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街頭啓発活動

１２月１日 午後４時～ 阪急武庫之荘駅前

● 12 月 17 日（土）は 13:30 ～ 15:00 のみ開館
● 年始は１月４日（水）から開館

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ください。 検 索センター南武庫之荘http://atcm.npos.biz/
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　■日 時／11月24日(木)　10:00～12:00
　■場 所／地域総合センター南武庫之荘 集会室
　■映 画／「秋桜（コスモス）の咲く日」

     
　■日 時／11月25日(金)　
　■場 所／地域総合センター南武庫之荘 
　　　　　 武庫公民館、武庫支所、武庫地区会館、
　　　　　 武庫小学校、女性センタートレピエ、
　　　　　 西武庫公園、阪急武庫之荘駅

　■日 時／12月1日(木)　16:00～17:00
　■場 所／阪急武庫之荘駅の南北周辺
　■活 動／人権啓発チラシの配布、人権啓発パネルの展示

　■日 時／12月8日(木)　13:30～15:30
　■対 象／どなたでも参加できます
　■場 所／武庫地区会館　３階ホール
　　　　　　（尼崎市常吉1-2-8 阪神バス武庫支所前下車）
　■講 師／西岡 つよしさん（淡海プロデュース 代表）
　　　　　　「人が人であるために
                          　－こころ芝居、演じ続けて３５年－」
　　　　　　＜手話通訳あり・入場無料＞
－ 講師プロフィール －
演劇グループ・淡海プロデュース代表 西岡つよしさん
昭和41年生まれ、京都出身。
　幼いころから役者にあこがれ、中学生のときから地域で演劇グ
ループを作り、老人ホームなどの福祉施設で演劇活動を行う。
　平成7年、活動拠点を尼崎市に移し、平成12年に演劇グループ・淡
海プロデュースを旗揚げ。
　春と秋の定期公演を中心に、福祉施設との交流を行いながら演劇
活動を続けている。

　世界人権デーは、世
界人権宣言が1948年
（昭和23年）12月10日
に国際連合総会で採択
されたその日を記念し
て制定されました。
　わが国では毎年12月
4日から12月10日の1週
間を人権週間とし、各種
の啓発活動が行われて
います。
　テレビ・ラジオなど各
種のマスメディアを利用
した集中的な啓発活動
も行われています。
　みなさんもお近くの

催しに参加して、「思いやりの心」や「かけがえのない命」に
ついて、もう1度考えてみませんか？

人権週間ポスター
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　■日 時／12月17日(土)　13:30～15:00 
　■対 象／どなたでも参加できます 
　■場 所／地域総合センター南武庫之荘 集会室
　■出 演／西岡つよしさん、演劇グループ・淡海プロデュース
　■入 場／無 料

　淡海（おうみ）プロデュースは、平成１２年に旗揚げ。社会人を
中心に主婦や自営業者など４０代から８０代までの１４名の
メンバーで、尼崎市内を中心に演劇活動を行っています。
　モットーは「涙と笑いのこころ芝居」で、代表の西岡つよし氏が
脚本を書き下ろし、演出するオリジナル作品を上演しています。

第１部 淡海　鈴夫／作・演出
「まげもの喜劇　あの世の花　この世の花」  ※約６０分

第２部 ふれあいトークショー
「あなたの心に語りかけます」  ※約３０分



■ 日時：11月16日 ( 水 )　14:00 ～ 15:00
■ 講師：的場 馨さん（看護師）

　塩分を多く取る日本人にとって、脳卒中は常に死因の上位にランクされています。
　手足に麻痺が残ったり、寝たきりになったりと恐いイメージがありますが、脳・神
経外科に勤めておられた看護師の的場さんは「予防と早期発見」が大切だとお話し
されました。
　ストレスをためず、高血圧にならないような生活習慣を持つこと、イーと言って片
方の唇が下がったり、両目をつぶろうとして片方が開いたまま…などの「前触れ」があればすぐに病院へ。
　間違っていても、それが笑い話で終わればいいのですと、力強くアドバイスされました。

主催：武庫西地域包括支援センター第13回講座
 「備えあれば憂い(患い)なし～脳卒中の予防と早期発見」を開催しました。 「香る珈房Puri」

 オープン

無 料第14回 講座
日時：12月21日(水)　14:00～15:00

テーマ 「ミニ保健室」
講 師 カイセイ薬局 薬剤師

　センターをご利用いただいている活
動団体「地域共生スペースぷりぱ」さ
んが、カフェスペースをオープンされ
ました。

　障害を持つ方や支援
スタッフのみなさんがお
待ちしていますので、ぜ
ひ一度お訪ねください。

平成 29年１月  休講

日時：11月20日 (日 )　8:00 ～ 10:30
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）

　地域にお住まいの
みなさんで、周辺道
路などのゴミの清掃
を行いました。
　ご参加いただいた
みなさん、ありがと
うございました。

日時：11月25日 ( 金 )　13:30 ～ 15:30 
講師：兵庫県尼崎北警察署、
　　　　尼崎市生活安全課
場所：地域総合センター南武庫之荘

　警察署員によ
る講話や簡単な
訓練などを通じ
て、交通ルール
やマナーについ
て学びました。

　クリスマスの絵本を
読み聞かせしてもらっ
たり、折り紙で素敵なク
リスマスツリーを作っ
たり、クリスマスソング

にのってエアロビクスを楽しんだりしました。

日時：11月26日 ( 土 )　10:00 ～ 11:30 
主催：読み聞かせグループ「すみれ」
対象：小学生以下
場所：地域総合センター南武庫之荘

　このアニメ映画では、大学生たちの悩みと学びを通して、「正しい
知識と理解」「多様性の受容と尊重」の大切さが描かれていました。
　認知症・同和問題・ＬＧＢＴなど様々な人権問題が含まれており、講師の里見先生にポイント
を解説していただきました。
　誰もが人権を尊重され自分らしく生きていける社会について考える機会となったと思います。

講師：里見 靖子さん（人権教育指導者）
日時：11月2日 ( 水 )　13:30 ～ 15:30 
会場：地域総合センター南武庫之荘　集会室
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

　日本在住の外国人の方々と地域の方々による文化交流会
を行います。
　日本側は「もちつき」でおもてなしします。色んな国の
人たちと、楽しいひと時を過ごしましょう！

■日 時／ 12月10日(土)　10:00～12:00
■対 象／ どなたでも参加できます
■会 場／ 地域総合センター南武庫之荘
■費 用／ 無料

■日 時／ 12月24日(土)　14:00～16:00
■出 演／ 地域のミュージシャンなど
■対 象／ どなたでも参加できます
■会 場／ 地域総合センター南武庫之荘 集会室
■費 用／ 無料

　コーラス＆ハンドベル教室の生徒による発表や、地域の
ミュージシャンたちによるパフォーマンスの数々をお楽しみ
ください！

■日 時／ 平成29年1月16日(月)　14:30～16:00 
■講 師／ 男石 宣隆（オイシ ノブタカ）さん
■対 象／ どなたでも参加できます
■会 場／ 地域総合センター南武庫之荘 集会室
■費 用／ 無料

　出身地・神戸を拠点に精力的に音
楽活動を続ける演歌歌手の男石宣隆
さん。
　9月21日に待望のメジャーデビュー
を果たした新曲「大阪泣かせ雨」ととも
に、軽妙なトークを披露してくれます。
　その甘いマスクや透き通った歌声に
魅了され、ファンになったという方も多
いはず。
　これまで聴いたことがないという方

も、ぜひ男石さんの美声を聴きにいらしてください。

歌手 男石宣隆さん
－ 講師プロフィール －
　神戸市有馬出身。
　音声多重カラオケ専属歌手として10年間活動後、平成24年
に初ＣＤをリリースし、平成27年9月に「大阪泣かせ雨」でテイ
チクエンタテインメントよりメジャーデビュー。
　現在は日本全国を回り、台湾にも足を伸ばすなど精力的に公
演活動を行っている。

測定機器を使った
血管年齢測定、脳年
齢測定、骨折リスク
計算と血圧、体脂肪
を計ります。

　平成29年１月のお役立ち
講座はお休みさせていただ
き、２月の講座内容は次号で
お知らせする予定です。

場所：南武庫之荘11-1-8
　　  （南武庫之荘保育所の隣）
営業時間：毎週火曜、木曜
　　　　  11:00～14:00
問合せ先：06-6433-2320（ぷりぱ代表）
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日時：11月2日 ( 水 )　13:30 ～ 15:30 
会場：地域総合センター南武庫之荘　集会室
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

　日本在住の外国人の方々と地域の方々による文化交流会
を行います。
　日本側は「もちつき」でおもてなしします。色んな国の
人たちと、楽しいひと時を過ごしましょう！

■日 時／ 12月10日(土)　10:00～12:00
■対 象／ どなたでも参加できます
■会 場／ 地域総合センター南武庫之荘
■費 用／ 無料

■日 時／ 12月24日(土)　14:00～16:00
■出 演／ 地域のミュージシャンなど
■対 象／ どなたでも参加できます
■会 場／ 地域総合センター南武庫之荘 集会室
■費 用／ 無料

　コーラス＆ハンドベル教室の生徒による発表や、地域の
ミュージシャンたちによるパフォーマンスの数々をお楽しみ
ください！

■日 時／ 平成29年1月16日(月)　14:30～16:00 
■講 師／ 男石 宣隆（オイシ ノブタカ）さん
■対 象／ どなたでも参加できます
■会 場／ 地域総合センター南武庫之荘 集会室
■費 用／ 無料

　出身地・神戸を拠点に精力的に音
楽活動を続ける演歌歌手の男石宣隆
さん。
　9月21日に待望のメジャーデビュー
を果たした新曲「大阪泣かせ雨」ととも
に、軽妙なトークを披露してくれます。
　その甘いマスクや透き通った歌声に
魅了され、ファンになったという方も多
いはず。
　これまで聴いたことがないという方

も、ぜひ男石さんの美声を聴きにいらしてください。

歌手 男石宣隆さん
－ 講師プロフィール －
　神戸市有馬出身。
　音声多重カラオケ専属歌手として10年間活動後、平成24年
に初ＣＤをリリースし、平成27年9月に「大阪泣かせ雨」でテイ
チクエンタテインメントよりメジャーデビュー。
　現在は日本全国を回り、台湾にも足を伸ばすなど精力的に公
演活動を行っている。

測定機器を使った
血管年齢測定、脳年
齢測定、骨折リスク
計算と血圧、体脂肪
を計ります。

　平成29年１月のお役立ち
講座はお休みさせていただ
き、２月の講座内容は次号で
お知らせする予定です。

場所：南武庫之荘11-1-8
　　  （南武庫之荘保育所の隣）
営業時間：毎週火曜、木曜
　　　　  11:00～14:00
問合せ先：06-6433-2320（ぷりぱ代表）

■ 日時：11月16日 ( 水 )　14:00 ～ 15:00
■ 講師：的場 馨さん（看護師）
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● 12 月 17 日（土）は 13:30 ～ 15:00 のみ開館
● 年始は１月４日（水）から開館
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　■日 時／11月24日(木)　10:00～12:00
　■場 所／地域総合センター南武庫之荘 集会室
　■映 画／「秋桜（コスモス）の咲く日」

     
　■日 時／11月25日(金)　
　■場 所／地域総合センター南武庫之荘 
　　　　　 武庫公民館、武庫支所、武庫地区会館、
　　　　　 武庫小学校、女性センタートレピエ、
　　　　　 西武庫公園、阪急武庫之荘駅

　■日 時／12月1日(木)　16:00～17:00
　■場 所／阪急武庫之荘駅の南北周辺
　■活 動／人権啓発チラシの配布、人権啓発パネルの展示

　■日 時／12月8日(木)　13:30～15:30
　■対 象／どなたでも参加できます
　■場 所／武庫地区会館　３階ホール
　　　　　　（尼崎市常吉1-2-8 阪神バス武庫支所前下車）
　■講 師／西岡 つよしさん（淡海プロデュース 代表）
　　　　　　「人が人であるために
                          　－こころ芝居、演じ続けて３５年－」
　　　　　　＜手話通訳あり・入場無料＞
－ 講師プロフィール －
演劇グループ・淡海プロデュース代表 西岡つよしさん
昭和41年生まれ、京都出身。
　幼いころから役者にあこがれ、中学生のときから地域で演劇グ
ループを作り、老人ホームなどの福祉施設で演劇活動を行う。
　平成7年、活動拠点を尼崎市に移し、平成12年に演劇グループ・淡
海プロデュースを旗揚げ。
　春と秋の定期公演を中心に、福祉施設との交流を行いながら演劇
活動を続けている。

　世界人権デーは、世
界人権宣言が1948年
（昭和23年）12月10日
に国際連合総会で採択
されたその日を記念し
て制定されました。
　わが国では毎年12月
4日から12月10日の1週
間を人権週間とし、各種
の啓発活動が行われて
います。
　テレビ・ラジオなど各
種のマスメディアを利用
した集中的な啓発活動
も行われています。
　みなさんもお近くの

催しに参加して、「思いやりの心」や「かけがえのない命」に
ついて、もう1度考えてみませんか？

人権週間ポスター

12 4 ) 12 10

　■日 時／12月17日(土)　13:30～15:00 
　■対 象／どなたでも参加できます 
　■場 所／地域総合センター南武庫之荘 集会室
　■出 演／西岡つよしさん、演劇グループ・淡海プロデュース
　■入 場／無 料

　淡海（おうみ）プロデュースは、平成１２年に旗揚げ。社会人を
中心に主婦や自営業者など４０代から８０代までの１４名の
メンバーで、尼崎市内を中心に演劇活動を行っています。
　モットーは「涙と笑いのこころ芝居」で、代表の西岡つよし氏が
脚本を書き下ろし、演出するオリジナル作品を上演しています。

第１部 淡海　鈴夫／作・演出
「まげもの喜劇　あの世の花　この世の花」  ※約６０分

第２部 ふれあいトークショー
「あなたの心に語りかけます」  ※約３０分


