
大蔵コミュニティ・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）

〜「おおくらdeまなぶる」は新しくできたHPで閲覧できます。コミセンにも置いています。〜
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『人丸山界隈』

もともと明石の岡(現在の明石城)にあった楊柳寺
(のちの月照寺)の住職が柿本人麻呂を夢見して寺
の鎮守として祠を建てました。これが柿本神社の誕
生です。小笠原忠真が明石の丘に築城するので現
在の地に月照寺・柿本神社が移されました。現在も
明石城の天守に人丸塚が残っています。もともとは
人丸神社と呼んでいたようです。月照寺の山号が
人麿山ということもあって、昔から「人丸さん」と親し
みを込めて呼ばれていました。月照寺の山門は京
都の伏見城にあったものでした。明石城の門として
移築され、今度は月照寺の山門として移築されまし
た。昔は建物が贈り物とされたのですね。人丸神
社の狛犬は1754年に作られた播磨の中では一番
古い狛犬とされています。戦後数度の台風で大木
が倒れて参道をふさいだり、荒れてしまった人丸山
一帯を天文科学館の新築を機に民間の復興開発
同盟が整備して、きれいな巡回遊歩道ができまし
た。昭和35年に天文科学館ができています。この
整備事業は昭和36年に完了して、その記念碑も人
丸山の東のふもとに立っています。天文科学館の
北に「トンボの標柱」と呼ばれる標柱があります。昭
和５年のものですから１００年近い歴史があります
人丸山の上からは、明石海峡大橋そして淡路島
などの素晴らしい景色がご覧になれます。

2022年度

冬号

おおくら de名所

９月３０日の12:05に撮りました。太陽が少し西
に傾いているのが分かります。右が「トンボの標
柱」です。子午線はトンボの胴体部分を通過して
北から南に走っています。

【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。

『次の学びに出会うためのふり返り会』を開催

開催日時

2/9(木)・3/9（木）

10：00～11：30

参加方法

お電話でお申込みください。

※中学校コミセン(全13カ所)
どこでも受講できます。詳しくは
開催一覧表をご覧ください。

持ち物

・筆記具
・上履き
・学生ファイル

今年度のあかねカレッジライトコースあと三か月で終了します。複数の講座を受講された方も、入学

されて間もない方も、この機会に興味・関心をふり返り、これからの学びにつながるヒントを見つけま

せんか？ひとりでは気づかなかった、新しい視点に出会えるかもしれません。



☆活動日…毎週金曜日
９：３０～１２：００

☆入会金…なし
☆会 費…５００円/月
☆入 会…随時（定員なし）

≪1年間の主な活動≫
☆対局(前後期リーグ戦)
☆交流戦(３回)

大蔵コミセン 1月・2月・3月市⺠講座
各講座のお申込みは✆078-912-3620へ

新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、マスクをつけてお越し頂くようお願いいたします。上履きをご持参ください。
【警報発令時】 講座当日の午前７時以降から講座開始までに市内に警報が出れば午前の講座は中止

講座当日の午前11時以降から講座開始までに市内に警報が出れば午後の講座は中止

各講座受付開始日
12月15日（木）９時～
電話・来館で受付

あかねカレ ッ ジ

ラ イ ト コ － ス

開催日 講座名・内容 講 師 定 員 受講料 持 物 講座ＩＤ

１月11日(水）
13：30～15：00

「いつからでも新しい
ことは始められる」

～ほぼ寝たきり80代じーさんが
見つけた毎日の楽しい暮らし～

G３sewing
（じーさんｿー ｲﾝｸ゙）

40名 無料
筆記具
上履き

学生ファイル

ﾗｲﾌﾞ配信又は録画

２２－０３－０４２

１月１2日(木）
9：30～11：00

「まちあるき明石城周辺」
ヘリテージ明石

吉川 悟
40名 無料

筆記具
上履き

学生ファイル
２２－０３－０３５

１月18日(水）
13：30～15：00

「尊重される共生社会」
～明石市における取り組み～

明石市

人権推進課
40名 無料

筆記具
上履き
学生ファイル

ﾗｲﾌﾞ配信又は録画

２２－０３－０３９

２月２日(木）
9：30～11：00

「まちあるき明石城下町」
ヘリテージ明石

吉川 悟
40名 無料

筆記具
上履き
学生ファイル

２２－０３－０３６

２月９日(木）
10：00～11：30

「次の学びに出会うための
ふり返り会」

詳細は、裏表紙をご覧ください

大蔵コミセン 40名 無料
筆記具
上履き
学生ファイル

２２－０３－０３７

２月15日(水)
13：30～15：00

「持続可能な社会づくり
と高齢者」

神戸大学教授
松岡廣路

40名 無料
筆記具
上履き
学生ファイル

ﾗｲﾌﾞ配信又は録画

２２－０３－０４０

３月８日(水）
13：30～15：00

「あなたはなんにでも
なれる！」

～人生後半戦を

もっと面白くする方法～

住民代理店BOB

原田 明
40名 無料

筆記具
上履き
学生ファイル

ﾗｲﾌﾞ配信又は録画

２２－０３－０４３

３月９日(木）
10：00～11：30

「次の学びに出会うための
ふり返り会」

詳細は、裏表紙をご覧ください

大蔵コミセン 40名 無料
筆記具
上履き
学生ファイル

２２－０３－０３８

３月15日（水）
13：30～15：00

「民謡の歴史と
兵庫の民謡」

（財）日本民謡協
会教授、県伝承
芸能協会理事

中岡順子

40名 無料
筆記具
上履き
学生ファイル

ﾗｲﾌﾞ配信又は録画

２２－０３－０４１

講 師 ： あさぎり・おおくら総合支援センター

時 間 ： 10:00～11:30

受講料 ： 無料

定 員 ： 40名

持ち物 ： 筆記具・上履き

※受付開始日２月２日（木）～

【あかねカレッジライトコース】とは… 資料代として１０００円いただきます。

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。

※ 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、お近くの中学校コミセンにお問い合わせください。

3/2（木）

命の危険が迫った時、約７０％の方が自分の望
む医療やケアを決定し伝える事が難しいと言わ
れています。事前に信頼する人達と話し合うた
めの講座です。

講 師 ： シャローム
平山賢次・長谷ゆかり

時 間 ： 10:00～11:30

受講料 ： 無料

定 員 ： 40名

持ち物 ： 筆記具・上履き

※受付開始12月14日（水）～

サックスとフルートの調べ

音楽は世界共通の言語。吹奏楽には欠かせないサ
ックスと、フルートの共演です。あかねが丘学園の先
生と卒業生のお二人のコラボで、明石市を中心に精
力的な活動をされています。音楽と音楽にまつわる
いろいろなお話をお楽しみください。

１/１４（土）

講 師 ： 土地家屋調査士、一級建築士
藤本明生

時 間 ： 10:00～11:30

受講料 ： 無料

定 員 ： 40名

持ち物 ： 筆記具・上履き

※受付開始日１月５日（木）～

２０２１年９月、日本の子午線東経135度線を丹後
市を出発し、１２日かけて明石に到着しました。

小さい頃は天文科学館は、どこの市にもあると思
っていた藤本さん。改めて「時のまち あかし」を認
識できる楽しい講座です。

2/4（土）

ギター担いで子午線３０３キロ唄い歩き旅♪

人生会議（ACP）を知っていますか？
大蔵コミセン囲碁サークル

会員募集(緊急)
～もしもの時のために、あなたが望む医療やケアを
前もって考えてみましょう～


