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■日 時：２月４日（金） 
■場 所：地域総合センター南武庫之荘
■内 容：(1)令和４年度活動団体登録制度について
                          (登録の要件、登録の利点・責務など)
　　　      (2)登録団体連絡会について
■対 象：

 

午前 午後 夜間
9:00～12:00 13:00～17:00 18:00～21:00

・集会室
・料理教室 1,200円 1,720円 2,100円

・和室
・教室 670円 1,050円 1,350円

● 使用料 ●
部屋や時間帯によって使用料が異なります。
(使用目的などによって、使用料が減免になる場合があります)

● 利用時間 ●
各部屋の利用時間は、以下のとおりです。

9：00～21：00

第2、第4 土曜 9：00～17：00

平　日

(詳細については、当センターのホームページをご覧ください）

２月４日(金)の説明会に参加

4 月1日(金)から各部屋の利用開始

３月１８日(金)までに、活動団体登録申請書類を提出

● 利用開始までの流れ●

地域総合センター南武庫之荘
令和４年度 活動団体登録制度

説明会
① 13:30～14：00
② 18:30～19：00

令和４年度(令和４年４月１日～令和５
年３月３１日)に当センターの施設を利用
される団体は、上記①、②のいずれかにご
出席ください(事前にセンターまでご連絡く
ださい)。

　センターの各部屋(集会室、教室、和室、料理教室)を有料
でご利用いただけます。継続的に利用される場合は、団体登
録を行う必要がありますので、この説明会に必ずご参加くだ
さい。登録できるのは、代表者及び構成員の半数以上が尼
崎市民であることが条件で、構成員が5名以上の団体になり
ます。既に利用されている団体も、年度ごとの更新が必要で
す。また登録の更新を行わない団体については、登録期間
満了後１年間は再登録ができません。

新型コロナウイルスと人権
いたずらに不安をあおることなく、「確かな情
報」を理解し、広めましょう。 

差別的な言動に同調しないようにしましょう。

退院者や濃厚接触者ではない人など、通常ど
おりの生活を送って差し支えない人の登校や
施設利用、出勤について、行き過ぎた不安によ
る差別が生じないように注意しましょう。

感染者、接触者、医療従事者など、新型コロナ
ウイルスに立ち向かうすべての人に、敬意を払
いましょう。

阪神7市1町共同メッセージ　ポスター

新型コロナウイルス感染症に対する不安から、感
染者やその接触者に対する差別が行われる事例
があります。
誤った情報に基づいた不当な差別、偏見、いじめ、
SNS等での誹謗中傷や根拠のない差別的な書き込
みなどは、決して許されるものではありません。 
不確かな情報に惑わされたり、必要以上に恐れた
りすることなく、一人ひとりがお互いを思いやり、
冷静に行動することが必要です。 
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（尼崎市HPより）



2月の催し物のお知らせ

実施済事業の報告
なかよし食堂　おもち配布（お持ち帰り）

■日 時：１２月２５日（土）１１：３０～１２：００
■場 所： 地域総合センター南武庫之荘　ピロティ

　新型コロナウイルス感染防止のため、センターでついたお餅な
どをなかよし食堂でお持ち帰りいただきました。年の瀬の中、多
くの方々にお越しいただきました。

自衛消防訓練

　火災に際しての通報、避難誘
導、消火訓練などを行います。

防災教室

　ＡＥＤ(自動体外式除細動機)の
使い方を指導してもらいます。

ハートフルシネマ上映会

　近年よく聞かれるようになったヤング
ケアラーの問題について、またその解決
の糸口としてお互いを気にかけること
や、人と人がつながっていくことについ
て考えます。

日 時／2月7日（月）１３：３０～１５：３０
場 所／ 地域総合センター南武庫之荘　集会室
内 容／ 映画とお話
講 師／ 菅原 寿美子 さん
対 象／ どなたでも参加できます。
費 用／ 無料
主 催／ 公益社団法人尼崎人権啓発協会
共 催／ 地域総合センター南武庫之荘

地域課題講演会（武庫地区人権啓発推進委員会 各種団体別合同研修会 第２回）

日 時／2月15日（火）１４：００～１５：３０
場 所／武庫西生涯学習プラザ（武庫支所）１階ホール　
講 師／ 正岡 康子 さん（尼崎市保護司会　会長）
　　　　東　 洋  さん（尼崎市保護司会　副会長）
演 題／ 誰もが安全・安心に暮らせるコミュニティを目指して
　　　  -保護司活動の紹介、尼崎市保護司会の現状と課題-
対 象／ 尼崎市民（どなたでも）
費 用／ 無料

上映作品『夕焼け』

日 時／2月14日（月）１４：００～１５：００
場 所／ 地域総合センター南武庫之荘　南館広間
対 象／ 高齢者
講 師／ 西消防署武庫分署の方々
費 用／ 無料

日 時／2月14日（月）１３：３０～１４：００
場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
対 象／ 高齢者
費 用／ 無料

　※上記演題での講演と、社会を明るくする運動広報DVD『チェンジ
ングハート』の上映があります。
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武庫南小学校ＰＴＡ地域の各種団体紹介（11）
本校ＰＴＡ執行部は現在会長
1名、副会長4名、書記4名、会
計4名の11人体制で活動して
います。任期は2年で1年ごと
に半数が改選されています。
　主な活動としては学校行事のお手
伝いをしていますが、特に3つの活動
について紹介いたします。

　1つ目は「ふれあい運動」です。各学年の学級委員と執行部が、毎日担当を割り当てて、児童の登校
時間（７：4０～８：2０）に通学路の安全に配慮の必要な場所に立って、児童の登校を見守ります。昨

年はその功績が認められ県知事から表彰をいただきました。
　2つ目はＰＴＡ広報誌です。とてもかわいいイラスト入りで児童や先生方の
好きな給食のアンケートを載せたりＰＴＡの仕事内容を分かりやすくアン
ケート形式で伝えたり大変工夫を凝らした広報誌を発行しています。市内のＰ
ＴＡ連合会の広報誌コンクールで2年連続最優秀賞を受賞しました。
　3つ目は「ベルパト係」です。毎学期ベルマークの回収・集計にあたり、また

放課後に校区内の公園１０か所のパトロールを行っています。不法投棄がないか、植栽の伸びすぎ
により児童の遊び場に死角ができていないか等の確認をしています。

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

第60回講座を開催しました。実施済 ◆第61回講座

主催：武庫西地域包括支援センター「お役立ち講座」 ご案内
無 料

　スマホの講習会をした後に、
オンライン講習としてZOOMで
別会場と繋いで、オンライン上
での体操教室を実施しました。

日　時　1月19日(水)　14：00～15：00
テーマ　オンライン講習に参加してみよう
講　師　そんぽの家武庫之荘

副ホーム長　成海昌和 さん

日　時　2月16日(水)　14：00～15：00
テーマ　施設入所の実際～どんな時にどのように？～
講　師　 武庫西包括支援センター

原口公及 さん
　どのようなタイミングで施設入所
を考えるのか、入所までの経緯等、
実際に施設入所された方のケースを
わかりやすく紹介します。

　１歳児（うさぎ組）は、だるまの
制作をしました。
　だるまの顔をマジックで書いた
り、保育士に援助されながら体の
模様をのりで貼ったりしました。

　3歳児（ぱんだ組）は、福笑い
の制作をしました。
　目隠しをして、ひょっとことお
かめの顔に目や鼻などのパーツを
貼っていました。最後に目隠しを
取ると、想像と違った出来上がり
に大笑いしていました！

　２歳児（ぺんぎん組）は園
庭で凧揚げをしました。ビ
ニール袋にマジックで自分
の好きな絵を描いた凧を
持ってよ～いドン！と走りま
したよ。

　風にのって凧が空で揺
れると、とっても嬉しそ
うな子どもたちです。

　4歳児（きりん組）は、大好きな忍者のすごろくを友達と一緒
に楽しんでいます。忍者の形をした駒を進めたり、まきびしや
様々な術が出てきたりなど、大喜びの子どもたちです。

　子どもたちは年末から年始にかけてお正月を感じられる制作や、お正月遊
びをして楽しみました。休み明けには、保育所に来ると「あけましておめで
とうございます！」と元気に挨拶をしてくれました。
　今年も元気に子どもたちといろいろな遊びを楽しんでいきたいと思います。

お正月遊びを
しました！

きりん組（４歳児）

ぺんぎん組（２歳児）

うさぎ組（１歳児）

ぱんだ組（３歳児）

ぞう組（５歳児）

　0歳児（ひよこ組）は、獅子
舞の制作をしました。段ボール
を筒状に丸めたものに絵の具
をつけて、獅子舞の体の部分
にポンポンポン…とスタンプ
をしました！

　5歳児（ぞう組）は、羽根つきをしました。
お楽しみ会で保育士がしていたのを思い出し、「やってみたい！」とわ
くわくした気持ちでいっぱいの子どもたち。
　打ち返すことは難しいですが、友達と一緒にすることが嬉しかった
ようで、何度も楽しんでいました。

ひよこ組（０歳児）
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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

検 索センター南武庫之荘

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：17：30～18：30
（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)

持ち帰りのみ

2 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

メール： info@nanbu-c.org

06-6438-5875
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：11：30～12：00
（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：こども無料
　　　 　高校生以上200円
■定 員：３０名（先着順）

持ち帰りのみ

     2  12月 日（土）

     26日（土）

今月のこども食堂の開店日は下記のとおりです。

@nanbu0664385875

　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。

アクセス

  「水堂」
バス停下車、
北西へ徒歩3分
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