

参加費

無料!!



学 び の 掲 示 板

■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（館内）
・上履き持参
・手指消毒
・ソーシャルディスタンスの確保

二見カルタ紹介（その４） 引き続き二見カルタを紹介します。（作成者：清水圭三氏）

対象：一般市民
参加費：無料
申込方法：９月１日（木）午前９時から西部文化会館で電話受付（０７８－９４３－６７４１）
定員になり次第締め切り

秋のコミセンサークル一日入門教室

二見町の皆様、お待たせしました。
今年は、11月3日（文化の日）に（仮称）二見町合同文化祭を3年ぶりに開催する予定です。コロナ禍の中で
すが、できることからはじめていきたいと思います。二見町合同文化祭実行委員会（二見コミセン運営委員
会、二見コミセンサークル連絡協議会）主催により準備を進めているところです。楽しみにしていて下さい。

二見町合同文化祭

コミセンからのお知らせ
■アクセス

月日 時間 内容 定員 講師 持ち物

10/4（火） 9:30～11:00　 　親子リズム 5組 親子リズム　嶋田まこ　 汗ふきタオル、お茶

9:30～11:30　 　卓球の練習 ５人 二見シニアピンポン　森山　茂 体育館用シューズ、ラケット（貸出可）

16:30～17:30　 　ダンス（３歳～小学校2年生） 5人

17:30～18:25　 　ダンス（小学校３～６年生） 5人

19:00～20:30　 　ダンス（中、高校生） 5人

10/7（金） 14:00～15:30　 　健康体操、ストレッチなど 5人 健幸体操　出納三枝子 上履き、タオル、お茶

10/9（日） 9:45～11:45 　日本語学習支援 数人 明石二見日本語「こんにちは」 なし

10/１９（水） １9:００～２０：３０ 　9人制ママさんバレーボール 5人 フレンドリー二見 体育館用シューズ

10/6（木） 二見ダンシングチームキララ
　　　　　　　　　　　中村　英里

水筒、汗拭きタオル
※動きやすい服装


