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　令和2年８月１４日・15日を予定しておりました第４６回南武庫之荘地域夏まつりについて、昨
今の新型コロナウイルス感染の拡大を防止する観点から、第46回南武庫之荘地域夏まつり小実
行委員会において、準備状況、参加者の安全面を考慮の上で検討を行いました結果、開催の中止
を決定いたしました。
　楽しみにお待ちいただいておりました皆様もたくさんおられることと思われますが、
夏まつりに集まる市民の皆様の安全を第一に考え辿りついた判断ですので、何卒ご理
解下さいますようお願いいたします。
　次回の南武庫之荘地域夏まつりの会場で、皆様と笑顔でお会いできることを楽し
みにしております。

06-6438-5875

第46回  南武庫之荘地域夏まつり
（令和2年度）

開催中止のお知らせ

尼崎市立地域総合センターを利用する皆様へ

第46回南武庫之荘地域夏まつり実行委員会

新型コロナウイルス感染症に関連した不当な偏見・差別にお困りの方へ
新型コロナウイルス感染症に関連した不当な偏見、差別はあってはなりません。
法務省と厚生労働省では、それぞれ新型コロナウイルス感染症に関連する不当な偏見、差別、いじめ等の被害にあっ
た方からの相談を受け付けています。困った時は、一人で悩まず、私たちに相談してください。

若者の皆さま向け啓発アイコン「アマビエ」 人権イメージキャラクター
人KENまもる君

人権イメージキャラクター
人KENあゆみちゃん

人権擁護相談窓口法務省

厚生労働省

●新型コロナウイルス感染症に関連するご相談

総合労働相談コーナー
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken02_00022.html

検 索人権擁護局

検 索総合労働相談コーナー

●職場のトラブル・労働に関するご相談

(厚生労働省ホームページより)

～新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために～
　令和2年6月1日以降、地域総合セ
ンターの貸室等を再開することとし
ております。緊急事態宣言は解除と
なりましたが、新型コロナウイルス
対策が終わるものではありません。
　引き続き、感染拡大予防に取り組
みながら、徐々に皆様の活動を再開
いただきたいと考えておりますの
で、引き続き、感染防止対策等への
ご協力をお願いします。    (尼 崎 市)

来館前には検温し、体調管理に努めてください
例えば、平熱と比べ＋1度以上の熱がある場合や息苦しさ（呼吸困難）・強いだる
さや、軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある場合は来館を控えてください
咳エチケット、マスクの着用、手洗い・手指の消毒をお願いします
身体的距離（ソーシャルディスタンス）を確保してください（最低１ｍ）
3つの密（密閉・密集・密接）を避けるよう配慮してください

■ 来館に当たって



青少年定例講座の時間割

■令和2年度  第1回 「ハートフルシネマ」
　　　　　   人権問題市民啓発映画会 延期

■令和2年度  
　伝統的な「守部観音踊り」教室 中止

令和 2年度 青少年定例講座の時間割 

 

 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 

月曜日 

   さんすう 小学1～3年      

  えいご 小学1～2年  えいご 小学3～4年    

火曜日 

ピアノ    小・中学生  

 習字（１）小・中学生 習字（２）小・中学生    

水曜日 

ピアノ    小・中学生 

  えいご 小学3～4年  えいご 小学5～6年    

木曜日  さんすう 小学１～３年   英語 中学生 英語 中学生 

金曜日   えいご 小学1～2年  えいご 小学5～6年    

7月・8月の催し物のお知らせ

夏休みこども講座の開講
■こどもパソコン教室 ■こども絵画教室

募集期間：7月6日（月）～ 7月15日（水）各講座とも定員を超えた場合は、抽選になります。抽選結果は、7月17日（金）
以降、地域総合センター南武庫之荘までお問合せください。

受講生募集！

日 時／ 8月3日(月)・4日(火)・5日(水)
　　　 10：00～11：50
場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
講 師／ 深井美智代さん
対 象／ 小学生
定 員／ 8人
費 用／ 無料

日 時／ 8月13日（木）
　　　 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
対 象／ 小学生
定 員／ 15人
費 用／ 無料

■こども手芸教室

日 時／ 8月11日（火）・12日(水)
　　　 10：00～11：50
場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
講 師／ 地域総合センター南武庫之荘  職員
対 象／ 小学生
定 員／ 10人
費 用／ 無料

（写真はイメージです）

七夕(たなばた)飾り
　恒例の七夕飾りをおこないます。みんな
の願いや夢を七夕に託しましょう。新型コ
ロナウイルスの終息を願いましょう。

日 時／ 7月1日(水)～10日(金)
場 所／ 地域総合センター南武庫之荘　北館玄関ホールと南館

令和2年度　打ち水大作戦
日 時／ 8月7日(金) 
　　　  16：00～
場 所／ 地域総合センター南武庫之荘

予定

予定 予定 予定



　尼崎市は、新型コロナウイルスの拡大に伴い、生活する上での様々
な困りごとや不安を抱える市民に必要とされる支援について、一人ひ
とりに寄り添った相談業務を実施し、円滑かつ速やかに適切な支援
策につなげるため、「新型コロナウイルス総合サポート
センター」の市民向け相談サポート窓口を設置します。
　各地域課にも「相談サポート窓口」を設置し、地域の
皆さんへの支援を強化します。

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

園庭開放は、平日の月曜日から金曜日の10時～12時です

おいしい
ですよ！

いっぱい砂があるね～。

お客さん来るかな～？
これくださ～い！

子ども美化の日

ハンバーガー屋さんごっこ

　毎月、子どもたちと一緒に美化活動に取り
組んでいます。今月は、園庭中に雨や風で広
がり流れた砂を砂場に集めました。

※ 新型コロナウイルスの感染防止のため、日程・内容に変更が生じる場合があります。

　ぱんだ組（3歳児）がハンバーガ屋さんごっこをして遊び
ました。店員さんとお客さんの役割を交代しながら、品物と
言葉のやりとりを楽しんでいます！

　どこをみんなで掃除
をするか等、保育士の
話を聞いています

　ポテトはい
かがですか？

トロッコに入れて
砂を運ぼう！

　ハンバーガーをどうぞ！！

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46回講座を開催しました。

身体の疲れとサビをとりませんか？
6月17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

無 料実施済 ◆第47回講座

交通ルール・マナーについてのQ＆Aとストレス解消に
歌を歌いませんか？

7月15日（水 ）14：00～15：00
テーマ

日 時

講 師 甲子園自動車教習所　校長　山崎さん

　交通ルールとマナーについてお話を聞き、
後半はストレス解消とリフレッシュのために
歌を歌います。

　「介護予防・重度化防止ハン
ドブック(尼崎市)」より口腔ケ
アについて学び、ストレッチ・
ヨガを行いました。

予定

新型コロナウイルス総合サポートセンター（市民向け相談サポート窓口）尼崎市

（尼崎市ホームページより）

相談内容例
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける市民等への支
援策（各種の給付・補助、貸付、税・保険料等の支払猶
予・減免、労働、子育て等に係る支援制度）につい て

相談窓口
市役所・各地域課の相談窓口　　　　（7/1より平日のみ）
お問合せ／TEL：06-6489-6279　   受付／9:00～17:00



休館日

(海の日）

休館日

（スポーツの日）

地域総合センター南武庫之荘
指定管理者：公益社団法人尼崎人権啓発協会

利用時間　平日：午前９時～午後９時
　　　　　（第2・第4土曜日は午後５時まで）
休 館 日　日曜日、祝日、第1・第3・第5土曜日
　　　　　年末年始
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

06-6438-5875
メール： info@nanbu-c.org

電話・FAX

センター 南武庫之荘 ホームページ
https://nanbu-c.org/

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 ： 公益社団法人尼崎人権啓発協会

　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

7月のこども食堂

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：公益社団法人 尼崎人権啓発協会）
お問合せ：尼崎医療生活協同組合 組合員活動部　電話：06-4962-4920

にじの子ども食堂（夕食）
■時 間：17:30~（なくなり次第終了です）
■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 100円 
■定 員：３０名(先着順)

  7 15 月 日（水）

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：公益社団法人 尼崎人権啓発協会）
お問合せ：地域総合センター南武庫之荘

なかよし食堂（昼食）
■時 間：11:00～（なくなり次第終了です）
■場 所：地域総合センター南武庫之荘
■費 用：無料   
■定 員：３０名（先着順）
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7 11 月 日（土）
25 日（土）


