
北のちょっといい話
大久保北コミュニティ・センター
〒６７４−００５１ 明石市大久保町大窪２０３０番地 (大久保北中学校内)
TEL：０７８−９３５−３５８８ (月曜日・祝日休館)

“ 学びたい！”気持ちを刺激する情報紙

北の ちょっと いい出来事 THE  NORTH  TOPICS

10月2日(日)大窪布団太鼓お披露目会
10時より大窪の太鼓蔵の前でお披露目の式典が行われました。保存会と

青年部の代表が、何度も製作会社（淡路島）まで出向いて打合せを重ね、こ
の布団太鼓が、出来上がりました。式典のあと大窪八幡宮まで巡行し、入魂
式をとり行いました。

市内のコミセン
情報紙

2022
冬号

10月8日(土)、9日(日)大窪八幡宮秋祭り

西大窪

大窪

３年ぶりに大窪八幡宮の秋祭りが開催されました。日曜日の本宮は、あいにくの雨模様でしたが、
５台の布団太鼓が勇壮なねり姿を披露してくれました。

中之番松陰山ノ下

大久保北コミセン
ホームページ

11/3の定期演奏会で3年生が引退し、新しい吹奏楽部のデビュー公演となりました。
200名の観客が、吹奏楽部の演奏を楽しみました。アンコールを含め６曲を披露してくれました。
大久保病院山村院長先生の歌も素晴らしかったです。

花束贈呈

11月5日(土) 「第26回大久保北健康まつり」が盛大に催されました

大久保北中学校 吹奏楽部が演奏会！



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

親睦と健康が目標！フレッシュな仲間を募集しています。
毎週土曜日の午後、和気あいあい、教え合いながら技術向上も目指します。市内大会でも活躍！

幅広い世代で卓球を楽しみましょう！

サークル紹介 「フィットネスダンス」

サークル紹介 「大久保北卓球サークル」

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。

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

「今年の4月から入りました。毎月１キロずつやせています。
体調もいいし、体も軽くなりました。ひざの痛みもなくなりました。
そのうえ世代を超えて親しくお話しできる仲間ができました。

幸せです。」

１/１４
(土)

野鳥が教えてくれること
〜ツバメと水鳥たち〜

講師/三上 彰規

●日 時：1月14日（土)10：00～11：30
●参加料：無料
●定 員：30名
●持ち物：筆記用具・上履き、マスク

★受付開始日：12月24日（土） ９：００～

趣味で始めた野鳥の写真。自然の豊かさ、厳しさ、愛・・・
いろんなことを教えてくれます。
子どもさんにも聞いてもらいたいです。



10/16
(⽇)

10/30
(⽇)

11/10
(木)

11/17
(木)

大久保北コミセン・ライトコース講座一覧 （１〜３月）

ライトコース各講座の受付開始日

１２月１５（木）９時～ ※先着順
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

22-08-045
22-08-044 22-08-046 

22-08-047

2/28(火) 13:30～15:002/9(木) 10:00〜11:30 3/3(金) 10:00〜11:30

3/10(金) 13:30〜15:00

講師/三井住友信託銀行

講師/原田 明

講師/大久保北コミセン
講師/衣笠 誠一郎

持ち物：必須のみ
可能であればノートPC

持ち物：必須のみ

持ち物：必須のみ持ち物：必須のみ

誰でも簡単に始められる！「エン
ディングノート」の書き方講座

デジカメ写真の保存と
管理方法（再）

次の学びに出会うための
ふり返り会 冬編

２/５
(⽇)

●日 時：3月14日（火)10：00～11：30
●参加料：500円(但し材料費として)
●定 員：10名
●持ち物：筆記用具、上履き、マスク

★受付開始日：2月25日（土） ９：００～

多肉植物を楽しもう！
〜⼟や鉢の選び⽅〜

３/1４
(火)

講師/山本 真理子

22-08-042

1/28(土) 13:30〜15:00

講師/兵庫県立大学
地域開発ケア研究所

教授 林 知里

※測定のため膝、肩、踵を出しや
すい服装で来てください。

持ち物：必須のみ

ソーシャルディスタンスに 負
けない健康づくり

参加者の骨密度等を測定します。

当コミセンには駐車場がありません。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。

★

22-08-041

1/12(木) 13:30〜15:00

講師/G3sewing
（じーさんソーイング）

持ち物：必須のみ

22-08-043

1/31(火) 13:30〜15:00

講師/三川 八恵

持ち物：必須のみ

「カムイミンタラ」北海道大雪山
の魅力を写真で体感！

22-08-038

1/18(水) 13:30〜15:00

22-08-039

2/15(水) 13:30〜15:00

22-08-040

3/15(水) 13:30〜15:00

今回は多肉植物に必要な土のお話です
ぜひあなたも多肉ライフを・・・

いつからでも新しいことは

始められる
～ほぼ寝たきりの８０代じーさんが

見つけた毎日の楽しい暮らし～

尊重される共生社会

～明石市における取り組み～

持ち物：必須のみ

持続可能な社会づくりと高齢者

講師/人権推進課

講師/神戸大学教授
松岡 廣路

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～

民謡の歴史と兵庫の民謡

講師/日本民謡協会教授
中岡 順子

持ち物：必須のみ

バレンタイン大作戦
〜親子で作るチョコレート菓子〜

●日 時：2月5日（日) 9：30～12：00
●参加料：500円(但し材料費として)
●定 員：8組
●持ち物：三角巾、エプロン、上履き、マスク

★受付開始日：1月21日（土） ９：００～

講師/へるすイート

「人権」について構えること
なく学んでいただける講座で
す。

大雪山の雄大な魅⼒を四季
折々の写真を通して知る
講座です。

これまでの人生を振り返り、
これからの人生の在り方を
考えるきっかけを提供する
講座です。

持続可能な社会づくりに求め
られる「学び」について
お話しします。

持ち物：必須のみ

デジカメ写真を保存するため
に必要となるパソコンの知識
に特化してお話しします。

これからの学びにつながるよ
うな視点や気づきを得るきっ
かけになれば嬉しいです。

人生の中で＼おもろい・たの
しい／と出会える秘訣をお話
しします。

⺠謡の歴史と兵庫の⺠謡につ
いて⺠謡の魅⼒を交えながら、
お話しします。

親子で作ったチョコレート、
どなたにプレゼントするのでしょう？

オンライン可 オンライン可

オンライン可

オンライン可 オンライン可



北の 中学校の 掲示板 THE NORTH JUNIOR HIGH SCHOOL

明石市新人大会結果

３年生の演技
１年⽣ 「七色に輝く３８回生

〜ツバサをはためかせて〜」

２年⽣ 「雨ニモ負ケズ、暑サニ
モ負ケズ、コロナニモ負ケズ

〜全⼒で挑む３７回生〜」

３年⽣ 「attract
〜３６回生が魅了する〜」

9月28日(水)マスゲーム発表会
２年ぶりに保護者の皆さんに披露する機会を持つことができました。

東播大会結果

12月4日(日) ３年ぶりに「山手まつり」が開催される予定です。そこで中学生ボランティアを募集しています。準備から当日
のお手伝い、後片付け・・・。中学生の皆さんの力が必要です。都合のいい時間に協力してもらえると嬉しいです。
やってみようと思われる方は、大久保北コミセン（935-3588）まで連絡ください。 待っています！

陸上競技
共通男子800m 3位 松本 璃玖 2分19秒27
共通男子4×100mＲ 3位 山岡 詩依・鳴海篤紀・

市岡晴空・山川恭矢 47秒78
共通男子走幅跳 3位 鳴海篤紀 5m20
共通男子三段跳 3位 山岡詩依 11m26
共通男子砲丸投 2位 山岡詩依 9m11
１年1500m 松本 璃玖 4分53秒49
共通女子4×100mＲ 3位 内屋依央梨・宮村宙楽・

中渡瀬結菜・谷山七海 53秒90
共通女子走高跳 3位 北田優奈 1m40
共通女子走幅跳 3位 谷山七海 5m04
共通女子円盤投 2位 前田夏芽 19m79
２年女子100m 2位 谷山七海 13秒36
１年女子800m 3位 宮 果楓 2分30秒59
男子総合 2位 女子総合 1位 男女総合 2位

ソフトテニス男子 東播大会出場
ベスト8 吉田創太郎・西原 隼
ベスト16 河合勇弥・村田快斗、田代和誠・小名公希

ソフトテニス女子 団体 ３位 東播大会出場
3位 藤本乙花・永野陽愛
9位 奥山美咲・植田華奈絵

水泳
男子100m背泳ぎ 2位 田上鉱也 １分15秒82
男子100mバタフライ 2位 森口 鷹 １分15秒18
女子4×100mフリーR 3位 井元胡春・谷廣初奏・

瀬崎日愛・松原花埜子 5分05秒28
女子4×100mメドレーR 3位 井元胡春・谷廣初奏・

瀬崎日愛・ 松原花埜子 5分48秒83
女子総合 3位 男女総合 2位

バレーボール男子 優勝 東播大会出場

バレーボール女子 準優勝 東播大会出場

卓球女子 東播大会出場
準優勝 八尾優里奈
ベスト8  堀江桜花 ベスト16 田中 優

ハンドボール男子 準優勝 東播大会出場

ハンドボール女子 準優勝 東播大会出場

軟式野球 準優勝 東播大会出場

陸上競技
共通男子110ｍハードル ８位 榮井 勇琉 １９秒03
１年男子100ｍ ７位 鳴海篤紀 １２秒４９
共通女子４×100ｍＲ ５位 内屋依央梨・谷山七海・

中渡瀬結菜・宮村宙楽 ５４秒０２
共通女子走高跳 ５位 北田優奈 1ｍ４０
共通女子走幅跳 ２位 谷山七海 ４ｍ６７
共通女子円盤投 ８位 前田夏芽 １９m２０
２年女子100ｍ ２位 谷山七海 １３秒２４
１年女子800ｍ ６位 宮 果楓 ２分３５秒７７

女子総合 ７位

水泳
１年男子１００ｍ自由形 ５位 森口 鷹 １分０６秒４１
１年男子１００ｍバタフライ ３位 森口 鷹 １分１４秒４５
２年男子４００ｍ自由形 ４位 衣笠樹生 ５分４２秒１８
２年男子背泳ぎ ５位 田上鉱也 １分１８秒１４
男子４００ｍメドレーリレー ７位 田上鉱也・衣笠樹生・森口 鷹・

南浦健人 ５分２１秒１０
１年女子４００ｍ自由形 ８位 井元胡春 ６分１５秒０４
１年女子１００ｍ背泳ぎ ６位 井元胡春 １分３３秒３０
１年女子１００ｍバタフライ ６位 松原和凛 １分５１秒６７
１年女子個人メドレー ７位 木村 凛 ３分１７秒３８

８位 平井みそら ３分３５秒０１
２年女子１００ｍ背泳ぎ ８位 田中杏実 １分３６秒４０
２年女子１００ｍバタフライ ７位 谷廣初奏 １分３１秒３１
女子４×100ｍフリーR ５位 井元胡春・松原和凛・谷廣初奏・

松原花埜子 ５分０６秒６７
女子４×100ｍメドレーR ５位 井元胡春・松原和凛・谷廣初奏・

松原花埜子 ５分５６秒９９
男子総合７位 女子総合５位 男女総合７位

バレーボール男子 ３位
バレーボール女子 ２回戦敗退
ソフトテニス男子 県大会出場 ベスト１６ 河合勇弥・村田快斗

ベスト３２ 吉田創太郎・西原 隼 、田代和誠・小名公希
ソフトテニス女子 団体 １位 団体と2ペア県大会出場

９位 藤本乙花・永野陽愛 ９位 奥山美咲・植田華奈絵

卓球女子 ベスト４八尾優里奈 県大会出場
ベスト１６堀江桜花・田中優

ハンドボール男子 ３位
ハンドボール女子 準優勝 県大会出場
軟式野球 １回戦敗退

東播中学校駅伝競走大会 女子８位 県大会出場

お知らせとお願い ～山手まつり実行委員会より～ 地域のために動いてみませんか？

2022年10月31⽇（月）

2022年10月15⽇(土)〜10月16⽇(⽇)


