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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(こども太鼓・鼓舞童)
・河内音頭(河内家菊水丸)
・守部観音踊り

　この夏も第45回『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」や夏まつりを目指して練習を重ねてきた「こども太鼓」や保育所児
童の盆おどりが披露されます。
　また恒例となった伝統河内音頭伝承者 河内家菊水丸さんのゲスト出演など、
楽しくにぎやかな踊りの輪がひろがります。

※雨天の場合は地域総合センター南武庫之荘
　集会室にて芸能大会を開催します。

抽選結果については、8月13日(火)9：00以降に「地域総合センター南武庫之荘」までお問合せください。

こども手芸教室
　きれいなパウダーアートに挑戦しよう。

『夏休みこども講座』受講ご希望の方は、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」窓口またはTELにてお申込みください。

※こども将棋教室の申込受付は終了しました。

■日 時／ 8月20日(火)
　　　　   10：00～11：50
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
■対 象／ 小学生
■定 員／ 15人
■講 師／ センター職員
■申込受付期間／ 8月5日(月)～8月10日(土) 
■費 用／ 無料
※定員を超えた場合は抽選になります。

こども工作教室
　作って楽しい、遊んで面白い工作づくりに挑戦しよう。

■日 時／ 8月21日(水)、22日(木）、23日(金）
　　　　   10：00～11：50
■場 所／  地域総合センター南武庫之荘
■対 象／ 小学生、中学生
■定 員／ １０人
■講 師／ 中田みね子さん
■申込受付期間／ 8月5日(月)～8月10日(土)
■費 用／ 無料
※定員を超えた場合は抽選になります。

日 時 /　

今年も、夏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(水)、15日(木)
2019 年



実施済事業の報告

8月・9月の催し物のお知らせ

七夕(たなばた)飾り付け
■日 時／ 6月11日(火)～7月5日(金)
■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
　好評の七夕の飾り付けを行いました。
一人一人の願いを込められた短冊(たんざ
く)を楽しく飾りました。

　周辺道路などのゴミ(落ち葉、空き缶、
雑草など)の一斉清掃をしました。

■日 時／ 7月7日(日)　 
■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）

令和元年度 第1回 地区内一斉美化運動

人権啓発講演会
■日 時／ 7月19日(金)　13：30～15：30
■場 所／ 武庫支所 武庫地域振興センター　1階ホール
■講 師／ 佐野光彦さん
                　博士(法学) 神戸学院大学総合リハビリテーション学部准教授
■講 師／ みんなが住みやすい街に
　　　　   ―コミュニティ―の再生・高齢者の支援等について―
 ( 武庫地区人権啓
発推進委員会の研
修を兼ねる)

■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／ 7月31日（水）
                    19:00~

8月2日（金）、6日（火） 8月9日（金）
19:00~19:00~

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）

（踊り、三味線、太鼓）　

夏まつり/踊り・郷土芸能（守部観音踊り）練習日

輪投げ大会
■日 時／ 9月30日（月）  14：30～15：30
■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

ビンゴ大会（第2回）
■日 時／ 9月14日（土）   10：00～11：00
■対 象／ 小学生まで（先着30人）※保育園児は保護者同伴
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘　教室A
■費 用／ 無料

カラスの被害でお困りのときは相談窓口へ
カラスの相談窓口

（尼崎市役所　ホームページから抜粋）
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1 市立公園に巣がある場合 公園維持課 電話：6489-6531

カラスによるごみの散乱、
カラスの死骸の回収についての相談

業務課 (家庭ごみ案内ダイヤル)
電話：6374-9999

子育て時期のカラスによる威嚇
・攻撃などについての相談 農政課　電話：6489-6542

市立学校に巣がある場合 学校保健課 電話：4950-5675
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こども将棋教室

　1日目、2日目は、将棋の基礎を学び
ます。3日目は、対局体験をします。

■日 時／ 8月5日(月)、6日(火)、7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
■対 象／ 幼児4才以上(保護者同伴)、小学生、中学生
■定 員／ 24人
■講 師／ 武庫愛棋会のみなさん
■費 用／ 無料

尼崎市平和事業

■日 時／ 8月13日(火)～16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
　山岡俊夫作品集「昭和の記憶」から、戦中戦後の暮らしの
もようを展示します。

「昭和の記憶」展示

おはなしから平和を考えるつどい
　/絵本とDVD

■日 時／ 8月24日(土)　
                　10：30～11：30
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
                　集会室
■対 象／ どなたでも参加できます。
■費 用／ 無料
　絵本の読み聞かせやＤＶＤ上映などで子どもたちと平和につい
て考えます。



南武庫之荘保育所だより

タイルカフェ（井戸端不登校会議） 施設情報
　学校に行きにくいこども達とママ達の集まりです。

■日時 ／ 8月28日(水)  10:30～16:00
■場所 ／ 地域総合センター南武庫之荘 
■備考 ／ どなたでもご参加いただけます。

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39回講座を開催しました。

「聞こえ」の勉強会
7月17日（水）14：00～15：00

テーマ

日 時

講 師 フランスベッド
　福祉用具専門相談員

　生涯学習は耳 ( きこえ ) から―補聴器・
難聴・耳の仕組みや聴力について教えて
もらいました。

無 料◆第40回講座実施済

　6/19（水）に、恒例行事となっ
ている「世代間交流」を保育所で行
いました。（総合センターとの共催
です）
　お年寄りの方々と一緒にふれあい
遊びを楽しんだり、伝承遊びを鑑賞
したり、老人会の方々による踊りを
見せていただいたりしながら、和や
かで楽しい時間を過ごしました。

世代間交流をしました
南武庫之荘１１丁目１－１８ Tel・Fax 06-6438-3265

　相談の種類は福祉・健
康、産業・職業、教育、人
権、法律など、特に就労・
雇用保険・労働災害・企
業経営など産業・職業に
関する専門家による相談
を受け付けています。

予約申込時にお名前、年齢、連絡
先、相談内容をお知らせください。

申込先／ 地域総合センター南武庫之荘（電話：０６－６４３８－５８７５）

■実施日 ／ 開館日の月曜日
■時　間 ／ 14：00～16：00
■費　用 ／ 無料

予約制

予約制の定例相談窓口を開設

　おじいちゃん、おばあちゃんと
一緒に、手遊び楽しい～！

　子どもたちが収穫した野菜を、調理師さんに調理を
してもらい食べています。おいしそうでしょ！

　「また来てね」と
握手をしてお別れを
しました。

お待ちして
います♪

ふれあい遊びの様子～ 伝承遊びの様子～

７月９日にプール開きをしました。夏野菜が大きく実ったよ！

「元気に楽しくプール遊びが、できますように♡」と、魔法の水
をかけてもらいました。
☆　プール開放を、火～金曜日の１１時３０分から行っています。

地域総合センター南武庫之荘
・ステップ・リフト
　(車イスなどに対応)
・多目的トイレ
　(車イス可、おむつ交換) 
・赤ちゃんの駅
　(授乳、おむつ交換)
・ＡＥＤ
　(自動体外式除細動器)
・ＷｉＦｉ(無料) 

■お問合せ／
 　タイルカフェ
　090-5131-3260（北野）

　9月になっても暑い日は続きます。
熱中症の対策も継続して必要です。
経口補水液OS-1 のサンプリング配布予定。

熱中症　OS-1
9月18日（水）14：00～15：00

テーマ

日 時

講 師 株式会社大塚製薬工場
　OS-1

　梅谷さんによる伝承遊び。
大きな扇子や皿回し、玉すだれ、
楽しかったよ。

「東京五輪音頭」を踊っていただきました♪



休館日
（振替休日）

8月の【こども食堂】の開店日は下記の通りです。

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：17:30~19 :30（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（昼食は12:00～13:00）
■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21日(水） 8月10日(土)・24日(土)

　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/

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

休館日

休館日

休館日

日 月 火 水 木 金 土
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健康体操高

セ 伝統的な「守
部観音踊り」教室

健康体操
音楽療法

高

子 工作教室

子 将棋教室 子 将棋教室

子 手芸教室 子 手芸教室 子 手芸教室

子 子ども太鼓教室
将棋教室

セ 郷土芸能
合同練習

セ 郷土芸能
踊り練習

セ 郷土芸能
踊り練習

セ なかよし
食堂

セ なかよし
食堂

健康体操
民 踊

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

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
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夏まつり 夏まつり

子＝子ども向け

高＝高齢者向け

セ＝センター事業

セ フラワー
アレンジメント教室


