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■日 時／ 8月14日(月)　18:30～21:40
                     8月15日(火)　18:30～21:10 
■場 所／ 守部中通公園（地域総合センター南武庫之荘 北側）
　　　　  地域総合センター南武庫之荘　集会室

　夏の風物詩「南武庫之荘地域夏まつ
り」が 今年も開かれ、練習を重ねてき
た“子ども太鼓”や保育所児童による演
奏や踊りが披露されました。
　地元の伝統芸能「守部観音おどり」
や伝統河内音頭伝承者の河内家菊水
丸さんをゲストに迎えての盆踊りもに
ぎやかに繰り広げられ、暑い夏の夜を
みなさんが楽しんでいました。
　2日目はあいにくの雨となり、屋内で
の芸能大会となりましたが、会場はほ
のぼのとした温かい雰囲気に包まれて
いました。

■日 時／ 10月13日(金)　9:00～21:00
　　  10月14日(土)　9:00～17:00
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘

盆踊り教室 第38回 南武庫之荘地域
人権交流秋まつり

第7回 
和音祭 waotosai

実施済事業の報告

　夏まつりに向けて
盆踊りの練習を行
いました。
　練習に参加され
た方は、きっと本番
でも楽しく踊れたこ
とと思います。

■日 時／ 8月4日（水）、8日(火)、9日(水)
　　　　  いずれも19:00～20:00
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
　　　　  集会室／南館広間

　イベント・展示・模擬店な
ど盛りだくさん！
　詳しくはセンターだより
10月号でお知らせします。

■日 時／ 9月24日(日)
               　10:00～17:00
■場 所／ 尼崎競艇場内特設会場

9月～10月の催し物のお知らせ

　今年も関西の太
鼓集団が一同に集
うイベントに南武
庫之荘地域の太
鼓集団「鼓舞童」
が出演します。

入場無料



実施済事業の報告

                     

                    

古代バッグをつくろう 

                     

■日 時／ 8月21日（月）10:00～11:30
■対 象／ 幼児、小学生
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘 教室A
　キャンバス地のカバンに、古墳やハニワ等をモチー
フにしたハンコを押して、オリジナル・バッグを作りまし
た。
　慎重にデザインを考えながらハンコを押す子もいれ
ば、直感で次 と々押していく子もいました。
　水の中を泳ぎ出す土器もあったりと、子どもたちのユ
ニークな想像力があふれる楽しいひと時になりました。

打ち水大作戦 in あまがさき2017
■日 時／ 7月28日（金）17:00～18:00
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘 ピロティ

　尼崎市各所で行われる「打ち水大作戦」を当セン
ターでも行いました。
　初めて打ち水するという子どもたちに、なぜ涼しくな
るのか説明した後、みんなで打ち水をしました。  

  

 

～みんなの力で尼崎を冷やそう～子ども将棋教室
■日 時／ 7月24日（月）、25日（火）、26日（水）
　　　  　10:00～11:30
■対 象／ 幼児、小学生、中学生
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘 南館広間

　中学生棋士・藤井聡太さんの
大活躍が耳に新しい中、大勢の
子どもたちが将棋教室に参加し
てくれました。

　駒の動かし方やルー
ルを2日間でしっかり覚
えて、3日目には対局す
ることができました。
　地元の「武庫愛棋会
」のみなさんが、子ども

たちのレベルを考えながら指導してくれました。ありがと
うございました。
　この中から未来の名人が出るかもしれませんね。

 

 

 

子ども太鼓教室（青少年対象講座・短期）

■日 時／ 6月～8月・全10回
　　　  　いずれも18:00～20:00
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘 集会室
　今年も6～8月の間
（10回連続講座）で子ど
も太鼓教室を行いまし
た。
　地域の太鼓集団「鼓
舞童」のメンバーの指導
を受け、夏まつりの場で
その腕前を見せてくれ
ました。

手作りブーメラン教室
■日 時／ 8月1日（火）10:00～11:30
■対 象／ 幼児、小学生
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘 集会室

 

  

                     

　好きな色をぬったり文字を書いたりした、自分だけの
ブーメランを作って遊びました。
　羽の曲げ方や投げ方を工夫しながら何回も投げて、
ちゃんと自分の所に戻ってくるようになりました。
　お母さんたちも夢中になって、子どもとどっちが上手
に作れたか比べっこをしてました。

輪投げ大会
■日 時／ 9月6日（水）14:00～15:00
■対 象／ 高齢者
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘 南館広間
■費 用／ 無料
　恒例の輪投げ大会が開催されます。
　腕前を自慢するのもよし、和気あいあいと楽しむのもよし。
　9本の輪を投げて得点を競いましょう。

高齢者向け
手芸教室

　切り絵やペーパー
バッグを作っていま
す。
　出来上がった作品
を10月の秋まつりで
展示しますのでお楽し
みに。

■日 時／ 8月28日（月）、9月4日（月）、11
                     13:30～15:30
■対 象／ 高齢者
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘 南館広間

尼崎市平和事業　「おはなしから平和を考えるつどい」

　　人と争うことなく共に暮らしていくにはどうしたらいいのか。
　　DVDや絵本をとおして平和について考えます。

■日 時／ 9月6日（水）10:00～11:00
■対 象／ どなたでも参加できます
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘 南館広間
■費 用／ 無料
■作 品／ 「世界をしあわせに」(DVD)、「ピース・
　　　　  ブック」(絵本)など

ただいま
開催中

９月の催し物のお知らせ
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南武庫之荘保育所だより
南武庫之荘１１丁目１－１８ Tel・Fax 06-6438-3265

主催：武庫西地域包括支援センター「お役立ち講座」 ご案内

無 料◆第22回講座 

テーマ

日 時 10月18日(水)　14:00～15:00

講 師

テーマおよび講師は
次号のセンターだよりで
案内する予定です。

無 料◆第21回講座 

テーマ 「薬の正しい飲み方について」

日 時 9月20日(水)　14:00～15:00

講 師 プラス薬局 薬剤師

　薬はどんなタイミングで飲むのが最適なのか、
その時の注意点など指導していただきます。

　今年も平和のつどいを行いました。毎年、親子で参加してい
ただき、親子一緒にそして職員も平和について、命の大切さに
ついて考える機会にしています。今年は16ミリフィルムによる
映画の上映や、平和の取り組みとして保護者と共に「一緒にあ
そぼ！」の取り組みを行いました。

　保育所の子どもたちは、やぐらの上で盆踊りを
踊ったり、和太鼓をたたいたりして参加しました♪
ハッピを着て、お祭りの音や雰囲気を楽しみまし
た！
今年は「ホームラン音頭」「アンパンマン音頭」「にん
にん忍たま音頭」を踊りました！！
子どもたちは当日を楽しみに、踊りや和太鼓を日々練習
しました♪

平和のつどい

親子映画会の様子

「トビウオのぼうやはびょうきです」や「みいちゃん
のてのひら」を上映しました。

　今年は「一緒にあそぼ！」をテーマに平和の
取り組みを行いました。子どもと遊ぶことで親
子一緒に過ごす幸せなひと時を感じてもらった
り、「好きだよ」の思いを伝えていきたいとの
思いで保護者と共に取り組んでいます。

お祭りの雰囲気が味わい深いですね♪

南武庫之荘地域夏まつりに

参加しました！！

平和月間絵本を設置
　８月は平和月間として、絵本コーナーに人権・反戦・
平和についての絵本を用意しています。終戦の時期には
クラスで反戦絵本の読み聞かせも行いました。

南武庫之荘地域 夏まつりの様子
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地域総合センター南武庫之荘のホームページでは、イベントや講座の情報を
いち早くお伝えしています。
パソコン、スマートフォンなどでご覧ください。 検 索センター南武庫之荘

センター 南武庫之荘 ホームページ
http://atcm.npos.biz/
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▼利用時間
　　平日 9:00～21:00 （第2・第4土曜開館時は17:00まで）
▼休館日
　　日曜日、祝日、第1・第3・第5土曜日
▼センターまでのアクセス
　　阪神バス「水堂町4丁目」・「水堂」バス停下車、北西へ徒歩3分

06-6438-5875

地域総合センター南武庫之荘   
指定管理者   特定非営利活動法人シンフォニー

〒661-0033 尼崎市南武庫之荘11-6-15
TEL/FAX：06-6438-5875　MAIL: info@atcm.npos.biz
ホームページ : http://atcm.npos.biz

お問い合わせ先
TEL & FAX
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＝子ども向け

＝高齢者向け

セ＝センター事業

※毎月、第2・第4土曜日は開館日ですが、9月23日（第4土曜日）は祝日のため休館日とし、
　代わりに9月16日（第3土曜日）を開館日としますのでご注意ください。

高 健康体操
手芸教室

高 健康体操
手芸教室


