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お願いします
お車でのご来場は、ご遠慮ください。
ゴミの持ち帰りにご協力をお願いします。

開催プログラム（両日）
　・保育所児童による盆おどり
　・和太鼓演奏(子ども太鼓・鼓舞童)
　・河内音頭(河内家菊水丸)
　・守部観音踊り

　今年も44回目を数える夏の風物詩「南武庫之荘地域夏まつり」が開かれます。
　地元の伝統芸能「守部観音踊り」や今回のまつりに合わせて練習を重ねて
きた「子ども太鼓」が披露されます。
　恒例となった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
踊りが、にぎやかに繰り広げられます。
　これまで踊りの輪に加わったことがないという初心者の方も、ベテランの方も
ご参加いただき、ぜひ伝統行事を盛り立てていきましょう！

日 時 /　

今年も、まつりの季節がやってきました！

18:30～21:40 18:30～22:00
会 場 /守部中通公園 (地域総合センター南武庫之荘 北側 )

8月14日 (火)、15日(水)
2018年

※雨天時は地域総合センター集会室にて芸能
　大会を開催します。

定員を超えた場合は抽選になります。（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。）

■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
　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
■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
　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」の申込受付期間は、終了いたしました。



８月・９月の催し物のお知らせ

 

尼崎市平和事業

■期 間／ 8月13日（月）～17日（金）
　　　　  9:00~21:00
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
　　　  　玄関ロビー

昭和の記憶

　山岡俊夫作品集「昭和の記憶」から、戦
中戦後の生活、少年の頃の思い出などに係
わる作品を展示します。

■日 時／ 9月5日（水）10:00～11:00
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
　　　  　集会室
■対象者／ どなたでも参加できます。
■費 用／ 無料

おはなしから
平和を考えるつどい

　絵本の読み聞かせやＤＶＤの上映など
で、子どもたちと平和について考えます。

夏まつり/踊り・郷土芸能（守部観音踊り）練習日
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘 　 ■対象者／ どなたでも参加できます。

■日 時／ 8月3日（金）
                    19:00~20:00

8月6日（月）、8日（水）
19:00~20:00

8月10日（金）
19:00~20:00

着付け教室 踊り練習日 合同練習
（合同練習後浴衣貸し出し）

七夕(たなばた)飾り付け
■期 間／ 6月12日（火）～7月6日（金）
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘   北館1階ホール及び南館
　みなさんの力で、素敵な七夕飾りができました。素敵な願いが叶いま
すように。

打ち水大作戦 in あまがさき2018
■期 間／ 7月27日（金）17:00～17:30
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘　ピロティ―
■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
　今年も、尼崎市各地区で行われる恒例の「打ち水大作戦」を当セン
ターでも行いました。初めて打ち水をする子ども達も、打ち水の涼しさ
を体験しました。

「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
■上映作品：あした咲く
                           （テーマ：『女性の人権』―ともに輝ける社会をめざして―）
■講 師／ 里見靖子さん（人権教育指導者、社会教育課派遣）
　『あした咲く』のは「よりよい人間関係」です。世代間において考え
方は違うが、向い合って聞いてくれる人がいることが大切です。そし
て、人が人らしく生きることの大切さを強調されました。

実施済事業の報告

第８回 和音祭
　waotosai

■期 間／ 9月2日（日）10:00～17:00
■場 所／ 尼崎競艇場内特設会場

高齢者向け講座

■期 間／ 8月27日(月)、9月3日(月)、10日(月)  13:30～15:30
■場 所／ 地域総合センター　南武庫之荘　南館広間
■費 用／ 実費（材料費等）

　花飾りリースと小物入れ及びモビールの作成を予定。作品は秋まつり等で展示します。

手芸教室 ※連続３回の開催です。■対象：高齢者

■申込受付日／ 8月20日（月）9：00～17：00　■申込・お問合せ：地域総合センター南武庫之荘

定員
１５名

輪投げ大会
■期 間／ 9月
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘　南館広間

（日時については、「センターだより」9月号に掲載いたします。）

■費 用／ 無料

防災教室
■期 間／ 8月1日（水）13:30～14:30
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘　南館広間
■講 師／ 尼崎市西消防署武庫分署職員
　緊急時の救急救命、AEDの使用法等(座学と実技)について学びます。

■費 用／ 無料

こども将棋教室
■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
■講 師／ 武庫愛棋会のみなさん
　将棋の基礎(駒の動かし方やルール)を2日間で
覚えて、3日目には対局することができまし
た。「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。

 人権啓発講演会

■日 時／ 7月11日（水）13:30～15:00
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘  集会室
■演 題／ 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）
　武庫南小学校で取り組まれた「人と人とのつな
がり」について講演されました。

(武庫地区人権啓発推進委員会・人権啓発リーダー研修を兼ねる)

平成30年度 地域内一斉美化運動
■日 時／ 7月1日（日）8:00～10:00
■場 所／ 南武庫之荘10丁目、11丁目、12丁目
　　　　（一部特目１・２）
■主 催／ 南武庫之荘地域環境美化推進委員会
　蒸し暑い中、地域にお住まいのみなさんで、周辺
道路等のゴミ清掃を行いました。ご参加いただいた
みなさん、ありがとうございました。



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29回講座を開催しました。

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

　これは「自分の権利を守るシュウカツ」です。
まず参加者の価値観を見ていきます。①家族、
②愛情、③親友、④知性社会性、⑤お金、⑥地
位、⑦思い出のうち、命、病気をめぐるいくつか
の状況で、何から捨てていけますか？その上で
「安心ノート」に、自分は「こうして生きてゆきた
い」の気持ちを整理し、そのためにどんな準備が必要かを記載します。介護が必要に
なった場合の方針も記載し、今後の準備や心構えを具体化していきました。

実施済

8月のお役立ち講座はお休みです。

◆第30回講座

高齢者施設での一日　～福祉用具の活用～

9月19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
　　　　　　　　　株式会社 タカプラ

　施設での一日の生活を紹
介し、「どのような福祉用具
が生活で利用されているか」
実物を持ってきていただき、
説明・紹介いたします。

無 料

保育所の恒例行事となっている
世代間交流を行いました。フル
ートの美しい音色を聞いたり、
触れ合い遊びを楽しんだりしま
した。
老人会による踊りも見せていた
だきましたよ。

みんなの願いが叶い
ますように…

世代間交流

七夕のつどい

ぎゅっぎゅっぎゅ～

　6月18日に震度５弱の大きな地震をうけ、地震を想
定した避難訓練を、6月21日に実施いたしました。
地震のときの身の守り方や、避難の仕方などを伝え
ました。身近に地震を経験した子どもたちは、真剣
に話を聞いていました。

ブラックライトの中で７月の誕生児が、ガイコツの格
好をして踊ったり、蛍光の物を光らせ音楽に合わせて
動かしたりして楽しみました。

避難訓練

「あんたの河内節音頭」



8月の【こども食堂】の開店日は下記の通りです。

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/

休館日

日 月 火 水 木 金 土
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休館日

休館日 臨時開館

休館日

休館日

　

 　

健康体操
カラオケ

高

健康体操
カラオケ

高

健康体操
カラオケ

高

12 13 14 17 18

21 24 25

 29 30 31 

23

健康体操高

子 子ども紙版画教室 
なかよし食堂

子 子どもパソコン教室
にじの子ども食堂

セ 伝統的な「守
部観音踊り」教室

セ 着付け教室

健康体操
音楽療法

高

子 子どもパソコン教室 子 子どもパソコン教室

子 子ども太鼓教室 子 子ども作文教室

子 子ども作文教室

子 子ども太鼓教室

子 子ども紙版画教室子 子ども絵画教室

セ 郷土芸能
練習

セ 郷土芸能
練習

セ 郷土芸能
合同練習

健康体操
民 踊

高

いきいき百歳体操
健康体操高

健康体操
防火・防災教室高

いきいき百歳体操
健康体操高

いきいき百歳体操
健康体操高

健康体操
ヨ ガ

高

健康体操高 健康体操高 健康体操高

健康体操高 健康体操高

健康体操高 健康体操高

健康体操高

健康体操高 健康体操高

22

8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：社会福祉法人虹の会、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）
■場所：地域総合センター南武庫之荘
■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）
■場所：地域総合センター南武庫之荘
■費用：こども 無料　高校生以上 ３００円
■定員：２０名（先着順） 域総合センター南武庫之荘へ

問い合わせ

8月22日(水）

8

8月25日(土)

28

子＝子ども向け

高＝高齢者向け

セ＝センター事業

1

7

15

健康体操
手芸教室開講

高

夏まつり 夏まつり

（やぐら飾りつけ）


