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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、締切り。
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●日 時：2月10日(水) 9:30～11:30
●参加費：無料
●定 員：30名
●持ち物：筆記用具、上履き
★受付開始日：１月２２日（金） ９：００～

アドラー心理学から学ぶ

活き活きしたセカンドライフを実現する方法

「相手を変えようとしない」「自分自身が人生を決
めている」など、アドラー心理学の考え方から、活
き活きしたセカンドライフを実現するヒントを学び
ます。

講師/川原 啓治(日本アドラー心理学会正会員)

2/10
(水)

２/３
(水) 人前で話すポイントをつかむ

●日 時：2月3日(水) 9:30～11:30
●参加費：無料 ●定 員：20名程度
●持ち物：筆記用具、上履き

★受付開始日：１月９日(土) ９：００～

講師/望月 康恵(ステージコーディネーター)

元気いっぱいの初代NHK歌のお姉さんが、人前
で話す時のポイントを歌や演奏を交えながら、明
るく楽しく伝授してくれます。お楽しみに。

あかねが丘学園共催講座(オンライン形式)

薬膳っておもしろい(全3回)

薬膳って何？ 薬膳を知って、
体の中からパワーアップ！

講師/坂野 美津子

2/4.18
25(木)

●日 時:2月4日(木) 2月18日(木)
2月25日(木)     10：00～1１：30

●参加費：無料
●定 員:1５名（３回とも参加できる方のみ）
●持ち物：筆記用具、上履き

★受付開始日：１月14日（木） ９：００～

ギターとオカリナ

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。
癒されてください。

講師/小田 眞一・小田正子

2/17
(水)

●日 時：２月1７日(水) 9：30～11：０0
●参加費：無料 ●定 員：３０名

★受付開始日：１月２３日（土） ９：００～

希望を持って‼
望海校区の皆様「明けまして、おめでとうございます！」。昨年はコロナ禍の中、感染拡大防止に努

め、コミセン活動にご支援ご協力を賜りましたこと、職員一同、厚くお礼申し上げます。
さて、２０２１年は「辛丑（かのとうし）」。我慢強く粘り強い丑年生まれの人のように、コロナには
頑固に立ち向かい、日々、健康で明るい生活が出来るよう共に頑張っていきましょう。また、コミセン
の催しにもご参加ください。皆様にとっていい年になりますよう、心からお祈り申し上げます。

望海コミュニティー・センター 所長 南谷 教夫



望海コミセン ２月～３月開催予定の講座情報

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、締切り。

知って得するパソコン講座(全3回)

講師/宮本 政二、安川裕人、大濱 正則

インターネット・ワード・エクセルの
基礎を３回で学びます。

３月開催予定

●日 時：3月10日(水) 10:00～11:30
●参加費：無料
●定 員：30名
●持ち物：筆記用具、上履き

★受付開始日：２月１３日（土） ９：００～

子育てメンタル講座

「ほめず、叱らず、勇気づけ」、「子どもと親の課題
を分けること」など、アドラー心理学の考え方は、”
自信が無い…つい怒ってしまう”など子育ての悩み
解消に役立ちます。

講師/川原 啓治

(日本アドラー心理学会正会員)

3/10
(水)

３/３
(水) シニアの装い

～若さを保つファッション～

●日 時：3月3日(水) 9:30～11:30
●参加費：無料 ●定 員：20名程度
●持ち物：筆記用具、上履き

★受付開始日：２月１２日(金) ９：００～

講師/見寺 貞子(神戸芸術工科大学 教授)

神戸芸工大学教授が、高齢者や要介護者の社会
参加を促すための機能的でおしゃれなファッショ
ンを提案します。

あかねが丘学園共催講座(オンライン形式)
３/6.13
27(土)

★講座に参加される方は
以下の点にお気をつけください★

①発熱や咳などの体調が優れない方
(37.5℃以上の方は受講できません)

②マスク非着用の方は受講をお断りします。
③コミセン入館時、手指のアルコール消毒をして
ください。

④早くから来館せず、終了後は速やかに退館し
ください。（受付開始は15分前より）

⑤近距離での会話、大きな声を出すことはしない
でください。

⑥マスクやティッシュなど、ゴミは全てお持ち帰り
ください。

コミセンをご利用の方は、自宅で体温を測ってからお越しください。
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コミセンへの来館は、徒歩か自転車でお願い

します。 当コミセンはJR西明石駅東口改札

から徒歩５分程です。

お車で来館される方は、近隣のコインパーキ

ングをご利用ください。

コミセンからのお願い

●日 時：３月6日（土） ３月１３日(土)

３月２７日（土） １４:０0～1６:00
●参加費：１００円（資料代）
●定 員：１５名
●持ち物：Windows10以降のノートパソコン持参

★受付開始日：２月６日(土） 9：00～



講師/ 瀬田 慶太郎論語と漢詩

参加者のこえ（講座内容）
李白や杜甫の漢詩を鑑賞
し、一緒に朗読する。 ・論語や漢詩に興味があったが、今回の講座で

その読み方を習い、大変意義深かったです。
・ゆっくり丁寧な講義でよく理解できました。もっと
勉強してみたいと思いました。

・どのページも深く心に響きました。これからは、
これらの言葉の意味を繰り返し問いて生きたいです。

・分かりやすく解説して頂いたので漢詩を身近に感じ
ました。論語は生活の中でも役立つものと思います。

望海コミセンではこれまでにこんな講座を開催ました！

講師/矢方久美・高野哲司草木めぐり

参加者のこえ（講座内容）
明石公園内の、剛の池西岸、
子どもの小川、千畳芝付近
の湿地等で草木の観察、解
説、高野先生の即興俳句を
楽しむ。

・自然の中、小さな草花のかわいらしい姿に目を留める
ことの楽しさ、ありがとうございました。

・水で種が動くからす麦、こぶしの種の不思議に感動
しました。

・雨の日には雨の日ならではの植物の姿に感動しました。
・ほんの少しですが、私なりの感性が芽生えたように
思います。

講師/ 島 守人知って得する！パソコン講座（全３回）

（講座内容）
ワードとエクセルの基本を
学ぶ。

参加者のこえ

・基本的な事から、詳しく丁寧に教えて頂き非常に良
かったです。

・独学でパソコンを利用していたので、より深く理解
することができました。

・直接講師の方に聞け、わかりやすい説明で大変良
かったです。

・ワード、エクセルの基礎を改めて確認できました。

講師/ 矢方 久美・高野 哲司

講師/ 大橋 有加

参加者のこえ（講座内容）
元飼育員の先生が動物園
の歴史や役割などをお話
される。

・内情等を聞けて面白かったです。一度動物園に
行ってみたいと思いました。

・行動展示・ペンギンの散歩や、ライオンとキリン
を電柵越しに展示していて凄いなと思いました。

・人間が良かれと思って動物に接しては駄目な事等、
考えさせられました。

・童心に帰って動物の話を楽しく聞かせてもらいました。

動物園に行きたくなる話



望海コミセン サークル登録団体一覧 活動日・時間の紹介（令和2年度）

団 体 名
活 動 日

第～週 曜 時 間 帯

1 明石柔友会 1･2･3･4･5 日 9:30～12:00

2 明石合気道 1･2･3･4･5 日 13:00～16:30

3 Happy Go Luckies!!(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ) 1･2･3･4･5 火 18:30～20:30

4 スカッと（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ） 1･2･3･4･5 火 18:30～20:30

5 ヨガ・ストレッチ体操サークル 1･2･3･4･5 水 9:30～11:00

6 望海ひまわりフラダンス 1･2･3･4 水 13:00～16:00

7 望海柔道クラブ 1･2･3･4･5 水 18:30～20:30

8 望海綱引きクラブ 1･2･3･5 水 18:30～20:30

9 レイコーズ(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ） 1･3･4･5 水 18:30～20:30

10 ストイッカー(バドミントン） 2･4 水 18:30～20:30

11 望海健幸体操 1･2･3･4･5 木 9:30～12:00

12 さくら卓球 1･2･3･4･5 木 13:00～15:15

13 望海バドミントン 1･2･3･4･5 木 18:30～20:30

14 CK社交ダンスファミリー 1･2･3･4･5 木 19:00～20:30

15 神明F－Volley 1･2･3･4･5 木 18:30～20:30

16 望海卓球サークル 1･2･3･4･5 金 9:30～12:00

17 想拳塾(空手） 1･2･3･4･5 金 18:30～20:30

18 望海バレーボール 1･2･3･4･5 金 18:30～20:30

19 ｼﾙﾊﾞｰｽﾀｰｽﾞ(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ） 1･2･3･4･5 金 18:30～20:30

20 合気道同好会 1･2･3･4･5 土 13:00～16:30

21 空手道同好会 1･2･3･4･5 土 18:30～20:30

22 望海合氣道会 1･2･3･4･5 土 19:30～20:30

23 BOUZ(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ) 1･2･3･4･5 土 18:30～20:30

24 STAR CATS(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ) 1･2･3･4･5 土 18:30～20:30

文化サークル（17団体）

体育サークル（24団体）

団 体 名
活 動 日

第～週 曜 時 間 帯

1 明石望海マジッククラブ 1・3 日 10:00～12:00

2 ガールスカウト兵庫県第60団 1･2･3･4･5 日 9:30～12:00

3 望海なつメロ同好会 1･2･3･4･5 日 13:00～16:30

4 望海パソコンクラブ 1･2･3･4･5 火 9:30～12:30

5 望海ハーモニカサークル 1･2･3･4･5 火 13:00～16:00

6 パッチワークサークル 1･3 火 13:00～16:30

7 書道サークル 1･2･3･4 火 13:00～16:00

8 子供書道サークル 1･2･3･4 火 17:00～19:30

9 和服リフォーム 2･4 水 9:30～12:00

10 阿波踊り『海峡連』 1･2･3･4･5 水 18:30～20:30

11 望海なでしこグループ 1･2･3･4 木 13:00～16:00

12 明石囲碁会 1･2･3･4･5 木 13:00～16:30

13 明石ESS 1･2･3･4 木 18:30～20:30

14 カトレア望海歌謡サークル 1･2･3･4 金 9:30～12:00

15 リコーダー・アンサンブル望海 1･2･3･4･5 金 9:30～12:00

16 童謡唱歌の会「わらべ」 1･3 金 13:00～16:00

17 洋画サークル｢望」 1･2･3･4 土 13:30～16:30


