
地域情報
掲載希望は毎月15日迄に事務局までメールかFAXで
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活 き る
『 エリザベス女王と最後のお別れ 』

　エリザベス女王の棺に最後のお別れをしようと長い行列ができま

した。世界中の人々に愛されたエリザベス女王の国葬は、９６歳で亡

くなられた女王の年齢に合わせて９６回の鐘が鳴り響き、厳かに始ま

りました。女王の棺は海軍の砲車に載せられウェストミンスター宮殿

から寺院へ運ばれていきます。女王専属のバグパイプの哀悼曲が心に

悲しく響きました。

　ウェストミンスター寺院は女王の戴冠式や、結婚式が行われた寺院

で、その美しい柱や天井に圧倒的な荘厳さを感じました。

　棺の上に飾られたお花は、女王の希望で女王のウエディングブーケ

から育てられた小枝のマートルや、バッキンガム宮殿で摘み取られた

お花をアレンジされたそうです。そのピンクや赤のかわいらしく上品

なお花は、エリザベス女王ご自身を表しているようでした。

　女王の魅力は、007 やパディントンに登場するユーモアのあるチ

ャーミングなところ、そして笑顔が素敵で、ファッションが洗練され

ていたところです。

　昨年亡くなった夫のフィリップ殿下が待つウィンザー城の聖ジョ

ージ礼拝堂の一角に一緒に埋葬され、永遠の眠りにつかれました。

ご冥福をお祈りいたします。

　さて、次に続く新国王チャールズ３

世には、どのような期待をもてばよい

のでしょうか・・・・・

　　　　　　　　人間塾生　前川育子

イベント・展示会・セミナーは新型コロナウィルスの関係で、急遽中止や延期になるこ

とも予想されますので、参加予定の方はそれぞれの問合せ先にお願い致します。

日時：10月2日(日)15:00～(14:30開場)

会場：芦屋ルナホール

料金：6,000円(全席指定)当日500円up

主催：HIMEJIパリ祭公演事務局

　　　　　079-227-9166

後援：認定NPO法人コムサロン21 他 

会員の大西秀樹さん情報

高砂市　
市ノ池公園楽市楽座

日時：10月16日(日)9:00～15:00

会場：高砂市市ノ池公園

主催：市ノ池公園楽市楽座実行委員会
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パソコンクラブ

絵本セラピー
　　　　サロン

ぷち た ぷちC

C

C
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出逢いません課
「星空BBQ婚」

C

ぷち た ぷちC

ぷち た ぷちC

ぷち た ぷちC

ぷち た ぷちC

ぷち た ぷちC
　お城のそうじ
　　≪第373回≫
C

シニアフエルト
   　手芸グループ

C

人間塾C

ビギナーズ
　　ゴルフサロン

C

®
播州弁研究会C

着付けサロンC

姫路
マザーハーブの会

ぷち た ぷち 飾磨C

ホームページ

コムサロン21会員様へ
コムサロンでサロン活動しませんか？
あなたの地域貢献の場です。事務局がお手伝いします
ぜひ、お問い合わせください。

播磨在住の皆様へ
コムサロン２１のネットワークが応援します。
企業、NPO、弁護士、会計士、税理士、社労士、行政書士、
市議会議員、なんでもご相談ください。
専門家をご紹介します。
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NEWS

LINE InstagramFacebook

誰もが輝く未来のために

２０２２

コムサロン２１の活動情報をお届けします

お城のそうじ
　　LINE

25 26

　亀山御坊楽市楽座
　　≪第237回≫

C

ぷち た ぷちC センスアップサロンC

NPO・ICT相談日C

災害ボランティア
　　　支援研究会

C

西播磨初のがん患者会

“はまなすの会例会” 情報

高齢者の腎不全のための
　　　「保存的腎臓療法」
～人工透析をしない選択も考えてみませんか～

講師：田村　亮 氏
　（姫路聖マリア病院　内科医師）

日時：10月16日(日)14:00～

場所：太子町　立岡公民館　2階

参加費：一般300円　会員100円

申込・問合せ先：はまなすの会事務局
　　　　　079-277-2764

①お姫様

ＩＣＴセミナー
「LINEを使った新しい
つながりのかたち」
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シニアフエルト
   　手芸グループ

C

LINEを使って、グループ
作成、アルバム作りなど
新しいつながりを学びま
した。

「PIZZAづくりで GET YOU」
11月13日(日)婚活バスツアー
三木市の西山
牧場に行きま
す。
全国の独身男女
大募集！

〒670-0923　兵庫県姫路市呉服町48　
　　　　　　　　　大手前通りハトヤ第一ビル5階　
　　TEL 079-224-8803　FAX 079-224-1553
       E-mail info@com21.or.jp

発行・お問い合わせは：

認定特定非営利活動法人コムサロン21

がんメディカルサロン
「はまなす」

C

10 11

ぷち た ぷちC

筆サロンC

≪スポーツの日≫

C

姫路城にお姫様ボランティアが登場します！ お姫様が姫路城内に登場し、観光客ご自身のカメラ・
スマホで記念撮影をいたします。（無料）

☆ピンクリボンひめじスマイルプロジェクト2022
　　10月1日(土)姫路城がピンクにライトアップ！

　　ピンクスカイランタンをあげます。

婚活バスツアー

生きがい寄席C

29

31
ぷち た ぷちC

HYOGO
シャンソン・ミュージカル

＆レビューショー 10

会員の千城恵さん Kei Music Street 情報

　出逢いません課
「宍粟で森林婚！」
C

生きがい亭落語サロンC

≪お姫様登場！≫

≪お姫様登場！≫

①
②

②前回のお姫様登場の時の撮影の様子

【お姫様登場日】10月23日(日)・30日(日)
　　　　　　　　11月3日(木・祝)・6日(日)・13日(日)・20日(日)・23日(水・祝)・27日(日)

ひょうごユニバーサルツーリズム
相談コンシェルジュ育成プログラム

ユニバーサルツーリズム
大手前通りマップ作成のための調査

　【兵庫県事業】
プログラムの一環で
9月9日(金)兵庫県但
馬にてアウトドア用
車椅子取扱体験の実
務講習会が開催され
ました。この車椅子
は、海に入ることが
できます。1年かけ
て研修します。

【ひょうごボランタリー
　プラザ基金助成事業】
今年度は助成を受けて
「ユニバーサルツーリズ
ム大手前通りマップ」を
作成します。第1回目の
調査を8月30日に開催し
ました。車椅子の方々と一
緒に大手前通り、みゆき通
りを歩いてみました。

☆日本精神衛生学会　第38回大会
　　『社会的孤立と心の健康』

　　10月29日(土)～30日(日) 神戸市看護大学にて

☆KHJ全国大会 in 兵庫
　　～KHJ全国ひきこもり家族会連合会・実践交流研修会～

　　11月5日(土)・6日(日) アクリエひめじにて

☆姫路食博2022
　　11月25日(金)～27日(日) 大手前公園にて

☆コムサロン21忘年交流パーティー
　　12月2日(金) 中国料理 新北京にて

　告知

　告知

　告知

日本の景色

トレス展2022・鹿間厚次郎展

会員の今里朱美さん情報

日時：10月11日(火)～16日(日)
　　　10:00～17:00
(11日は14時から・16日は15時まで)

会場：イーグレひめじ地下1階

　　　　第3展示室・特別展示室

後援：姫路市・姫路市教育委員会

【ピンクリボン】

【ぼうさいこくたい2022】
　　　⇒23日まで

【日本精神衛生学会】
　　　⇒30日まで

コムサロン21
健康交流ゴルフコンペ

C

☆ぼうさいこくたい2022 in 兵庫
　　10月22日(土)～23日(日) 兵庫県神戸市にて

☆姫路港ふれあいフェスティバル
　　10月23日(日) 姫路港飾万津臨港公園及びその周辺

うまいもん食談議C


