
はぐくもう 人へのやさしさ 思いやり

まだ残る 差別をたちきる 主役はあなた

2017年12月号

発行 2 0 1 7 .12 . 1
尼崎市立地域総合センター南武庫之荘

06-6438-5875TEL&FAX

 

　　　　　
人権週間ポスター

第69回人権週間
12月4日(月)～12月10日(日)
みんなで築こう人権の世紀

～考えよう  相手の気持ち  未来へつなげよう  違いを認め合う心～

　世界人権デーは、世界人権宣
言が1948年（昭和23年）12月
10日に国際連合総会で採択さ
れたその日を記念して制定され
ました。
　わが国では毎年人権デーを最
終日とする12月4日から12月10
日までの1週間を人権週間と
し、各種の啓発活動が行われて
います。
　テレビ・ラジオなど各種のマ
スメディアを利用した集中的な

啓発活動も行われています。
　みなさんもお近くの催しに参加して、「思いやりの心」
や「かけがえのない命」について、もう1度考えてみませ
んか？

武庫地区人権啓発推進委員会の
人権週間の取り組み

■日 時／ 11月22日(水)　10:00～12:00
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘 集会室
■映 画／ 「桃香の自由帳」

■日 時／ 12月8日(金)　13:30～15:30
■場 所／ 武庫地区会館 ３階ホール
                  　 （尼崎市武庫の里1-13-29  
                             　　阪神バス武庫支所前下車）

人権啓発映画鑑賞

■日 時／ 12月1日(金)　16:00～17:00
■場 所／ 阪急武庫之荘駅の南北周辺
■活 動／ 人権啓発チラシの配布、人権啓発パネルの展示       

街頭啓発活動

人権啓発チラシ袋詰め作業

武庫地区人権問題講演会

■日 時／  11月27日(月)
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
                     武庫公民館、武庫支所、武庫地区会館、
                     武庫小学校、女性センタートレピエ、
                     西武庫公園、阪急武庫之荘駅

横断幕・のぼりの設置
人権啓発パネルの展示 

人情喜劇とふれあいトークショー
人権週間特別企画

人権週間とは （雨天時は12月4日に延期）

■出 演／西岡つよしさん、演劇グループ・淡海プロデュース
■対 象／どなたでも観覧できます
■費 用／無料

　　　　　
■日 時／12月9 日(土)　13:30～15:30 
■場 所／地域総合センター南武庫之荘 集会室

■講 師／ 川本貴弘さん
                  　（映画『かば』エクゼクティブプロデューサー）
                    丸山敏夫さん・古川正博さん（鶴見橋中学校元教員）
                 「西成を生きた教師と生徒らの映画
　　　　　『かば』制作について」
■対 象／どなたでも参加できます＜手話通訳あり＞
■費 用／無料

お芝居「ハッスル！夫婦どろぼう」※約60分
淡海 鈴夫・作／演出

第１部

ふれあいトーク＆そんぐ
　　　「にんげんバンザイ！」※約60分

第２部

　演劇グループ・淡海（お
うみ）プロデュースは平
成12年に旗揚げ。
　社会人を中心に主婦や
自営業者など40代から
80代までのメンバーで、
尼崎市内を中心に演劇活
動を行っています。
　モットーは「涙と笑いのこころ芝居」。代表の西岡
つよしさんが書き下ろし、演出するオリジナル喜劇と
軽妙なトークを心ゆくまでお楽しみください。



実施済事業の報告

12月の催し物のお知らせ

「ハートフル・シネマ」人権問題市民啓発映画会

■日 時／ 11月13日(月)　13:30～14:00
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘　集会室
■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

　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。
　このDVD作品を鑑賞して、LGBTの問題
は他人事ではなく、全ての人々に関わりの
ある問題であることを学びました。

 

第2回 地域内一斉美化運動

　地域にお住まいのみなさんで、周
辺道路などのゴミの清掃を行いま
した。
　ご参加いただいたみなさん、あり
がとうございました。

■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）

子ども作文教室

　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ていきます。

■対 象／ 小学生
■日 時／ 11月29日(水)より開始　全10回を予定
　　　　  毎週(水) 17:00～18:00
■場 所／ 地域総合センター
　　　　  南武庫之荘   教室3

 

■対 象／ 小学生
■定 員／ 10人（応募者多数の場合は抽選）

■日 時／ 12月25日(月)  15:00～16:50
　　   12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

　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。

 

上映作品：誰もがその人らしく -LGBT-

平成29年度

■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
■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 
■費 用／ 無料

ハッピイ・クリスマスコンサート

　今年も、セン
ターで活動する
団体や教室の子
どもたち、地域の
みなさんや尼崎市で精力的に活動する
ミュージシャンが一堂に会し、それぞれ
の魅力的な歌声や演奏を聴かせてくれ
ます。

　みなさんも一緒に歌った
り、手拍子でリズムを取った
り、ミュージシャンと一体に
なって盛り上がりましょう。

 

 

 

■日 時／ 12月6日(水)　14:00～15:00 
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘　南館広間
■費 用／ 無料

交通安全教室

　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。
　※前号で11月20日開催と記していました
が日程が変わりました。

                    
                    

成人フラワーアレンジメント教室
　12日は「お正月のしめ縄」、28日は「お正月の花」を
作ります。
　1回だけの参加もできます。
　開催日の1週間前までにお申し込みください。

■日 時／ 12月12日(火)、28日(木)　18:30～20:30
■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）

                    お楽しみプレゼント

   抽選会もあるよ！



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

親子でお手紙をやりとりしま
した♪郵便ごっこでお届けし
ながら、楽しみましたよ！
（５歳児クラス）

散歩で拾った松ぼっくりやど
んぐりなどの自然物を使って
写真立てを作りました。クラ
ス全員の集合写真を飾りまし
た♪
（４歳児クラス）

クリスマスカラーの紙の台紙に毛糸を使って、ひ
も通しをしました。難しい作業ですが、夢中で通
すことを楽しんでいました。（３歳児クラス）

　「集中して勉強したい」「静かなと
ころで読書したい」そんな声にお応
えするのが「みんなの自習室」です。
　北館１階の図書室を、誰でも自習
できるスペースとしてご用意してい
ますので、ぜひご利用ください。　

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

実施済◆第23回講座
日時：11月15日(水)　14:00～15:00
テーマ：「AEDの使い方について」
講師：尼崎市西消防署武庫分署 署員

※12月、1月のお役立ち講座の開催はありません。

　日 時：平成30年1月11日(木) 、12日(金)
　場 所：神戸国際展示場

　主 催：第32回人権啓発研究集会実行委員会
　対 象：どなたでも参加できます（有料）

第 32回 人権啓発研究集会 詳しくはインターネットで検索してご確認ください

検 索人権啓発研究集会 神戸

　事故などで倒れている人に対するAED（自動体外式除細
動器）の使い方を学びました。
　その際に最も重要なのは、ともかく1人でも多くの人に助
けを求めることだそうです。
　「体力や知識に自信がなくても周囲の人に声掛けするこ
とで十分役に立てる」と講師の方が力説すると、参加した多くの高齢者がうなづいていました。 

幼児クラス（３・４・５歳児）の
 保育参加（参観日11月10日）を行いました！

じゃんけん列車は大人も真剣勝負をしましたよ！！
（４歳児クラス）

保育参加の様子

親子で触れ合い遊び
を楽しみました。笑
顔がとびきり素敵で
した！！
（３歳児クラス）

ルールのあるゲーム
や話し合いが必要な
遊びを取り入れて遊
んでいます。
（５歳児クラス）

みんなの自習室

　日頃遊んでいる遊びを見ていただいたり、一緒
に遊んでもらったりして子どもたちはとても嬉し
そうな表情で過ごしていました。
　毎日の生活や遊びの中から学び、成長している
姿を見ていただきました。



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
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● 年始は１月４日（木）から開館

＜第６９回 人権週間＞
街頭啓発活動

１２月１日 午後４時～ 阪急武庫之荘駅前


