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新年を迎えるにあたって
公益社団法人尼崎人権啓発協会  会長  谷川 正秀

　新年、明けましておめでとうございます。

　地域の皆様におかれましては、新しい年をご家族そろって健やかにお迎えなされたことと存じます。

　さて、当協会は昨年の４月より、尼崎市から地域総合センター南武庫之荘の指定管理業務を受託し、

センターの管理運営をはじめてから８カ月が過ぎようとしています。この間、地域の皆様から温かいご支

援とご協力を賜るとともに、平素より当センターを利用していただき感謝申し上げます。

　ご承知のとおり、地域総合センターは地域における人権啓発の拠点であると同時に、こどもから高

齢者までの方々 にとって、コミュニティを育み学びの場でもあります。

　そのため、館内にあるパネル展示やこども、青少年、女性、成人、高齢者など、さまざまな年代や用途

に合わせて、定例講座、短期講座や研修会、こども食堂などを実施するとともに、小グループでのサーク

ルや子育て世代を支援するため教室を開放しています。

　コロナ禍の中で、まだまだ不安な日々 が続いておりますが、皆様が安全に健康でいられますようお祈り

し、これまで当センターを利用されていない方々 も是非一度気楽に立ち寄っていただくことをお願いし、新

年のあいさつといたします。

　謹んで新春のお慶びを申し上げます。

　昨年はコロナ禍をはじめ異常気象など、経験したことのない多くの災害が発生しました。

　このような状況の中、人権問題についても、多岐にわたり複雑化してきています。私たちもこの問題に

臆することなく、お互いの人権を認め合い、より温かいまちの実現に向けて一歩一歩前進していきたいと

考えています。

　本年も、皆さまがご健勝でご多幸でありますよう、心よりお祈り申し上げます。

　明けましておめでとうございます。

　旧年中は大変お世話になり、職員一同心より御礼申し上げます。

　皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年の挨拶とさせていただきます。

　本年も宜しくお願いいたします。

南武庫之荘地域人権教育啓発促進委員会　会 長　谷口 武光

地域総合センター南武庫之荘
所  長　 阪上 敏郎　職員一同



1月の催し物のお知らせ

実施済事業の報告

日時／1 月18 日から3月22 日までの　毎週月曜日
         17：45～18：40  (初心者、低学年) 
　　　18：45～19：40  (その他の学年)
場所／ 地域総合センター南武庫之荘
講師／ 南本久美子さん

ハンドベル教室

　好評のハンドベル教室の受講生を
募集中です！

抽選結果は、1 月13 日(水)9：00 以降にセンター南武庫之荘へお問合せください。

対象／ 小学生
定員／ 15 人
費用／ 無料

■募集期間  令和3 年1 月4 日(月)～1 月12 日(火) ※応募が定員を超えた場合は、抽選になります。

受講生

募集！

第72回人権週間

2020クリスマス会

　世界人権デーを記念して制定された、12月4日から12月10日までの
人権週間。武庫地区人権啓発推進委員会は今年も各種の啓発活動を行
ないました。

期間：12月4日(金)～12月10日(木)
一人ひとりの人権と個性を尊重し、多様性を認め合う『ともに生きる社会』の実現をめざそう！

主催　武庫地区人権啓発推進委員会
後援　南武庫之荘地域人権教育啓発促進委員会
　　　公益社団法人尼崎人権啓発協会

武庫地区人権啓発推進委員会の人権週間の取り組み 人権週間における啓発活動期間　11月18日（水）～12月10日(木)

■日時：11月18日（水）10:00～11：30
■場所：地域総合センター南武庫之荘　集会室
■映画：上映作品
「あたたかい眼差しを　-虐待から子どもを守る」

人権啓発グッズとチラシの袋詰め作業と人権啓発映画鑑賞

■日時：12月1日(火)　16：00～17：00
■場所：阪急武庫之荘駅北側・南側
■内容：人権啓発チラシ・ティッシュ等の
　　　　配布、人権啓発パネルの展示

街頭啓発活動

■日時：12月8日(火)　14：00～15：30　　
■場所：武庫西生涯学習プラザ
　　　　　　(旧武庫地区会館) 3階ホール
■講師：西　義人さん　(賀川記念館 参事)
■演題：賀川記念館の隣保事業について
■主催：武庫地区人権啓発推進委員会
■後援：南武庫之荘地域人権啓発促進委員会
　　　　・公益社団法人尼崎人権啓発協会

人権問題講演会

■日時：12月12日(土)　13：30～15：00　
■場所：地域総合センター南武庫之荘　2Ｆ集会室
■内容：ピアノ教室、ハンドベル教室のこどもたち
　　　　の演奏、マジック・ショー
新型コロナウィルス感染防止の対策をしながら楽しいク
リスマス会ができました。

令和2年度  武庫地区人権啓発推進委員会の各種団体別合同研修会
■日時：12月16日（水） 14：00 ～ 15：30
■場所：尼崎市立武庫西生涯学習プラザ（武庫支所）1 階ホール
■講師：野村 芽衣 さん（尼崎市動物愛護センター）
　　　　安部 壮剛 さん（つかねこ環境福祉事業部）
■演題：第１部　動物の適正な飼い方と現代社会が抱える現状
　　　　第２部　野良猫をめぐるご近所トラブル
■主催：武庫地区人権啓発推進委員会

人権問題講演会街頭啓発活動
人権啓発グッズと
　チラシの袋詰め作業 人権啓発映画鑑賞 街頭啓発活動



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

映画館ごっこ楽しかったね！

劇ごっこをしています！

　11 月のお楽しみ会は、映画館ごっこを楽しみました。
遊戯室を映画館に見立てて、乳児組と幼児組に分かれて
映画を見ました。

　12 月 11 日（金）の保育参観に向けて、ぱんだ組
（3 歳児）、きりん組（4 歳児）が劇ごっこに取り組ん
でいます。
友達や保育士と一緒に言葉のやりとりや集団遊びをし
たり、得意な遊びを披露したりなど、楽しい場面が盛
りだくさんです！

「あ～ぶくたったにえたった～」
子やぎ役の子どもたちが遊んでいます。

受付では、入ってくるクラスの子どもたちが、入
館チケットにスタンプを押してもらいました。

◆第50回講座

　コロナ禍での便利なコミュニ―ケー
ション・ツールとなったＺＯＯＭ(イン
ターネットを使った会議ソフト)の使い
方を紹介します。

主催：武庫西地域包括支援センター
「お役立ち講座」 ご案内

　春から取り組んできた跳び箱や
マットで前転など、運動遊びをして
います。

　金のがちょうを持ってい
る子どもを先頭に、どんど
ん繋がって長い列になって
います。

　ぞう組（5 歳児）が映画を見るときの約
束を説明したり、鍵盤ハーモニカの演奏を
披露したりして上映までの時間を盛りあげ
てくれました。

ぱんだ組（3 歳児）

きりん組（4 歳児）
「おおかみと７ひきのこやぎ」ごっこ

「金のがちょう」ごっこ

コロナ禍でのコミュニケーションと感染対策
1 月 20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

■プロ野球阪神タイガース選手による人権啓発メッセージ
　令和２年度の人権週間の啓発活動について，プロ野球阪神タイガース選手から人権啓発のメッセージ
をいただきました。
　尼崎人権啓発活動地域ネットワーク協議会では，人権週間街頭啓発に際して，阪神タイガース球団の
ご協力により，若手有望選手を一日人権擁護委員として派遣してもらうことが，ここ２０年来の恒例となっ
ており，過去３年間は，青柳晃洋選手，小野泰己選手，髙橋遥人選手に参加していただいています。
　令和２年度は，コロナウイルス感染症対策のため，街頭啓発活動を見合わせることとなりましたが，阪神タイガース選手からいただいた人権啓発のメッ
セージを多くの方々に届けていくことにより，人権の大切さを訴えていきたいと考えています。

令和２年度 人権週間

尼崎人権啓発活動地域ネットワーク協議会( 尼崎市・神戸地方法務局尼崎支局・尼崎人権擁護委員協議会)

「尼崎市コールセンター」のご紹介
「尼崎市コールセンター」はこんなに便利！

■電話、FAXによるお問い合わせ、またはインター
ネットでのFAQ検索にてご利用いただけます。

■よくある質問と回答集や市のHPに掲載されてい
る情報に基づき、オペレーターが回答をさせて
いただきます。

■個人情報を含むものや専門的なお問合せについ
ては、担当課へ転送を行う場合もございます。

 （※ご注意：お問合せ内容により、閉庁時間には、回答出来ない場合がございます）

06-6375-5625ファクス：

06-6375-5639
受付 受付時間 

平日 午前8時30分から午後7時
土日祝 午前9時から午後5時

24時間受付 時間外に受け取ったお問い合わ
せについては、翌日以降の回答
になります。

電話：06-6374-9999
家庭ごみ案内ダイヤル

月曜から金曜午前8時から午後5時まで
土日祝日午前9時から午後5時まで

受付：
電話：06-6375-0002
上下水道電話受付センター

年末年始(12月29日から1月3日)を除く毎日
午前8時45分から午後5時30分まで

応対：

電 話：

（尼崎市のホームページより引用）



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

月のこども食堂

1

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：17：30～18：30（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 200円 
■定 員：３０名(先着順)

  1 20月 日（水）

持ち帰りのみ

1
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

〒661-0033尼崎市南武庫之荘11-6-15

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：11:30～（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200円
■定 員：３０名（先着順）
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子＝子ども向け

高＝高齢者向け

セ＝センター事業　

日 月 火 水 木 金 土

1411 12 13 15 16

18 19 22 232120

セ おりがみで
楽しむ会

セ おりがみで
楽しむ会

12月29日(火)から1月3日(日)までは、年末年始休暇のため
休館します。新年は、1月4日(月）9：00より開館します。

年始休暇の
ため休館
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