
　今年も夏の風物詩「南武庫
之荘地域夏まつり」が盛大に
行われました。練習を積み重
ねてきた「こども太鼓」や保
育所園児の盆踊り、伝統芸能
「守部観音踊り」、伝承河内
音頭継承者の河内家菊水丸さ
んの歌声に盛んな拍手が送ら
れ、みなさんが夏の夜の暑さ
を忘れて楽しみました。

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
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実施済事業の報告

■日 時／ 7月26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

毎年恒例の「打ち水大作戦」が尼崎市各
地で実施されました。暑さを忘れて気持
ちいい涼しさをあじわいました。

尼崎市平和事業打ち水大作戦 
 in あまがさき2019

■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した。

「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
絵本の読み聞かせやＤＶＤ上映などで子どもたちと平
和について考えました。

■日 時 ／ 2019年 8月14日(水) 18：30～21：40 （15日(木)は台風のため中止）
■会 場 ／ 地域総合センター南武庫之荘  集会室



実施済事業の報告

9月・10月の催し物のお知らせ

こどもパソコン教室
■日 時／ 7月24日(水)・25日(木)・26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　　
■講 師／ 深井 美智代さん
　パソコンを初めてさわるところから、簡
単なゲームづくりまでを学びました。

こども絵画教室
■日 時／ 7月27日(土)・31日(水)
　　　  　10：00～11：50
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
■講 師／ 山下 進一郎さん
　それぞれの夢や楽しい思い出を描きまし
た。

こども手芸教室
■日 時／ 8月21日(水)・22日(木)　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　　　
■講 師／ 中田みね子さん
　きれいなパウダーアートに挑戦しました。

こども将棋教室　
■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　　
■講 師／ 武庫愛棋会のみなさん

　1日目、2日目は、将棋の
基礎を学びます。3日目は、
対局体験をしました。

こども工作教室
■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　　
■講 師／ センター職員
　トントンすもうと万華鏡づくりに挑戦し
ました。

キッズ・コーラス
短期青少年対象講座

　12月にセンター南武庫之荘で開催されるクリスマスコンサート
に、ウクレレ＆キッズ・コーラス（ウクレレ演奏をバックにこどもたち
が合唱）として出演します。

■日 時／ 毎週   木曜日 　16：00～17：00

           9 月19日、26日、
           10月17日、24日、31日
           11月 7 日、14日、21日、28日
           12月 5 日、13日(金) 
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
■講 師／ 古屋あやかさん　AKIRA KAMODAさん
■対 象／ 小学生・中学生
■定 員／ 15人

ハンドベル教室

　今年も好評のハンドベル教室の受講生を募集します。12月のクリ
スマスコンサートに出演します。

■日 時／ 毎週   月曜日 　17：00～17：50 (初心者、低学年) 
                                                   18：00～18：50 (その他の学年)

           10月 7日、21日、28日
           11月11日、25日
           12月 2日、9 日、13日(金) 
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
■講 師／ 南本久美子さん
■対 象／ 小学生
■定 員／ 15人

受講生募集

■申込受付期間／ 9/2(月)～9/18(水) ■申込受付期間　9/5(木)～9/20(金) 

高齢者向け 輪投げ大会
■日 時／ 9月30日（月）13：30～15：30
■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 　恒例の輪投げ大会で、得点を競いましょう。

第40回 南武庫之荘地域人権交流秋まつり
■日 時／ 10月11日(金)   9：00～21：00
                    12日(土)   9：00～17：00
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
詳しくは、センターだより10月号でお知らせします。

高齢者向け講座 手芸教室

　できあがった作品は10月の秋ま
つりで展示しますのでお楽しみに。

■日 時／ 9月2日(月)・9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
■定 員／ 15人(先着）
■費 用／ 実費（材料費等）

※ただ今開催中です。
連続3回

ビンゴ大会（第2回）

　毎回好評のビンゴ・ゲームとダーツ・ゲームです。

■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

お問合せ・申込は、地域総合センター南武庫之荘



タイルカフェ
（井戸端不登校会議）主催：武庫西地域包括支援センター

「お役立ち講座」 ご案内

南武庫之荘保育所だより

◆第40回講座

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

　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。

無 料

　毎年、南武庫之荘保育所では命の大切さについて考え、
平和を願う気持ちを育んでいくため、平和のつどいを行っ
ています。平和について考えるきっかけになるように、親
子絵本鑑賞会を行ったり、保育の中で、子どもたちに絵本
の読み聞かせをしたりして、取り組んでいます。

平和のつどいの取り組み
南武庫之荘１１丁目１－１８ Tel・Fax 06-6438-3265

　年長児が、和太鼓を叩いたり、保育
所の子どもたちが、盆踊りを踊ったり
して楽しみました♪

お待ちして
います♪

平和月間絵本や戦争に
ついて考えるコーナーを
設置をしています。

「たのしい！うれしい！
　と思うとき」

親子絵本鑑賞会の様子

今年のテーマ

夏の遊びの様子

南武庫之荘地域夏まつり
　暑い夏が続きますが、子どもたちは元気いっぱい！しゃぼん玉、色水、泡立て、そう
めん流しごっこなどのいろいろな水遊びを楽しみ、涼しく過ごしています。

　自分自身が、幸せを感じることで、相手を“思いやる気
持ち”“大切にする気持ち”が、芽生え、平和へとつなが
っていくと考えます。幸せな気持ちになる、“たのしい！
　うれしい！と思うとき”を親子でクローバーのカードに
書いてもらいました。

学校に行きにくいこども達とママ達の
集まりです。

■日時 ／ 9月11日(水）、25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。

■お問合せ／タイルカフェ　090-5131-3260（北野）

しゃぼん玉遊び

そうめん流しごっこ

色水、泡立て遊び

　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 施設情報

※10月のお役立ち講座は、お休みです。

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) 



休館日
（敬老の日）

休館日
（秋分の日）

9月の【こども食堂】の開店日は下記の通りです。

9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

9月18日(水） 9月14日(土)・28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
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