
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

学びの掲示板 な か ま と ま な ぶ 「 新 舞 踊 」

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や大久保病院、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。

2021年度のまとめの時期を迎えました。コロナの影響で皆様の生活
は一変し、生活しづらい日々をお過ごしの事と存じます。誰にも先の事は分かりませ
んが、コロナと向かい合い細心の注意を払いながらも日常生活も普通通りの生活
リズムで日々対処していくしかないように思います。

大久保北コミセンも今年度は大きなイベントは昨年同様に中止になりました。
来年度につきましては状況次第ではありますが、健康講座・健康まつり等を大久保病院様の
ご協力で進めて行けるのではと期待をしています。このご時世、健康管理の事については皆様
関心をお持ちの事と思います。
明るい気持ちで前向きに、困ったことがあれば地域で助け合いこの難局を乗り越えていこうでは
ありませんか。今後ともご協力の程宜しくお願い申し上げます。

大久保北コミュニティ・センター
運営委員長 山南 茂

ご あ いさ つ

事務室より 大久保北コミセンを集いの場に！

わたしたち大久保北コミセンの職員で本年のめあてを話し合いました。もっとたくさんの方にコミセンに来て
いただきたいという気持ちを込めて、「大久保北コミセンを集いの場に！」としました。話し合いの中で、地域に
お住まいの皆さんは、コミセンの使い方等ご存知ないのではないかという意見が出て、わかりやすい
パンフレットを作成することにしました。
コミセンは、市民の皆さんに手軽に使っていただける施設です。部屋を予約していただくとご利用でき
ます。使用する料金も他施設とくらべると低く設定しています。
サークルに入っていただく方法もあります。現在、文化系3、体育系18の21サークルあります。
また、毎月2、3回市民講座を開催しています。様々な年代の方に来ていただけるように計画していま
す。大久保北中学校の生徒さんが講師になる講座も実現したいと考えています。お好みの講座があり
ましたらお申し込みください。
60歳以上の方は、「あかねカレッジライトコース」に申し込んでいたくと市内13コミセンで開催される
講座を受けていただくことができます。2022年度は、3/1からお申し込みいただけます。
地域の皆さん、是非大久保北コミセンに来てください！職員5名で力を合わせて、皆さんに気持ちよく使って
いただけるよう頑張ります。

新舞踊は大正時代にできた日本舞踊のジャンルのひとつです。BGMに歌謡曲
や演歌、民謡、小唄などの短い曲を使い、その曲に家元が独自の振り付けで舞台

で踊る歌謡舞踊で、現代では「新舞踊」「新日本舞踊」「創作舞踊」などと呼ばれてい
ます。大久保北コミセンの新舞踊サークルは、日本民謡研究会の流れをくみます。

「（踊りを覚えるために）頭を使う」「（きれいに踊るために）身体を動かす」「華やかな
着物を着る」この３つが新舞踊の楽しみです。
また、春と秋の発表会と明石市芸術祭では、明石市民
会館の舞台で踊りを発表します。きれいな着物を着て、
大きな会場のステージで、ライトを浴びて踊ることが
一番の魅力です。
「踊り」と聞くと敷居が高いと感じる方もおられるかもし
れませんが、案外どなたでも楽しめると思います。
お着物はお貸しすることもできます。
若い方も大歓迎です。私たちと一緒に新舞踊を楽しみ
ましょう。お待ちしています。

大久保北コミセン
パンフレット

２０２２春号

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。



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：５月８日(日)、２２日（日）、２９日（日）
各日とも10：00～12：00

●参加料：無料
●定 員：小学生以上、一般市民 ２０名
●持ち物：サインペン、ボールペン、２B鉛筆、

下敷き用ノート、上履き、マスク

★受付開始日：４月１２日（火） ９：００～

きれいに書こう！
ペン習字教室

講師/⻄海 白悠 伊野 桂水

５/８
(⽇)

●日 時：５月２１日(土)14:00～15:00
５月２８日(土)14:00～15:00

●参加料：無料
●持ち物：筆記用具、上履き、マスク

★受付開始日：５月６日（金） ９：００～

健 康 講 座

講師/ 大久保病院

５/２１
(土)

●日 時：６月２日(木)、９日(木)、１６日(木)
各日とも１3：30～15：00

●参加料：無料
●定 員：２０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：５月１０日（火） ９：００～

ヨガ入門教室①②③
講師/池上 一葉

６/２
(木)

市 民 講

５月～６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3/25(金)で
時間は13:50～14:30です。

６/９
(木)

６/１６
(木)

大久保病院さんによる春の健康講座です。
ここ２年コロナの影響で中止になってしまいま
した。今年度もコロナ感染第６波で微妙な状況
ですが、地域の皆さんの健康のために何とか開
催したいと考えています。詳しい内容につきま
しては、大久保北コミセンに掲示します。回覧
板でもお知らせする予定です。

ヨガは身体が柔らかくないとできない？
実は、そんなイメージは、誤解です。
呼吸・ポーズ・瞑想の調和によって、心と身体の
バランスを整えて、気持ちを安定させるのがヨガ
本来の目的です。姿勢の改善や体力の維持にも繋
がるので、健康やダイエットのためにも役立ちます。
ヨガは、どんな方にとっても心身ともに良い影響

をもたらしてくれます。
是非、気軽に参加していただき、ヨガの魅力を味

わってください。

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。

５/２８
(土)

美しい手書き文字は一生の財産！
一字一字ていねいに書くことが人の心を

捉えます。これこそが手書き文字の魅力です。
新しい学年が始まり新しいノートを前に、「今年はき
れいに書こう」「ていねいに書こう」と思っている子ど
もさんもたくさんいると思います。そんなときだからこ
そ親子でペン習字を学んでみませんか？
大人の方だけの参加も大歓迎です。

ご存知ですか？ 「みんなの給食」

５/２２
(⽇)

５/２９
(⽇)

明石市では、65歳以上のひとり暮らし
の方を対象にみんなの給食事業を実
施しています。1人1回400円です。
コミセン事務室(935-3588)にお申し込み
ください。みなさんの参加をお待ちしています。

※2022年度は5月からスタートです。詳しくは事務室まで

●山手小学校前バス停



明石の海
〜ウミガメが産卵できる砂浜に〜

５/１８(水) 13:30～15:00

講師：大鹿 達弥
(マリンピア神戸さかな

の学校 校長）

元気をお届け！
80歳の現役介護士が伝える

「毎日の楽しみ方」

講師：興津 一博
(介護士、元機関士)

６/８(水) 10：00～11：30

講師：黒崎 輝美
（健康医科学協会会員、健康支援トレーナー）

６/１５(水) 13：30～15：00

アクティブシニアの
健康づくり

講師：山口 泰雄
(流通科学大学特任教授)

毎日をもっとご機嫌に！
ポジティブ心理学講座①
～感情マネージメント編～

５/２６(木) 10:00～11:30

講師：弘中 明子
(RCA認定コミュニケーター)

５/１４(土) 10:00～11:30

大久保北の歴史を学ぶ
～フィールドワーク光觸寺～

５/１２(木) 10：00～12：00

講師：井上 茂機
(明石シニアカレッジ)

22-08-001 22-08-008

22-08-010 22-08-002 22-08-009

22-08-011

頭脳はつらつ講座PARTⅡ

ライトコース各講座の受付開始日
４月１５日（金）９時～ ※先着順

22-08-007

22-08-003 光觸寺は平安時代後期に開山されました。
明石の昔話に出てくる「左巻き地蔵」の
祠があります。また、本堂と屋根瓦は市
内最大で格式を偲ばせる寺院です。
まずコミセンに集まり、現地へ出かけて
学びます。歩いて10分弱です。

講師：大久保北コミセン

ライトコースの受講の仕方や心構えをお伝えします。
必須です。ご都合の良い日を選んでお申し込みください。

「毎日が楽しい」「昔の経験も今の経験
もすべてつながっている」と話す興津さ
ん。日々を新たな気持ちで迎える興津さ
んの「毎日を楽しむ秘訣」をお話しいた
だきます。

明石で産まれた子ガメはメキシコ沖ま
で１万キロの旅をして、また産卵に
戻ってきます。海ガメが安心して産卵
できる砂浜とは？実態をお話しします。

ドキドキ・ワクワクしてい
ますか？楽しく身体と頭を
使って、脳の活性につなげ
ます。いつまでも若々しく
元気に暮らしましょう！

４/１４(木) 10：00～11：30

６/１ (水) 10：00～11：30

５/６ (金) 10：00～11：30

22-08-004

22-08-005

22-08-006

ポジティブ心理学は、人の幸せを追求し、
力を発揮させる学問です。あなたの機嫌が
悪くなる本当の理由を探り、自分が毎日ご
機嫌に過ごせる時間を増やします。

毎日をもっとご機嫌に！
ポジティブ心理学講座②

～コミュニケーション編～
６/２３(木) 10：00～11：30

講師：弘中 明子
(RCA認定コミュニケーター)アクティブシニアとは、「健康的・主体的・

活動的な生き方を実践している中高年」
のことです。ここでは、健康づくりのため
の運動(ストレッチ・ウォーキング等)と食
生活のポイントをわかりやすくお話しま
す。

パートナー、子ども、親など、近しくなれば
なるほど、こじれやすくなるコミュニケー
ション。上手に思いを伝えるコツをとこじれ
にくくするためのスキルをお伝えします。

2022年度 入学案内

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」。2022年度のあかねカレッジ
は２つのコースが開講されます！

オリエンテーション

４/６ (水) 10：00～11：30

必須
です

申込・受講場所：市内13の中学校コミセン

自分の興味や関心に合わせて、300以上の講座の

中から好きなだけ受けることができます。自宅か
らのオンライン受講ができる講座もあります。

受講する
には…

申込：あかねカレッジコーディネートセンター
受講場所：ウィズあかし（アスピア明石）

①入学願書をコミセンへ持参
②オリエンテーションを受講
③講座を選択して申込⇒講座受講！

好きな学科を１つ選び、１年かけて学んでいきます。

【開講予定学科：ボイス学科、花づくり学科、

あかし地域学科、健康づくり学科、サイエンス学科】

申込・問い合わせ先 TEL 078-918-5415
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。



大久保北中学校の掲示板

東播地区新人体育大会結果
【水泳部】
１年４００m自由形 第３位 衣笠樹生 ６分１５秒３４
２年１００m背泳ぎ 第３位 寺西諒太 １分１４秒１９
４００mリレー 第２位 前田秀翔・森本太心・寺西諒太・石田慶志

４分１４秒７４
４００mメドレーリレー 第２位 寺西諒太・石田慶志・前田秀翔・

森本太心 ４分５２秒６６
２年４００m自由形 第２位 眞鍋歩佳 ６分９秒８７

第３位 瀧彩咲望 ６分１１秒４８
４００mメドレーリレー 第３位 藤田菜々華・松本沙優・高橋唯・

伊藤夕凛 ５分４６秒２１

【陸上競技部】
共通男子１１０mﾊｰﾄﾞﾙ 第８位 梅田北斗 １９秒１４
走幅跳び 第８位 楞野陽斗 ５m１４
三段跳び 第５位 廣長 凌 １１m００

第６位 鈴木悠聖 １０m８６
四種競技 第５位 岡村卓和 １１１４点

第７位 向井利旺 ８２４点
２年生男子１００m 第１位 前坂孟毅 １１秒８４
共通女子走り高跳 第４位 社本朋花 １m３５
２年生女子１００m 第６位 池田咲結菜 １３秒６２
１年生女子１００m 第８位 谷山七海 １４秒０３

【野球部】
２回戦 対宝殿 4-11

【男子バスケットボール】
準優勝 対望海 68-71 県大会出場

【男子ハンドボール部】
準優勝 対松陽 22-29 県大会出場

【女子ハンドボール部】
第３位 対大久保 県大会出場

【男子ソフトテニス部】
団体 1回戦 対宝殿 1-2

個人 ３回戦 髙橋一史・古川月登ペア
西田優斗・吉村朔斗ペア

２回戦 川崎悠介・石田陽琉ペア

【女子ソフトテニス部】
団体 準優勝 畑 樹・川﨑莉亜ペア 天水咲友・清水愛理ペア

戸田娃花・丸尾結花ペア 県大会出場
個人戦 第３位 畑 樹・川﨑莉亜ペア 県大会出場

第９位 戸田娃花・丸尾結花ペア 県大会出場
初戦敗退 奥山美咲・植田華奈絵ペア

【男子バレーボール部】
１回戦 対中部 0-2

【男子卓球部】
団体 予選リーグ敗退

【女子卓球部】
団体 ベスト８
個人 ２回戦負け 阿部愛生

２回戦負け 竹内玲奈

【バドミントン部】
準優勝 屋冝海靖 県大会出場

地域の皆様におかれましては、日頃より本校の教育活動にご理解とご協力を賜り、
誠にありがとうございます。皆様のおかげを持ちまして、新人体育大会を選手のみん

なは頑張り抜きました。その中で、たくさんの成果をあげてきております。また、悔し
い気持ちも持っております。実力が出せた部活は更にレベルアップを目指して、惜しくも実力を出せ

なかった部活は夏の総体に向けて「今度こそは」と日々努力を重ねています。コロナ禍の中、各ご家
庭の多大なるご協力のもと、ここぞという時に伸び伸びとプレイできるように、心と身体を鍛えて頑張
ります。今後もどうぞよろしくお願いいたします。

この度、僕たち大久保北中学校男子バスケットボール
部は、兵庫県中学校バスケットボール新人大会で優勝
することができました。日頃から、声を出すことを意識
しながらチームの団結力を高め、チーム一丸となって
練習を頑張ってきました。
そして、日々僕たちのために熱心にご指導いただいた
先生や、僕たちを陰で支えサポートしてくれた保護者の
方々に感謝しています。
今後は、夏の総体に向けて細かな技術や県優勝とし
てのプライドを持って、これまで以上に練習に励みたいと思います。

総体では、兵庫県大会で勝ち上がり、近畿大会、そして全国大会につなげていきた
いです。

中西 蓮獅 杭田 遼人

㊗男子バスケットボール部県大会優勝！�

大久保北中学校 校 長 山 脇 裕

横断幕が正門横に！


