
大久保北コミセンＮＥＷＳ
〒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

２０２１年度冬号

学びの掲示板

見学や1日体験、入会等ご希望がありましたら事務室(078-935-3588)までお知らせください。

な か ま と ま な ぶ 「 大 久 保 北 B . F . C 」

大久保北コミセンＮＥＷＳは、回覧でご案内しています。ご希望がありましたらコミセン事務室前に出しておりますので
お取りください。大久保市民センターと大久保病院、小学校コミセン(大久保小、山手小)、厚生館(松陰、西大窪)にも置
いていますのでご利用ください。
また、明石市ホームページを検索していただきホーム＞子ども・教育＞生涯学習＞コミセン情報紙でご覧になれます。

な か ま と ま な ぶ 「 西 脇 ク ラ ブ 」

１０月に入り、ようやく緊急事態宣言が解除されました。「久しぶり、元気やったあ？」と皆さんの明
るくて元気な声がコミセンに戻ってきました。まだ活動に制限がありますが、感染防止に留意しなが
ら、大久保北コミセンが地域の皆様の集いの場となるよう努めたいと考えています。（事務局）

大久保北B.F.Cは、皮ボール9人制ママさんバレーボールチームです。大久保北コミセンができた頃からある伝
統あるチームです。かつては全国大会出場経験もある強豪チームでしたが、メンバーも入れ替わり、現在は幅
広い年齢層の18名が、大会を目標に毎週火曜日18：30から練習をしています。

身体を動かして汗をかくと嫌なことを忘れて爽快な気分になります。バレーボールの経験者
もいますが、このチームに入ってバレーボールを始めた人もいます。大久保北中学校区にお
住まいで、運動したいなと思っておられる方、わた
したちと一緒にバレーボールを楽しみませんか？
新入部員大歓迎です！
今後コロナが落ち着い
たら親睦の会も計画して
います。
バレーボールクラブの
活動を通して、会員間の
絆を深め、ますます素敵
なチームになることを
目指しています。

大久保北健康まつりは、今年度もコロナの影響で中止になりました。
来年度は実施できることを願っています。

西脇クラブはゴムボールの9人制バレーボールチームで、サークルになって7年目です。明石
市高校七校PTAバレーボール大会でお友だちになった人たちや中央体育会館で行われる

バレーボール教室で知り合った人たちが集ったチームです。その後はお友だち
の友だちが入部し、現在会員数17名です。市内のいろんな所から集まっている
ので試合には、参加していません。
会のモットーは、 「自由」というこ
とで、クラブの皆さんにお聞きする
と全員「自由で楽しい」とおっしゃい
ました。練習メニューも自由で、２つ
に分かれてラリーを楽しむ、遅れて
きた人はどちらかに入る。
そのゆるさがたまらなく楽しいのだ
そうです。「ゆるく」「自由」で楽しい
チーム、目標は「80歳になっても
続けられるバレーボールチーム」
です。



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。

●日 時：３月３日(木)
10：00～12：00

●参加料：５00円(但し材料費として)
●定 員：20名
●持ち物：筆記用具、上履き、マスク

★受付開始日：２月１５日（火） ９：００～

多肉植物の寄せ植えをしよう
講師/山本 真理子

３/３
(木)

●日 時：２月５日(土)10:00～11:30
●参加料：無料
●定 員：20名(小学生までの親子)

※大人おひとりでの参加もOKです。
●持ち物：筆記用具、上履き、マスク

★受付開始日：１月１８日（火） ９：００～

親子で聞きませんか？
動物園に行きたくなる話

講師/ 大橋 有加

２/５
(土)

●日 時：１月１３日(木)、２０日(木)、２７日(木)
各日とも１3：30～15：00

●参加料：無料
●定 員：１５名
●持ち物：タオル、ヨガマット(バスタオル可)、飲物

運動しやすい服装、上履き、マスク

★受付開始日：１２月２１日（火） ９：００～

ヨガ入門教室①②③
講師/池上 一葉

１/１３
(木)

市 民 講

１月～３月開催予定の講座

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！

コミセンからのお知らせ

☆移動図書館「めぐりん」

大久保北中学校正面玄関前に毎月一度
移動図書館「めぐりん」（約3000冊搭載）
が来ます。次回の巡回予定日は12/15(水)で時間は
13:50～14:30です。

１/２０
(木)

１/２７
(木)

「コロナ禍でなかなか行けない動物園で
すが、ちょっと『行った気分になれる』

楽しい時間をご一緒しませんか？」
元飼育員の講師が動物園の魅力を紹介し
ます。ぜひ親子連れでご参加ください。大久保北コミセンの人気講座です。

今年度は、5月と9月に講座を計画し、
たくさんの方からお申し込みをいただきました
が、どちらもコロナの影響で休講になってしま
いました。今回、講師の池上先生にお願いして、
３回のシリーズ講座になりました。
是非、参加していただきヨガの魅力を味わっ

てください。

※大橋先生は、横浜市立野毛山動物園で飼
育員・学芸員として勤めておられました。

多肉植物最大の魅力は、なんといっ
てもぷっくりとした可愛らしい姿。
多肉植物を愛してやまない講師が、
その魅力や育て方を語り、寄せ植え
を作ります。
皆さんも多肉ライフを楽しみましょ
う。
※講師の多肉植物愛は、ブログ
「みどりんの多肉」を見てください。

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。

２/１９
(土)

●日 時：２月１９日(土)10:00～12:00
●参加料：500円（但し材料費として）
●定 員：10組(4歳～小学生)親子
●持ち物：上履き、マスク

★受付開始日：２月１日（火） ９：００～

親子で作ろう！
100均素材でアクセサリー

講師/ Kelly

自分でデザインしたアクセサリーを身につけるの
はいかがですか？グルーガンやレジンを用いて
100均素材でアクセサリー作りをします。
親子で作るので楽しさ倍増です。



漁師

あ か ね カ レ ッ ジ ラ イ ト コ ー ス

明石の歴史
「西国街道を歩く魚住～西明石」
１/２７(木) 10:00～11:30

講師：井上 茂機

野鳥観察を始めてみませんか

講師：衣笠 誠一郎
(きぬがさマテリアルズ代表)

２/１０(木) 10：00～12：00

講師：神田 実代子
（健康医科学協会会員、健康支援トレーナー）

伝わる話し方

講師：桂 阿か枝(落語家)

SDGsの進め方～インクルーシ
ブなつながりづくりとは？～

２/１６(水) 13：30～15：00

講師：松岡 廣路(神戸大学教授)

新しいチャレンジの始め方

３/１０(木) 10:00～12:00

子午線、ギター担いで
歩き旅303㎞

２/３(木) 10:00～11:30
講師：藤本 明生

私にもできるボランティアの始
め方～きっかけは家族のため～

１/１４(金) 13：30～15：30

明石市にお住まいの60歳以上の方にススメ！

１/２５(火) 10:00～11:30

明石の天文
～宇宙138億年の旅～

１/１９(水) 13：30～15：00

講師：井上 毅
(明石市立天文科学館長)

21-08-051 21-08-052 21-08-053

21-08-045 21-08-054
21-08-046

21-08-050

３/１６(水) 13:30～15:00

筋力若返り講座

ライトコース各講座の受付開始日
１２月１５日（水）９時～ ※先着順

21-08-04421-08-049

138億年前にビッグバンで宇宙が始まり、
46億年前に地球が誕生しました。本講
座では宇宙の魅力を紹介します。

『SDGｓ（持続可能な開発目標）』を
平易に解説しつつ、われわれが、そ
れを進めるための方法についてお話
しします。「インクルーシブなつな
がりづくり」がポイントです。

どの仕事でも人前で話す機会があり、
そして伝える難しさを感じます。私も
その一人です。噺家になり、師匠五代
目文枝のそばで見聞きした、伝えるた
めの知恵をお話しします。それが伝わ
るかどうかは当日のお楽しみ。

《修了交流ワークショップのお知らせ》

もちもの

・筆記用具 ・スリッパ
・マスク着用
・学生ファイル

次の学びに出会うためのふり返り会を開催
～あなたのこれからの楽しみ方を考える～

ライトコースでどんなことを学んできましたか？

面白かった講座、驚きのあった講座など・・・自分の学びをふり返ることで、新しい興味や関心に

つながるヒントを見つけてみましょう！ ※当日は、学生ファイルを必ずご持参ください。

参加方法

お電話でお申込み下さい。
※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。

開催日時・場所
大久保北コミセン
講義室

①２/１８(金)10:00～

②３/２２(火)10:00～

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)

家族の看病をきっかけに、アロマの
持つ力と出会い、アロマテラピーで
地域や身近な人たちに笑顔の芽を届
けた福島さんの体験をお聞きします。

講師：徳永 義昭
（海苔漁師、ピアノ演奏家）

高校卒業以来、有明海の海苔漁師として
長らく働いてきた徳永さん。５０歳を過
ぎてからピアノに初挑戦。ピアノによっ
て生まれた出会いや世界の広がり、人生
の楽しみ方について、ピアノ演奏と共に
お話しいただきます。

7月の講座「散歩から始まっ
た鳥たちの観察記録～北池から届け
たいメッセージ」の衣笠誠一郎先生
が大久保北コミセンに来てくださり、
野鳥観察の方法を基礎から丁寧に教
えてくださいます。

ゾウも歩いたと伝わる西国
街道を尋ね、明石の良さを
見直しましょう。
※講義室での講義になります。

「七大陸ギター唄い歩き、
南極にて完結」の藤本さん
が子午線制定135周年を記念
して、子午線に沿って列島
を横断する歩き旅をされま
した。その旅の話をお聞き
します。

身体を動かすことが苦に
ならない「体づくり」を
目指します。一緒に心と
体の汗をながしましょう！

21-08-047

21-08-048



大久保北中学校の掲示板

水泳部 団体 男子総合 優勝
女子総合 第３位
男女総合 優勝

１００m自由形 第１位 寺西諒太 １分３秒２１
第４位 小西悠暉 １分７秒５２

１００m背泳ぎ 第１位 前田秀翔 １分１１秒３７
第２位 寺西諒太 １分１２秒２５

１００m平泳ぎ 第３位 石田慶志 １分１９秒５９
１００mバタフライ 第２位 前田秀翔 １分８秒1７
４００mリレー 第２位 ４分９秒８３

石田慶志・前田秀翔・寺西諒太・森本太心
４００mメドレーリレー 第２位 ４分４０秒９８

寺西諒太・石田慶志・前田秀翔・森本太心
４００mリレー 第３位 ４分５４秒９８

渡邊真央・眞鍋歩佳・伊藤夕凛・藤田菜々華
４００mメドレーリレー 第３位 ５分２９秒９４

藤田菜々華・松本沙優・高橋唯・渡邊真央

野球部 準決勝 対魚住 ３－４

サッカー部 準々決勝 対野々池 ０－２

男子バスケットボール部 優勝 対望海 ６６－５４

男子ハンドボール部 準優勝 対魚住東

女子ハンドボール部 優勝 対大久保 ２７－１５

男子ソフトテニス部 団体 準優勝
個人 ベスト４ 髙橋一史・古川月登ペア

ベスト８ 川﨑悠介・石田陽琉ペア
ベスト１６ 西田優斗・吉村朔斗ペア

明石市新人体育大会結果
女子ソフトテニス部 団体 優勝
個人 優勝 畑 樹・川﨑莉亜ペア

第３位 戸田娃花・丸尾結花ペア
ベスト１６ 奥山美咲・植田華奈絵ペア

男子バレーボール部 第３位

女子バレーボール部 ベスト８

男子卓球部 団体 第３位

女子卓球部 団体 第３位
個人 第１１位 阿部愛生 第１４位 竹内玲奈

陸上競技部 団体 男子総合 準優勝
女子総合 準優勝
男女総合 優勝

共通男子２００ｍ 第１位 前坂孟毅 ２３秒９５
共通男子４００ｍ 第１位 前坂孟毅 ５５秒７５
共通男子１１０ｍﾊｰﾄﾞﾙ 第２位 梅田北斗 １８秒１１
共通男子４００ｍﾘﾚｰ 第２位 ４７秒８８

梅田北斗・前坂孟毅・廣長 凌・山川恭矢
共通男子走り幅跳 第２位 廣長 凌 ５ｍ３８

第３位 楞野陽斗 ５ｍ２８
共通男子三段跳 第３位 廣長 凌 １１ｍ１７
１年生男子１００ｍ 第２位 山川恭矢 １２秒９２
共通女子２００ｍ 第２位 池田咲結菜 ２８秒７５

第３位 藤本 愛 ２８秒９７
共通女子４００ｍﾘﾚｰ 第１位 ５４秒１４

西村星那・谷山七海・池田咲結菜・藤本 愛
共通女子走り高跳 第１位 社本朋花 １ｍ４０
共通女子砲丸投 第３位 西村星那 ８ｍ６２
２年生１００ｍ 第２位 池田咲結菜 １３秒６１
１年生１００ｍ 第２位 谷山七海 １４秒０６

9/19(日)に体育大会を実施しました。生徒たちは学年のマスゲームやリレーに一生懸命取り組みました。緊急事態宣言中だっ
たので、無観客での実施となりましたが、生徒たちは集団で頑張る姿を見せてくれました。保護者や地域の皆さんにも見ていた
だきたかったです。また、10月に予定していた文化祭は、コロナの影響で芸術鑑賞会(和楽器演奏集団「独楽」)と北中作品展に
なりました。

文化部の活動紹介
吹奏楽部 部長 ２年 寺尾 美胡
吹奏楽部は、主に毎週月・火・木・金曜日の放課後と土曜日の午前中に音楽室や各教室で活動しています。部員は37名で
す。演奏できる機会に向かって日々練習に励んでいます。11月6日の定期演奏会で３年生の先輩方が引退し、新体制で不

安はありますが、パート内で教え合ったりして頑張っています。新型コロナウイルスの影響で、皆さんの前で演奏する機会は
少ないですが、もし機会があれば、是非わたしたちの演奏を聴きに来てください。

科学部 部長 ２年 河合 悠希
科学部は、毎週月・火・金曜日の放課後に理科室で活動しています。部員は26名です。主要な活動内容は、科学に関する

知識を深めたり、めずらしい実験をしたりするなど科学に関した活動をしています。その中でも、実験については、これまで
は、バスボムを製作したりダイラタンシー現象やスライム作り、時間がたくさんある時には葉脈標本を製作したり、家ではで
きないような実験をしています。また、科学への知識については、各班でテーマに沿って紙やパソコンにまとめ、発表してい
ます。このような活動を部員一人一人が全力で頑張っています。

英語部 部長 ２年 長谷川 玲奈
英語部は、毎週月・木・金曜日の週3回、主に2年4組の教室で活動しています。部員は合計22名が所属しています。活動内

容は、部活動専用の英語ノートを使用し、文法力や単語力を伸ばすこともあれば、リスニング力を鍛え、異国の文化を学ぶた
め、海外の映画を見ることもあります。また、毎年文化祭では、展示発表をさせていただいており、今年度は、世界で活躍し
ている人について調べました。この他にもいろいろな活動を通して英語に親しみながら、英語力を身につけることを目標に
日々楽しみながら活動しています。


