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学びのための情報紙

ライトコースの講座・コミセンサークル1日入門は裏面

ト ピ ッ ク ス

２０２１.９ 発行

●日 時：10月21日(木)10：00～12：00
●参加料：無料
●定 員：30名
●持ち物：マスク、上履き

★受付開始日：９月２５日(土) ９：００〜

ギター＆オカリナと歌の集い

オカリナの音色にギターとのデュエット♪

あなたの知ってる曲盛りだくさんです。

講師/小田眞一・小田正子

10/21
(木)

●日 時：10月23日(土)9：30～11：00
●集合場所：明石公園正門(中部幾次郎銅像前)
●参加料：無料
●定 員：15名
●持ち物：動きやすい服装、歩きやすい靴、帽子

クリップボード(下敷き用) 、筆記用具
飲料、マスク

★受付開始日：１０月２日(土) ９：００〜

草木めぐりで神無月を
感じる㏌明石公園
講師/矢方久美・高野哲司
(NACS-J 自然観察指導員)

10/23
(土)

●日 時：11月4日(木)・18日(木)・25日(木)

9：30～11：00
●参加料：500円(材料費)
●定 員：10名(３回とも参加できる方)
●持ち物：筆ペン、文鎮、毛筆用下敷き、マスク

★受付開始日：１０月１６日(土) ９：００〜

筆ペンで年賀状を書こう

かな文字、連綿の基礎を学び
年賀状の作成に挑戦します。

講師/高尾華萌

11/  4(木)
11/18(木)
11/25(木)

市 講 座

●日 時：12月18日(土)10：00～12：00
●参加料：無料
●定 員：30名
●持ち物：マスク、上履き

★受付開始日：１１月２７日(土) ９：００〜

落語を楽しむ

六代目文枝師匠から頂いた名前、わらじを

履いて路地から路地へ面白い顔して語ります。

講師/天神亭わら司、他
12/18
(土)

●日 時：12月10日(金)10：00～11：30
●参加料：無料
●定 員：15名
●持ち物：マスク、上履き

★受付開始日：１１月 １３日(土) ９：００〜

わかりやすく学ぶ
「車の先進安全技術」

車の安全装置についての解説と災害時の車
の活用方法などを紹介します。

講師/兵庫トヨタ自動車㈱大久保店

12/10
(⾦)

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。

開館・休館のお知らせなど、コミセン関連
情報をいち早くお届けします。

LINE公式アカウントはじめました‼

⺠

友だち登録方法① QRコード

友だち登録方法② ID検索

[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。

[友だち追加]＞[検索]から
＠044kvpow と入力して
ください。

@044kvpow �

2021年
秋号



お申し込み・お問合せは 望海コミセンまで（TEL：078-９２３-１４３９）

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新しい学びの機会です。
市内13か所の中学校コミセンで開講する対象講座から、好きな講座を選んで受講できます。

※講座の受講には、入学手続きとオリエンテーションの受講が必要です。(詳細はあかねカレッジHPを)
講座名 開催日時 講師名 形式/定員

動物園に行きたくなる話 10月 6日(水) 13:30〜15:00 元飼育員：大橋有加 対面式/30名

疲労回復・セルフストレッチ 10月13日(水) 14:00〜15:30 理学療法士：古賀田万典 対面式/30名

兵庫の歴史・文化 10月20日(水) 13:30〜15:00 園田学園女子大学名誉教授：田辺眞人 ライブ配信 / 10名

還暦を迎えて確信した「自分の好きな
こと」、「自分に向いてること」 11月10日(水) 13:30〜15:30 NPO法人多文化センターまんまるあかし

副理事⻑：櫻江茂樹 録画形式 / 30名

みんなで取り組もう⻘少年の健全育成 11月17日(水) 13:30〜15:00 児童生徒支援課 ライブ配信 / 10名

座って踊って健康ダンス 11月20日(土) 10:00〜11:30 ダンスグループキララ代表：⻄尾弘子 対面式/30名

人工知能「AI」入門 11月24日(水) 13:30〜15:00 明⽯工業高等専門学校教授：梶村好宏 対面式/30名

年齢なんて単なる数字に過ぎない 12月 3日(金) 10:00〜12:00 NPOﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｽｸｰﾙ協会理事：若宮 正子 録画形式 / 30名

「コミュニティ・スクール」って何？ 12月 8日(水) 13:30〜15:00 学校教育課：北本 章 対面式 / 30名

東播磨のため池伝説 12月15日(水) 13:30〜15:00 明⽯溜池研究会代表：森本 眞一 ライブ配信 / 10名

ライトコース講座申込開始日 9月15日（水）9:00～

コミセンサークル 秋の一日入門

秋の一日入門申込開始日 10月14日（木）9:00～

月/日 曜 開始 サークル名 定員 内 容 材料費、持ち物 など

11/6 土 14:00 洋画サークル「望」 若干名 実習見学

11/9 火 14:00 望海ハーモニカサークル 10 練習見学

11/9
火 19:00 Happy Go Luckies!! 5 バレーボールの練習会 動きやすい服装、体育館用シューズ

11/16

11/10 水 19:00 阿波踊り 「海峡連」 10 基礎練習

11/10～
毎水 9:30 ヨガ・ストレッチ体操サークル 5 ヨガとストレッチ体操、ダンベル体操、顔ヨガ

動きやすい服装、あれば5本指ソックス、ヨガマッ
トかバスタオル、ダンベル代わりのペットボトル
2本(500ml)、 飲み物12/8

11/10
水 9:30 和服リフォーム 5

着物、帯などから洋服やバックに
仕立てます

材料費30円(ハトロン紙)、 着物や帯
などを解いた単物12/8

11/11 木 9:30 望海健幸体操 10 健康体操 動きやすい服装、水筒、上靴、タオル

11/11 木 13:30 望海なでしこグループ 若干名 おどり

11/11
木 18:30 神明F-Volley 5

小学6年生、中学１・２年生の 運動ができる服装、

11/18 バレーボールの練習 体育館シューズ

11/11
木 18:30 明石ESS 5 日常英会話 筆記用具

11/25

11/12
金 9:30 リコーダー・アンサンブル望海 4 基礎練習、合奏体験 リコーダー (ソプラノ又はアルト)

11/19

11/12
金 18:40 想拳塾 5 空手の基礎トレ、基本運動 動きやすい服装、タオル、水筒

11/26

11/13
土 19:00 望海合氣道会 5 合氣道基本 運動しやすい服装

11/20

11/14 日 10:00 明石柔友会 10 柔道準備体操基礎トレ 、初心者大歓迎 トレーニングウエア

11/14
日 13:10 明石合気道 10

基本技、護身技 ①子供13:10～
②大人14:50～

運動のできる服装
11/28

11/17 水 10:00 望海ひまわりフラダンス 5 基礎練習、おどり 軽い運動できる服装

11/18 木 19:00 Kダンスドリーム 10 ストレッチ、ディスコダンス 動きやすい服装、上靴

11/21 日 10:00 明石望海マジッククラブ 5 マジック練習

11/28 日 13:３0 望海なつメロ同好会 若干名 懐かしのなつメロ歌謡（カラオケ）

12/7 火 15:00 習字サークル 5 硬筆 筆記用具

なお、今年度もコミセン祭りは中止とさせていただきます。


