
錦城コミュニティ・センター
開館時間：（火～土）9：00～21：00（日）9：00～17：00

休館日：月曜日、祝日（日曜日と重なった場合は開館）、年末年始（12/28～1/4）

〜「きんじょうdeまなぶる」は明石小コミセンにも設置しております＆HPでも閲覧できます。〜
明石市 コミセン情報紙

✆ 078-918-1612 
（FAX   078-918-5961）

なかまとまなぶ 「サークル紹介」

錦 城 ト ピ ッ ク ス

掲示板

【活動日】第１・３・５金曜日 9時〜12時

◆ 七宝焼サークル ◆

七宝焼は、銅などのガラス質の釉薬（七
宝用の絵具）を高温で焼きつけて装飾する
工芸品です。釉薬の量や、微妙な温度差で

色彩が変わるため
どの作品も世界で
ただ一つのオリジ
ナル。アクセサリ
ーや小物の作成を
楽しんでいます。

千年以上の伝統工芸である仏像彫刻。木
の香りに包まれながら、何種類もある彫刻

刀で丁寧に彫っていきま
す。モデルが同じ仏像でも
彫る人によって表情が違っ
てきます。

木から彫り出す自分だけ
の仏像…。心穏やかな時間
を仲間と共に過ごしていま
す。

◆ 明石仏像彫刻会 ◆

【活動日】 毎週土曜日 9時〜12時

錦城コミセンには月に一度、明石市立図書館の
移動図書館が巡回してきます。（名前は“めぐり
ん” ） 移動図書館には、新着図書をはじめ、小
説や料理、趣味の本など大人向けの本や、絵本な
どの子ども向けの本など、約3,000冊の本が積ま
れています。本館・⻄部館の貸し出しとは別に、
一人15冊まで借りることができます。貸出期間
は約1カ月。ぜひご利用ください。

なお、巡回日時については、明石市立図書館の
HPをご確認ください。

身 近 な と こ ろ で た の し い ま な び

錦 城 コ ミ ュ ニ テ ィ ・ セ ン タ ー 情 報 紙

Vol.5

きんじょうde

〜 身近なところで、たのしいまなびを 〜
地域で学ぶ講座で、“知る”たのしみ、“学ぶ”たのしみ、
“つながる”たのしみと出会いませんか。

【感染症拡大予防のお願い】

マスクの着用 手指の消毒 来館前の検温
体調が優れない方
は、来館をお控え
下さい。

【警報発令時について】

明石市に「大雨」「暴風」「洪水」等のいずれかが
発令した場合、講座は中止となります。

午前の講座：7:00時点 午後の講座：11:00時点

2021

秋号

6/23開催 ライトコース「プロに学ぶ！はじめてのDIY教室」



錦城コミセン１０〜１２⽉開催 市⺠講座
お申込みは✆078-918-1612 へ

受付開始日の午前９時から電話受付（本人分のみ）定員になり次第、締め切り

参加料 ： 無料
定 員： ２０名
持ち物 ： 筆記用具、フェイスタオル、上履き

かんたんつぼ・薬膳講座

元気になるつぼや、肩こりに効果の
あるつぼの紹介、血行を良くする食べ
物の話、東洋医学の理論もわかりやす
くお伝えします。

【講師】 井上 優子
(国際中医薬膳師)

受付開始日：10⽉9日(土)

11/6(土)
10:00〜

11:30

参加料 ： 教材費500円
（オイル、持ち帰りスプレーボトル代）

定 員： 20名
持ち物 ： マスク数枚、筆記用具、上履き

はじめてのアロマテラピー
〜アロマで⼼も体もリフレッシュ〜

抗菌や抗ウィルスに効果のある精
油と自分の好きな香りを選んで、自
分だけのアロマスプレーを作りませ
んか？アロマテラピーの効能や基礎
もやさしく学べる入門講座です。

【講師】 福島 由美代
（アロマボランティアサークル ラベンダー代表）

受付開始日：11⽉6日(土)

12/4(土)
10:00〜

11:30

各講座は、上履き持参、マスク着用で
ご参加ください

参加料 ： 無料
定 員： 10名
持ち物 ： 上履き

⼼静かに THE禅！！

人は様々なストレスにさらされ、時に自分
を見失ってしまうことがあります。座禅を組
み、無念無想の境地に入って自分を見つめな
おしてみませんか？

また、住職に日頃不思議に思っている仏教
についても質問してみませんか？

【講師】 櫻木 徳宗（大蔵院住職）

受付開始日：9⽉3日(金)

10/1(金)
10:00〜

11:30

参加料 ： 無料
定 員： 20名
持ち物 ： 上履き

プロに学ぶ掃除のコツ！！
〜らくらく、きれいに楽しく掃除〜

「お掃除って面倒！もっと簡単にした
い」と思っている人は多いはず。
日頃気になる汚れやすい場所や日頃の
お悩みについて、お掃除のプロに教え
てもらい、体験もしてみませんか。

【講師】 ⻄海 裕子 ・ 横田 和子
㈱オールウェイズ・ダスキン高丘東
ケアサービス事業部⻑・クリーンサービス事業部⻑

受付開始日：10⽉15日(金)

11/12(金)
10:30〜

12:00

※ 受講には、入学手続きとオリエンテーションの受講が必要です。
詳しくは、中学校コミセンにお問い合わせください。

【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。

対面形式（錦城コミセン オリジナル）選択
講座

ライブ配信または録画放映形式 （全コミセン共通内容）
選択
講座

開催日 時間 タイトル 講師 持ち物

10/20(水) 13:30〜
15:00 兵庫の歴史・文化 田辺 眞人

（園田学園女子大学名誉教授）

筆記用具
学生ファイル

上履き

11/ 4 (水) 13:30〜
15:30

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』

櫻江 茂樹
（NPO法人 多文化センター
まんまるあかし 副理事⻑）

11/17 (水) 13:30〜
15:00

みんなで取り組もう
⻘少年の健全育成 児童生徒支援課

12/15(水) 13:30〜
15:00 東播磨のため池伝説 森本 眞一

（明石溜池研究会 代表）

開催日 時間 タイトル 講師 持ち物

10/6(水) 13:30〜
15:00

買う前に体験！
楽しく学ぶスマホ入門講座

（未経験者・入門者）

スマホアドバイザー
（ソフトバンクショップ）

筆記用具
学生ファイル

上履き

10/6・27は
貸出用スマホ

あり

12/1はスマホ
持参

10/27(水) 13:30〜
15:00

スマホで快適・便利生活
（中・上級者向け）

12/1(水) 13:30〜
15:00

はじめてのスマホ決済 + スマホ活用術
（中・上級者向け）

11/24(水) 13:30〜
15:00

「食べること」から考える、
⼼と体の健康づくり

（フレイル予防・栄養自己チェック）
髙谷 みゆき

（管理栄養士） 筆記用具
学生ファイル

上履き
12/8(水) 13:30〜

15:30
観光ボランティアガイドから見る

明石城
松浦 義隆

（ぶらり子午線観光ガイド
連絡会 会⻑）

上記４つの講座はオンライン対応。ご自宅でも受講できます。

選択講座の申込み受付は 9/15(水)9時〜 お電話またはコミセン来館にて

開催日 時間

10/ 7(木)

13:30〜15:0011/10(水)

12/ 2(木)

オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
必 須
講 座

１０～１２月開催 錦城コミセン会場

参加料 ： 無料
定 員： 20名
持ち物 ： 上履き

意外と知らない
犬・猫の生態

犬や猫と楽しく暮らしていくうえで、犬・猫がどん
な生き物で、どんな特徴・特性があるかを知っている
ことはとても大切なことです。知っているようで知ら
ない犬・猫の生態の話、楽しく過
ごすコミュニケーションの方法、
正しい飼い方等を紹介します。

【講師】 栗山 朋子
（あかし動物センター 主任）

受付開始日：9⽉16日(木)

10/14(木)
10:00〜

11:30

次回のまなぶるは、
１１⽉下旬に発行予定です。

お楽しみに♪


