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『夏休み子ども講座』の開催

■日 時／ 7月23日(月)、24日(火)、25日(水)
　　　　  10:00～11:45
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘　南館広間
■定 員／ ２４名（定員を超えた場合は抽選になります。）
■対 象／ 園児、小学生、中学生（園児の場合は保護者同伴）
■講 師／ 武庫愛棋会のみなさん
■申込受付期間／ 7月5日(木)～7月13日(金)
■費 用／ 無料

こども将棋教室

（抽選結果については、7月18日(水)  9:00以降に「地域総合
センター南武庫之荘」までお問合せ下さい。）

　将棋の基礎からていねいに教えます。（初心
者向け）2日間学んで、3日目は対局体験です。

■日 時／ 7月27日(金)、8月3日(金)、17日(金)
　　　　  10:00~11:00
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
■定 員／ 15名（定員を超えた場合は抽選になります。）
■対 象／ 小学生
■講 師／ 山崎  勲 さん
■申込受付期間／ 7月6日(金)～7月13日(金)
■費 用／ 無料

こども作文教室

（抽選結果については、7月20日(金) 9:00以降に「地域総合
センター南武庫之荘」までお問合せ下さい。）

　夏休みに作文を書いてみませんか。

■日 時／ 8月24日(金)、25日(土）10:00～11:50
■場 所／  地域総合センター南武庫之荘
■定 員／ １６名（定員を超えた場合は抽選になります。）
■対 象／ 小学生
■講 師／ 山下 進一郎 さん
■申込受付期間／ 8月6日(月)～8月17日(金)
■費 用／ 無料

こども紙版画教室

（抽選結果については、8月20日(月)  9:00以降に「地域総合
センター南武庫之荘」までお問合せ下さい。）

　楽しかった夏休みの思い出を１枚の紙版
画にしてみませんか。

■日 時／ 8月23（木）10:00~11:50
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
■定 員／ 16名（定員を超えた場合は抽選になります。）
■対 象／ 小学生
■講 師／ 山下 進一郎 さん
■申込受付期間／ 8月6日(月)～8月17日(金)
■費 用／ 無料

こども絵画教室

（抽選結果については、8月20日(月) 9:00以降に「地域総合
センター南武庫之荘」までお問合せ下さい。）

　楽しかった夏休みの思い出を
１枚の絵にしてみませんか。

こどもパソコン教室

（抽選結果については、8月3日(金)  9:00以降に「地域総合センター南武庫之荘」までお問合せ下さい。）

　パソコンを触れるところから始めて、簡単なゲームプログラム作りまで学びます。

■日 時／ 8月20日(月)、21日(火)、22日(水)
　　　　  10:00～11:50
■場 所／  地域総合センター南武庫之荘
■定 員／ １０名（定員を超えた場合は抽選になります。）

■対 象／ 小学生
■講 師／ 深井 美智代 さん
■申込受付期間／ 7月9日(月)～7月31日(火)
■費 用／ 無料

※『夏休み子ども講座』の「申込み」については、各講座の申込受付期間内に「地域総合センター南武庫之荘」に
　  ご連絡下さい。



実施済もしくは実施中事業の報告・案内

 

７月・８月の催し物のお知らせ

内容：居住者の周辺道路などのゴミ（落ち葉な
ど、空き缶、雑草など）の清掃をし、燃えるゴミ、燃
えないゴミに分別して、集積場所に出します。
主催：南武庫之荘地域環境美化推進委員会備考：雨天の場合は7月8日(日)に行います。

平成30年度第1回地区内一斉美化運動
■日 時／ 7月1日（日）  午前8時から行います。
■地 域／ 南武庫之荘10丁目、 11丁目、12丁目（一部特目1・2）

「ハートフル・シネマ」人権問題市民啓発映画会

■日 時／ 7月4日（水）13:30～15:00
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘　集会室
■講 師／ 里見 靖子さん（人権教育指導者、社会教育課派遣）

上映作品：あした咲く
■対 象／ どなたでも参加できます。
■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

テーマ：『女性の人権』―ともに輝ける社会をめざして―

人権啓発講演会
■日 時／ 7月11日（水）　13:30～15:00
■演 台／ 人権のこころを育む（武庫南小学校の実践より）
■講 師／ 加谷　肇　さん（武庫南小学校前校長）

■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
　　　  　集会室
■費 用／ 無料

備考：武庫人権推の人権啓発リーダー研修を兼ねています。

打ち水大作戦 in あまがさき2018
■日 時／ 7月27日（金）　17：00~17：30
■対 象／ どなたでも参加できます。
毎年7月下旬に、尼崎市の各地で「打ち水大作戦inあまがさき」を実施しています。打ち水をして、暑さを吹き飛ばしましょう。

主催：あまがさき環境オープンカレッジ実行委員会 ・ 尼崎市

■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘　ピロティ
■費 用／ 無料

第44回　南武庫之荘地域夏まつり
■日 時／ 8月14日（火）、15日（火）
詳しくは「地域総合センター南武庫之荘だより」の8月号に掲載いたします。

世代間交流
■日 時／ 6月19日（火）10:00～11:30
■対 象／ 高齢者
■場 所／ 南武庫之荘保育所
　南武庫之荘保育所との恒例行事となっている「世代間交流」を行いました。
　自己紹介に引き続き、フルート演奏グループ「シュシュ」の演奏、子どもたち
とのふれあい遊びなどが行われ、そのお返しに高齢者の踊りを披露しました。
お別れに年長組さんからプレゼントをいただき、楽しい一時を過ごしました。

七夕(たなばた)飾り付け
■日 時／ 6月12日（火）~7月6日（金）
■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
                　北館１階玄関ホール、南館

実施中

　「七夕の日」に向けて、恒例の七夕飾りを
進めています。みなさんの手で七夕の飾り
付けをしてみませんか。

実施中

[守部観音おどりについて]
　300年の伝統を誇る南武庫之荘地区の大切な宝です。つ
ねに、三味線や太鼓、踊り、囃子等が一体とならなければなり
ません。(「ふるさと」昭和63年8月／第10号より)
　踊り方に六つの種類があります。三拍き(みつたたき)、石投
げ、石拾い、角力取り(すもうとり)、切り込み、夫婦踊り。大体三拍きが基本で、あとは少しずつア
レンジしたものと思われます。(「故郷礼賛」昭和53年版／高田銀蔵著)

伝統的な「守部観音踊り」教室
■日 時／ 6月6日、13日、20日、
　　　　  7月4日、11日、18日、25日、8月1日
　　　　  19:00~20:00
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
■講 師／ 村上秋子さん
■対 象／ どなたでも参加できます。
■費 用／ 無料 　参加者を募集していますので、お気軽にご参加願います。お問い合わせは、地域総合センター南武庫之荘

平成30年度 武庫地区人権啓発推進委員会 総会 

■日 時／ 6月18日（月）13:30～15:30 　
■場 所／ 武庫支所　1階ホール

　総会が開催され、役員の改
選及び事業の承認が決議さ
れました。その後、特別講演
会が、開演されました。

特別講演会　演題 ： 「子どもの貧困と包括的な子ども支援ができるまちづくりについて」
　                       講師 ： 小谷くにこ　氏（一般財団法人こどもサポート財団事務局長）



テーマ

日 時

講 師

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
◆第28回講座を開催しました。

認知症の備え ～エンディングノート   遺言   死後事務後見～

6月20日（水）14:00～15:00

NPO法人障がい者・高齢者市民後見STEP　代表理事　竹村 哲也　氏

　身近な存在である「認知症の備え」として、今か
ら出来ること、必要なこと等をわかりやすく紹介し
ました。

●高齢者の7人に1人が認知症（約500万人）とな
り、また一人暮らしの方も増加している現在、例え
ば本人が認知症になると預金が引き出せなくな
り、契約が結べないなどの事態になります。その備
えとして「成年後見人制度」があり、また自分の死後のことを決めて誰かに依頼しておく
「死後事務委任契約」などもあって、取組は広がりを見せています。縁遠いと思っていた
老後の備えが、身近な話題になりつつあることが実感できました。

実施済

消防士さんに来ていただき、職員の
消火訓練を行いました。

8月のお役立ち講座はお休みです。

◆第29回講座 

社会福祉士による権利擁護講座

7月18日(水)　14:00～15:00
テーマ

日 時

講 師 武庫西地域包括支援センター職員

乳児クラス（0、1、2歳児）の保育参加を行いました。
保護者に日頃の遊びを見ていただいたり、遊びによってどん
な力や気持ちが育つのかを伝える機会となりました。

保育参加の様子

　武庫西地域包括支援セン
ターの社会福祉士による権利
擁護に関する講座です。
　前回の「認知症の備え」につ
いての講座を引き継いで、エン
ディングノートを考えてみるな
ど、より具体的な取り組みを行
いたいと思います。

無 料

★鮭のソテー
★なかよしサラダ
（キャベツ、きゅうり、みかん）
★すまし汁（玉ねぎ、人参、みつば）
調理師さんからも作り方や味付けにつ
いてなど、お話がありました。

総合消防訓練

歯磨き指導

歯科衛生士さんに来ていただき歯磨き指導がありました。
舌を動かして唾液を出す練習や、5歳児はピンクの染め液
を使い、歯の汚れがどこについているのかを知って、正し
い磨き方を教えてもらいました。

給食を試食していただきました。

毎日行っているリズム運動を
親子でしました！

親子で過ごす楽しいひと時となりました。子どもたちの笑顔もいつも以上に輝いていました！

火事です！
１１９番お願いします！

牛乳パックを使ってマラ
カスや車を作りました。



『地域総合センター南武庫之荘』内に、ふたつの「こども食堂」が始まりました。

発行元 ： 尼崎市立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

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

06-6438-5875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

　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いただけます。 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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７月の
予定

主催：尼崎医療生活協同組合・「にじの子ども食堂」グループ
後援：地域総合センター南武庫之荘（指定管理者 NPO法人シンフォニー）

にじの子ども食堂（夕食）
■時間：18:00~20:00（受付は19:00まで）
■費用：こども 無料　高校生以上 ３００円
■定員：５０名(先着順)

尼崎医療生活協同組合 組合員活動部

電話：06-4962-4920

問い合わせ

主催：地域ボランティアグループ「コミュニティルーム なかよし」
共催：地域総合センター南武庫之荘（指定管理者 NPO法人 シンフォニー）

なかよし食堂（昼食）
■時間：11：00～14：00（受付は13:00まで）
■費用：こども 無料　高校生以上 ３００円
■定員：２０名（先着順）

問い合わせは
域総合センター南武庫之荘へ

ボランティア募集

７月１８日(水）

11

(地域内
一斉美化運動)

7月14日（土）、28日(土)
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子＝子ども向け

高＝高齢者向け

セ＝センター事業


