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北のちょっといい話北のちょっといい話

サークル活動の前後に
ちょっとした
おしゃべりタイムを
持ちたいなあ

ゆっくりと本を読みたい
移動図書館も
利用したいな

あかねカッレジの
講座の後に
ほかの受講生と
お話ししたい久しぶりに

お勉強を
してみようかな

あなたにあった使い方を工夫してください

新しい本(※絵本が充実)がはいります
金曜日・土曜日・日曜日は

フリースペースとして利用が可能に！

使い方 ・事務室に声をかけてください。（予約なしでもお使いいただけます）
・飲食は、できません。
・お互いにマナーを守ってご使用ください。

午前： 9:00〜12:00
午後：12:00〜20:30

日曜日は16:30まで

コウノトリが30数羽飛来！
山手小校区にある皿池（ダンマルシェの北）に１２月１０日頃から
コウノトリがたくさん飛んで来ました。最大で３０数羽来たそうです。
池の水が少なくなり、コウノトリの餌がたくさんあったからでしょうか。
しばらくの間、近隣にお住いの方々の目を楽しませてくれました。



北の コミセンの いいなかま THE  NORTH  FELLOWS

北の ちょっと いい学び THE  NORTH  LEARNING

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、締め切らせていただきます

受講のお申し込みは 大久保北コミセンまで
（TEL：078-９３５-３５８８）

どなたでも学べます！

市 民 講

●日 時：①5月20日（土)14：00～15：00
②5月27日(土)14：00～15：00

●参加料：無 料
★受付開始日：４月２８日（金） ９：００～

●日 時：6月24日（土)10：00～12：00
●参加料：300円(但し材料費として)
●定 員：15名
●持ち物：筆記用具、上履き、マスク
★受付開始日：６月３日（土） ９：００～

絵手紙教室６/２４
(土)

講師/脇坂 正義

講師/池上 一葉

大久保病院健康講座①②

ヨガ入門教室①②③

講師/大久保病院
昨年に引き続き、今回もコロナで

開催されるかどうか微妙な状況ですが、
地域の皆様の健康のため、
何とか開催したいと考えています。
詳しい内容につきましては、
後日お知らせします。

絵手紙は、「心の贈り物」！
絵手紙とは、はがきに絵を描き、文字を書いて、
真心を込めて贈る手紙のことです。
絵が上手いから描くのではなく、
下手でも「誰かに喜んでもらいたい」
その優しい気持ちを伝えるために描きます。

ヨガの効果としては、ダイエット効果、
柔軟性アップ、メンタルの安定、

冷え性改善、幸福感アップ、筋力アップ、
疲れにくい体を作る、
自分のことをもっと好きになれる等が
挙げられます。
ヨガは、続けることが大切です。
継続することで様々な効果が心身に
現れてきます。
あなたもヨガを始めてみませんか？

６/８
(木)

６/15
（木）

６/２２
（木）

5/20
(土)

5/27
（土）

●日 時：各日共13:30～15:00
●参加料：無 料
●定 員：20名
●持ち物：動きやすい服装、ヨガマット（バスタオル）、
汗拭きタオル、飲物、上履き、マスク
★受付開始日：５月２０日（土） ９：００～

毎週木曜日の19:00～20:30 和気あいあい
とした雰囲気で練習しています。
現在部員数は13名。

新しい仲間を募集中です！
初心者大歓迎！

太極拳の魅力は、インナーマッスルが鍛えられること。
基本練習を自分のペースで続けるうちに
体の中の動きがわかるようになります。

年齢は関係ありません。
姿勢も良くなりますし、健康増進に最適です。

サークル紹介 「大久保北太極拳サークル」



大久保北コミセン・ライトコース講座一覧 （５・６月）

持ち物 ： 各講座とも、学生ファイル、筆記用具、上履き、マスクは必須です。

北の ちょっと いい学び THE  NORTH  LEARNING

23-08-001

23-08-007

23-08-008

徒歩・自転車・バイクまたは公共
交通機関をご利用ください。★

23-08-006
5/13(土) 13:30〜15:00

23-08-00223-08-003

23-08-004

持ち物：必須のみ

オンライン可オンライン可

オンライン可

ライトコースの講座を受講するには、入学手続きと
オリエンテーションの受講が必要です。

ライトコース各講座の受付開始日
４月１５日（土）９時～ ※先着順

明石市内の60歳以上の方であれば、誰でも受けられる「あかねカレッジ」。
2023年度のあかねカレッジは3つのコースが開講されます！

２０２３年度 入学案内

各コースの詳しい内容・申込方法などは、各中学校コミセンなどで配架されている
「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。

全国的に有名な明石の魚や漁業
の特徴をお話しいただきます。
魚を美味しく食べるヒントも
教えてもらいましょう。

明石の魚
〜豊かな海で育った

魚を知ろう〜
お魚かたりべ 山嵜清張

6/21(水) 13:30〜15:00

あなたのお口は大丈夫？
〜オーラルフレイルの予防〜

地域共生社会室地域総合支援担当

コロナ拡大によりシニア世代で

口の機能が不良となっている人が
多いことがわかりました。

口の役割や機能維持の方法を学
びましょう。

持ち物：必須のみ

5/11(木) 13:30〜15:00

出会い・ふれあい・語り合い

健康生きがいづくりアドバイザー 黒崎輝美

持ち物：必須のみ

5/26(金) 13:30〜15:00

大久保北の歴史を学ぶ①
～西国街道・神社仏閣と

史跡を訪ねて～
明石シニアカレッジ 井上茂機

大久保北の歴史を学ぶ②
～フィールドワーク～

6/9(金) 13:30〜15:00

明石シニアカレッジ 井上茂機

持ち物：必須のみ

持ち物：歩きやすい服装、水分

23-08-005

5/17(水) 13:30〜15:003/31(金) 13:30〜15:00

4/6(木) 13:30〜15:00

オリエンテーション①

オリエンテーション②

ライトコースの学び方について
お伝えします。
講座を受講するにあたって、
オリエンテーションは必修です。
どちらかを選んで受講してください。

持ち物：上履き、マスク、筆記用具

5月以降のオリエンテーション
については、個別に対応します。

当コミセンには駐車場がありません。

この２つの講座は、連続講座です。
①で、近隣の西国街道・神社仏閣と史跡についてコミセンの教室で学習し、
今年度のフィールドワークの計画をたてます。

②で実際に現地へ出向き、学習します。

映画が好きでなかった私が、
シネマクラブの会長に！

～少しの勇気が人生を豊かにする～

明石シネマクラブ代表 金沢 昇

「僕は映画に詳しいわけじゃない、
映画を通して人とつながることが
面白いんです」映画を通して
感動を分かち合う醍醐味を
語っていただきます。

23-08-009

6/29(木) 13:30〜15:00

岡本 美香

持ち物：必須のみ

アイヌ文化に触れるならココ‼

アイヌに心酔しているわたしが、実
際に体験してきた見どころ味どころ
や魅力あふれるアイヌの人たちを
ご紹介します。

アイヌの世界に触れる旅
～白老・二風谷・阿寒湖～

令和5年度の第1回目の講座です。
「出会い・ふれあい・語り合い」で
毎日の生活が、

どんどん豊かになります。
皆さんの出会いの
きっかけになればと
思います。

持ち物：必須のみ

持ち物：上履き、マスク、筆記用具

地域の魅力や課題を探り、これまでのあなたの

学びや培ったスキルを個人やグループで地域で

の活動に活かしていくためのプログラムを予定

しています。

自分の興味や関心に合わせて、好きな講座を好き

なだけ受けることができます。市内13の中学校コ

ミセンや自宅からのオンライン受講など300講座以

上から受講可能。年度途中でも入学できます。

好きな学科を１年かけてじっくり学びます。

【開講予定学科：ボイス、アンサンブル、

花づくり、野菜づくり、あかし地域、あかし

自然環境、健康・スポーツ、広報・デザイン、

サイエンス、ものづくり の全10学科】



北の 中学校の 掲示板 THE NORTH JUNIOR HIGH SCHOOL

北中生のパワーで地域を元気に！

北中生が兵庫県大会で躍動！
〇第37回県中学校駅伝競走大会に女子が初出場！ 〇卓球部女子個人
〇男子バスケットボール部 〇男子ハンドボール部 〇女子ハンドボール部

12月4日（日）に山手小学校で
「やまてまつり＆福祉フェスティバル」 が行われました。

大久保北中からは、ボランティアとして生徒会執行部現3年生と1年生2名が参加しました。
ぴあファームで野菜の出荷の手伝いをしました。その野菜は、運動場で販売されました。
体育館の県立大学の福祉体験ブースでは、受付をしたり、高齢者体験をしたりしました。
「中学生が楽しそうに大活躍でした」とほめていただきました。
また、体育館では、開会行事の後、吹奏楽部が演奏を披露しました。
アンコールの声がかかる等、大いに盛り上がりました。
当日は、約2800名の参加者があり、盛会のうちに終わりました。

1月15日（日）には、大久保小学校で
「おおくぼ“冬”まつり2023」 が開催されました。

北中生徒会新執行部5名が、ボランティアとして参加しました。
『普段の学校生活では学べないことをたくさん学ぶことができました。
地域の方とのふれあいもできてとても楽しかったです。
また機会があれば参加したいです。』・・生徒会役員2年生

プレハブ校舎建設工事
大久保地区の人口増に伴い、ここ数年本校も生徒数の増加が
見込まれています。
本年度は、23クラスでしたが、まだまだ増える予定です。
クラス数が増えていくことで教室が不足する状況を解消するために、
現在、プレハブ校舎が建設されています。普通教室６教室、学習室、
配膳室もでき、新年度から使用していくことになります。
ただし、プレハブ校舎が建つことでグランドが狭くなり、
体育の授業や、部活動が活動しにくくなっています。
活動内容を工夫して安全面に配慮して活動しています。
工事中は、近隣の住民の方々にも、音や車両の出入りなどご迷惑、
ご不便をおかけしております。
何卒、ご理解の程よろしくお願いいたします。


