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成人フラワーアレンジメント教室

時間はいずれも18:30～20:30
※1月以後も継続予定

■場 所／地域総合センター南武庫之荘　和室
■費 用／実費（材料費等）

■対 象／小学生
■定 員／15人　　　　　
■日 時／11月29日～2月14日（全10回）

毎週水曜 17:00～18:00
■場 所／地域総合センター南武庫之荘　教室3
■費 用／無料

 

　一人ひとりが毎日の生活を作文にし、さらに新聞づくりに
挑戦します。
　みなさんのご応募をお待ちしています。

　カゴなどにアクアフォーム（吸水性のスポンジ）を入れて、
そこに花を刺す西洋風の生け花教室です。
　働いている人が参加しやすい夜の講座です。初心者も歓迎
しますので、ぜひお申込みください。

受付期間　11月8日(水)～22日(水)
結果発表　11月24日(金)
保護者向け説明会　11月8日(水)18:30～

青少年対象講座
子ども作文教室

短期

雨天の場合は11月26日(日)

　　　　　
■日 時／11月19日(日)　8:00～10:30

■場 所／南武庫之荘10丁目、11丁目、
                   12丁目の一部（特目1棟、2棟）

　地域にお住まいのみなさんで、周辺道路
などのゴミ（落ち葉、空き缶、雑草など）
の清掃を行います。

地域内一斉美化運動
平成29年度 第2回

秋の交通安全教室

■費 用／無料

　　　　　
■日 時／11月20日(月)　14:00～15:00 
■場 所／地域総合センター南武庫之荘　南館広間

　尼崎市生活安全課と尼崎北警察署と
の共催で交通ルールやマナーについて
学びます。
　警察官の方による「三味線演奏での
交通安全替え歌」も演奏していただく
予定です。

　LGBTの人たちに対する
社会の偏見はまだまだ強
く、見えにくいのが現状
です。でもLGBTの人たち
は確かに存在し、偏見や
差別に苦しんでいます。
　LGBTの問題は他人事で
はなく、全ての人々に関

わりのある問題です。
　このDVD作品を鑑賞することで、LGBTの人たちへの見方を
広げて、誰もが自分らしく生きやすい社会をつくる一歩にし
てみませんか。

■費 用／無料
■主 催／公益社団法人 尼崎人権啓発協会
■共 催／地域総合センター南武庫之荘

■講 師／森村さやかさん
■対 象／どなたでも参加できます

　　　　　
■日 時／11月13日(月)　13:30～15:30
■場 所／地域総合センター南武庫之荘　集会室

上映作品：誰もがその人らしく -LGBT-

「ハートフル・シネマ」
人権問題市民啓発映画会

■日 時／11月7日(火)、 日(火)21
12月5日(火)、 日(火)19

 

11月の催し物のお知らせ



実施済事業の報告

12月の催し物のお知らせ
 

■対 象／ 小学生
■定 員／ 10人

■日 時／ 12月25日(月)、26日(火)、27日(水)
　　　　  10:00～11:50
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘  教室5
■費 用／ 無料

子どもパソコン教室

※連続３回の開催です ■出 演／ 地域のミュージシャンなど
■対 象／ どなたでも観覧できます 

■日 時／ 12月16日(土)　14:00～16:30 
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘　集会室
■費 用／ 無料

ハッピイ・クリスマスコンサート

　ハンドベル教室、ウクレレ＆キッズ教室の子どもたちによる発表
や、地域のミュージシャンによるパフォーマンスの数々をお楽しみ
ください！

                    
                    

第38回 南武庫之荘地域
人権交流秋まつり

 

                     ■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および地域全域
　第38回を数える秋の風物詩「南武庫之荘地域人権交流秋ま
つり」が今年も開かれました。
　あいにくの天気で、保育所みこしパレードと、だんじり地区内
パレードが中止になったのは残念でしたが、初日は模擬店、クイ
ズラリー、交流ひろば、カラオケ大会などが行われました。
　２日目の人権フェスティバルでは、お笑い芸人ショー、よさこい
踊り、ダンス、民踊、和太鼓の合同演奏など数々の演目が披露さ
れ、盛りだくさんの２日間でした。
　両日を通じて、センター館内では地域のみなさんの作品展示
も行われ、多くの方々にお越しいただきました。

～学びから始まる私たちの人権～

第15回 ふれあい広場武庫21 武庫まつり
■日 時／ 10月21日(土)　10:00～15:00 
■場 所／ 西武庫公園およびポリテクセンター兵庫
■主 催／ 市民運動武庫地区推進協議会
　台風が近づく悪天候の中、開催され
ました。
　当センターは、センター事業紹介のパ
ネルと人権啓発パネルを出展しました。

 
LGBT講演会

■講 師／ 日高庸晴さん（宝塚大学教授）
■日 時／ 10月27日(金)　13:30～15:30
■場 所／ 武庫支所 本館1階ホール
　人権問題の中でも注目度が上がっている
LGBT（レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トラン
スジェンダー）について、宝塚大学の日高先生
が実例を交えて分かりやすく説明されました。

ウクレレ＆キッズ教室

　ウクレレの音色に乗せた子どもたちのコーラスをクリスマス・コ
ンサートで披露します。

■対 象／ 小学生
■日 時／ 10月16日(月)より開始
　　　　  全8回を予定
　　　　  毎週(月)16:30～17:30
■場 所／ 地域総合センター
　　　　  南武庫之荘   教室B

ハンドベル教室

　クリスマス・コンサートと講座発表会で、素敵なハンドベルの音
色を響かせます！

■対 象／ 小学生
■日 時／ 10月26日(木)より開始
　　　　  全19回を予定
　　　　  毎週(木)16:30～18:30
■場 所／ 地域総合センター
　　　　  南武庫之荘   教室4

　パソコンを触るところからはじめ、簡単なゲームプログラム作り
まで行います。



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

保育所の幼児組（４・５歳児）と地域の
高齢者の方々とで触れ合い遊びや交流を
通して、楽しいひと時を過ごしました♪

保育所では毎年子どもたちの作品を展示しています。
今年のテーマは「自然と仲良し力を合わせてにんにん
忍者」で、０歳児から５歳児クラスがひとつになって

　一緒に取り組んできました！

雨のため、みこしパレードがで
きなかったので、日を改めてみ
こしをひいて帰りました！

　12月1日より
貸館利用方法
（予約可能期間、
支払可能期間）
が変更となりま
す。

　活動団体の方々には、11月15
日(水)に開催する「H29年度 第2
回センター運営委員会」の場で
詳しく説明しますのでご出席く
ださい。

主催：武庫西地域包括支援センター
「お役立ち講座」 実施報告とご案内

　現在、70歳以上の方の4人に1人
は低栄養となっているそうです。
　高齢期は、徐々に栄養摂取が
減っていきがちなので、人との交流
を促進して食欲を刺激しながら、た
んぱく質や脂質など色んなものを採る栄養改善が大
切ということでした。

実施済◆第22回講座
日時：10月18日(水)　14:00～15:00
テーマ：「食生活について」
講師：武庫西地域包括支援センター職員

無 料◆第23回講座 

テーマ 「AEDの使い方について」

日 時 11月15日(水)

講 師 尼崎市西消防署武庫分署署員

　AED（自動体外式除細動器）
の使い方を消防署員より説明
していただきます。

※12月のお役立ち講座の開催はありません。

貸館利用方法の
変更について

　14:00～15:00

　南武庫之荘の老人会「万寿会」が、手芸作品の切り絵やペー
パーバッグを「武庫地区老人クラブ文芸作品展」に出展します。
　武庫地区内にある１６の老人クラブ恒例の作品展で、「武庫地
区会館まつり」とともに開催されてますので、ぜひご覧ください。

武庫地区老人クラブ文芸作品展

　日 時：11月11日(土) 10:00～16:00
　　　   11月12日(日) 10:00～15:00
　場 所：武庫地区会館 ２階  大会議室
 　　　（尼崎市武庫の里1-13-29）

“南武庫之荘地域人権交流秋まつり”
へ参加をしました！

触れ合いあそび
「みんなともだち」

触れ合いあそび
「あくしゅでこんにちは」

毎年楽しみに
している手品
の様子です

老人会の方の踊り
「雲仙ながし踊り」

年長児の踊り
「ええじゃないか」

交流ひろば（世代間交流）を行いました。

展示会場の様子

手芸教室の作品が出展されます



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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お問い合わせ先
TEL & FAX

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

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

無料でWi-Fi をご利用できます
　1日最大60分（15分×4回）まで無料でWi-Fiをご利用できます。
（当センター北館の玄関付近）
　詳しい利用方法については、事務室におたずねください。
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