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第39回南武庫之荘地域
人権交流秋まつり
～学びから始まる私たちの人権～

第16回 ふれあいひろば武庫21『武庫まつり』
■日 時／ 10月27日（土）9:00～15：00　
■場 所／ 西武庫公園及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
■備 考／ 雨天の時は10月28日(日)

　センターは生涯学習フェアー
コーナーに出展します。

（写真はH26年のものです）

　センターの講座や小中学校の
作品などの展示を行います。
　また、だんじりの展示も行いま
す。
　人権フェスティバルでは、お笑
い芸人やミュージシャンが素敵
なパフォーマンスを披露してくれ
ます。センターの玄関先(ピロ
ティ)には模擬店も出店するよ。

プログラム内容(予定)

　　・作品展示 （9:00～21:00）
　　・人権クイズラリー （9:00～17:30）　
　　・保育所みこしパレード
　　・だんじり入魂式
　　・模擬店
　　・健康相談コーナー
　　・交流ひろば
　　・カラオケ大会

10月12日（金）

　　・作品展示 （9:00～17:00）
　　・模擬店
　　・人権フェスティバル
　　・だんじり　展示

10月13日（土）

[詳しくはセンターのホームページでご確認ください。]　

日時／ 10月12日(金) 9:00～21：00
　　　 10月13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



実施済事業の報告

10月の催し物のお知らせ
[講演会] はじめての手話講座

お問合せは、地域総合センター南武庫之荘まで

①聴覚障害とはどのような障害
②手話についての基礎知識を身につけよう
③聞こえない人たちの日常生活(DVD)
④手話の練習
⑤その他

■内 容／ 
■日 時／ 10月23日(火)　13:30～15:30
■場 所／ 武庫支所１階ホール
■講 師／ 岩本吉正さん(尼崎ろうあ協会会長)
■費 用／ 無料
■備 考／ 事前申し込み不要です。
　　　　  当日会場にお越しください

高齢者向け 輪投げ大会

■日 時／ 10月22日（月）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。９本
の輪を投げて得点を競いましょう。

尼崎市平和事業
おはなしから平和を考えるつどい

■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
■講 師／ 佐藤由希子さん

　平和について一緒に
考えてみる集いに、南
武庫之荘保育所から
大勢の子どもたちが
参加してくれました。
　平穏な日常生活の
中で、より平和につい
て考える切っ掛けにな
りました。

絵本とDVD

ビンゴ大会
■日 時／ 9月8日（土）10:00～11:00
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
　　　  　教室A
   今年度２回目の好評の小学生を対象とした「ビン
ゴ大会」を開催いたしました。みんなで楽しくダー
ツ・ゲームとビンゴ・ゲームを行い、景品をゲットし
ました。

高齢者向け講座　手芸教室
■日 時／ 8月27日、9月3日、10日　13:30～15:30
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
　　　  　南館広間
　手芸作品の製作に悪戦苦闘しながらも、みなさん
楽しまれていたようです。出来上がった作品は秋ま
つりで展示されます

　毎年、好評なハンドベル教室
を今年も開講を予定しています。
　詳細が決まりましたら、「地域
総合センター南武庫之荘」の玄
関ロビーに掲示し、ホームページ
にも掲載いたしますので、ご確認
ください。

青少年対象講座
ハンドベル教室

短期

台風２１号により発生したゴミ、被害について （尼崎市のホームページより）

■平成30年9月4日の台風第21号によって発生した廃棄物の処分
方法についてお知らせします。

■尼崎市では、「罹災証明書」を発行しています。

　木の枝や落ち葉、その他ご自身で細
かくできるものなどについては、指定袋
に入れて、「燃やすごみの日」にお出しく
ださい。金属製のものについては、「金
属製小型ごみの日」にお出しください。

　また、50cmを超える大きな枝や板等のごみの収集や、大量の場合など
処分方法が分からないものについては、次の問い合わせ先までご連絡く
ださい。
問
い
合
わ
せ
先

　尼崎市業務課（家庭ごみ案内ダイヤル）
【受付時間】　月曜日から金曜日：午前8時から午後5時

　土曜日・日曜日・祝日：午前9時から午後5時
危機管理安全局　危機管理安全部　災害対策課

06-6374－9999

問
い
合
わ
せ
先

　経済環境局 経済部　地域産業課 06-6430-9750

　武庫地域振興センター 06-6431-7884

連続３回・月曜日

・り災証明書の発行について（非住家関係）

・り災証明書（住家関係）

罹災証明書は、自然災害により被害が発生した場合に、被害の
程度を市町村が証明するものです。公的支援等に罹災証明書が
必要な場合は、下記にお問い合わせください。

り災のあった建物（住家等）の所在地を管轄する地域振興センターが
受付場所となります。

り

り

被害を受けた建物のり災の事実等を証明します。ただし商品等の営業補償、設備
や什器等に関するり災証明書の発行は行っておりません。



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30回講座を開催しました。

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 株式会社タカプラ 田崎氏  ・  筑波氏　武庫西地域包括支援センター職員

　今回は、寸劇で特別養護老人ホームの
一日を紹介したあと、その際使った福祉
用具（介護ベッド、歩行器、車いすなど）の
「動きやすく、介助者のことも考えた」特徴
が説明されました。
　用具は多様な商品が出ており、自分に
あったものを相談しながら選ぶ必要があ
ります。また、介護認定をにらみながら、介
護状態になったので利用するのはもちろ
ん、介護状態を予防するために使うことも重要な視点であることがわかりました。
なにより、実際に使ってみてわかったことも多く、活発な意見交換ができました。

実施済

※10月の「お役立ち講座」は休講となります。

各クラスが様々な冒険をしながら、運動遊びを楽しみます。

　運動会に向けて、運動遊びが盛り上がっています！
トンネルをくぐったり、でこぼこ道を渡ったり、鉄棒で
前まわりをしたりと、どのクラスも楽しんで身体を動か
しています。
　最後の運動会となる年長児は、息を合わせて踊ろうと
一生懸命に表現しています。当日の姿が楽しみです。

運動会では、地域の親子と一緒に楽しめ
る時間もありますので、ぜひ遊びに来て
くださいね♪

「10月6日(土)は運動会です！」

実施済の報告

■日 時／ 9月18日（火）14:00～16:00
■内 容／ 『いざというときに備えて』
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
■ゲスト講師／ 松浦 茂子さん
　　　　　　　　　（株式会社鉄マグロ普及協会　代表）
　　　　　　　 佐田 賢一朗さん
　　　　　　　　　（音楽イベントプロデューサー）

　平成28年4月から障害者差別解
消法という法律が施行されていま
すが、障害者の「地域生活」はま
だまだ厳しい現実があります。こ
の課題に当事者と支援者とが一
体となって取り組む多世代交流ひ
ろばづくりを開催しました。「もし
あなたの身内に介護が必要になったらどうする」を考え、
実体験の話しをお聞きしました。

障害者・高齢者主役の
文化交流サロン を行いました。

障害者・高齢者の多世代交流ひろば アゴラ

主 催： 障害者・高齢者アクティビティー地域実行委員会
共 催：近畿ろうきん地域共生推進室 / 地域総合センター南武庫之荘

今年度のテーマは「たんけん！はっけん！だいぼうけん！」です。

10月12日（金）・13日（土）は地域の交流秋まつりに参加します。
保育所の子どもたちの作品展示や、人権フェスティバルでは年長児が出演しますのでお楽しみに♪
※13日（土）11:30～12:30頃、遊びのコーナーも用意していますので、どうぞご参加ください。



10月の【こども食堂】の開店日は下記の通りです。

10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

10月24日(水） 10月27日(土)

休館日

休館日
（体育の日）

休館日

日 月 火 水 木 金 土
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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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