
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

2018年 9 月号

発行 2 0 1 8 . 9 . 1
尼崎市立地域総合センター南武庫之荘

■日 時 ／ 8月14日(火)18:30～21:40、8月15日(水)18:30～22:00
■会場 ／ 守部中通公園（地域総合センター南武庫之荘 北側）

　今年も、夏の風物詩「南武庫之荘地
域夏まつり」が、開催されました。
　練習を積み重ねてきた「子ども太
鼓」や保育所児童による盆踊りが披露
されました。
　地元の伝統芸能「守部観音踊り」や
恒例となった伝統河内音頭継承者の河
内家菊水丸をゲストに迎えての盆踊り
もにぎやかに繰り広げられ、みなさん
が夏の夜の暑さを忘れて、楽しんでい
ました。

実施済事業の報告 9月～10月の催し物のお知らせ
夏まつり/郷土芸能
（守部観音踊り）練習

■日 時／ 10月12日(金)　9:00～21:00
　　   10月13日(土)　9:00～17:00
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘

尼崎市平和事業
おはなしから平和を考えるつどい/絵本とDVD

第39回 南武庫之荘地域人権交流秋まつり

■日 時／ 9月5日（水）10:00～11:00
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘　集会室
■対象者／ どなたでも参加できます。
■費 用／ 無料
　絵本の読み聞かせやＤＶＤの上映などで、子どもた
ちと平和について考えます。

詳しくは、「センターだより10月号」でお知らせします。

本番の「夏まつり」
に向けて、一生懸命
の練習をしました。

着付け教室 ■8月3日(金)

踊り練習日 ■8月6日(月）、8日(水）
合同練習・合同練習後浴衣貸付

■8月10日(金)
新企画『守部観音踊り教室』■全８回

■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
いずれも19:00～20:00

06-6438-5875TEL&FAX



9月・10月の催し物のお知らせ

実施済事業の報告

　今年も関西の太
鼓集団が一同に集
うイベントに南武庫
之荘地域の太鼓集
団「鼓舞童」が出演
します。

第８回 和音祭
　waotosai

■日 時／ 9月2日（日）10:00～17:00
■場 所／ 尼崎競艇場内特設会場

高齢者向け講座

■日 時／ 9月3日(月)、10日(月)  13:30～15:30
　　　　  ※ただいま開催中です。
■場 所／ 地域総合センター　南武庫之荘　南館広間
■費 用／ 実費（材料費等）
　花飾り小物入・リース、モービルを作ります。出来上がった作
品は10月の秋まつりで展示しますのでお楽しみに。

手芸教室 ※連続３回の開催です。　■対象：高齢者

こども作文教室
■日 時／ 7月27日(金)、8月3日(金)、17日(金)　10:00~11:00
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
■対 象／ 小学生
■講 師／ 山崎 勲さん
　作文を書き始める前に、言葉の選び方や読
む相手のこと伝えたいことを考えながら文章
を組み立て、できた作文を発表しました。

（夏休み子ども講座） こども絵画教室
■日 時／ 8月23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
■講 師／ 山下進一郎さん
　色の濃淡を水の量で調整しながらパレッ
トの上で色を作り、夏休みの思い出を絵に
描きました。

（夏休み子ども講座）

平和事業
■期 間／ 8月13日(月）~18日(土)
■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、戦中戦後の生
活、少年の頃の思い
出などに係わる作品
を展示しました。

山岡俊夫絵画『昭和の記憶』を展示防火・防災教室
■日 時／ 8月1日（水）13:30～14:30
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘　南館広間
■テーマ／予防救急講話と心肺蘇生・AEDの使い方 
■講 師／ 尼崎市西消防署武庫分署   職員
　尼崎市での救急搬送は、60%以上を高齢者
が占め、事故の40%以上が転倒です。
　日頃の心がける予防救急と、応急処置につ
いて実演(心肺蘇生、AEDの使用法)を交えて学
びました。

高齢者向け講座

成人向け秋季短期講座
ウクレレ・レッスン 入門レベル編

募集中

６回コース■対 象／ 成人（初心者）
■期 間／ 9月～１２月
■日 時／ ９ 月１２日・２６日、１０月２４日、
　　　　 １１月１４日・２８日、１２月１２日
　　　　  午後４時３０分～午後５時２０分
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
■定 員／ 10名（応募者多数の場合は抽選）
■費 用／ 無料
■受 付／ 地域総合センター南武庫之荘
■備 考／ 楽器は受講者がご用意してください。

ビンゴ大会

　今年度は、春に引き続
き秋も好評だったビンゴ
大会を開催します。
　友達と一緒にビンゴ
ゲームで、楽しい時間を
過ごしましょう。

■日 時／ 9月8日（土）10:00~11:00
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘  　教室Ａ
■対 象／ 小学生まで（参加者 約３０名）
■費 用／ 無料

こども紙版画教室
■日 時／ 8月 24日(金)、25日(土)　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／ 山下進一郎さん
　24日は台風の影響で休講
になりましたが、25日は二
日分（計４時間）の作業をし
て作品を作りました。

（夏休み子ども講座）こどもパソコン教室
■日 時／ 8月20日(月)、21日(火)、22日(水)　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／ 深井美智子さん
　パソコンを初めて使う子ど
もたちもいましたが、キー
ボードをローマ字入力すると
ころから挑戦しました。

（夏休み子ども講座）



クッキング
（ピザ作り）

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

親子映画会の様子 自分のどこが好き？

　収穫した野菜（ミニトマト、きゅうり、ピーマン、なすび）を、
ぞう組（5歳児）が、餃子用の皮に乗せ、チーズをかけてホット
プレートで焼きました。簡単な作り方に「家でもやってみる！」
と言っていました。みんなで美味しく頂きました♪

　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。戦争につい
ての映画を親子で観たり、平和や命、戦争についての絵本の読み聞か
せをしたりして、平和について考えるきっかけになれるよう取り組ん
でいます。

　平和であり続けられることは相手を思
いやる優しい気持ちを持つこと。まずは
自分の素敵なところをたくさん知ろうと
いうことで“自分のここが好き”というこ
とをハートの紙に書きました。

平和月間絵本を設置

　年長児が、やぐらの上で盆踊りを踊った
り、和太鼓を叩いたりして参加しました♪

南武庫之荘地域夏まつり

いきいき百歳体操
■日時／ 毎週　　　　 14:00～15:00
■場所／ 地域総合センター南武庫之荘
　　　　 教室１（または集会室）
■費用／ 無料
■主催／ いきいき百歳体操を楽しむ会

木曜日

高齢者対象の体操講座の紹介

平和のつどいの取り組み

テーマ
日 時

講 師

◆第30回講座（予定）

高齢者施設での一日　～福祉用具が生活に利用されている～
9月19日（水）14:00~15:00

武庫西地域包括支援センター職員、株式会社 タカプラ

10月の『お役立ち講座』は休講となります。

無 料　施設での一日の生活を紹介し、
「どのような福祉用具が生活で利
用されているか」実物を持ってきて
いただき、説明・紹介いたします。

主催：武庫西地域包括支援センター「お役立ち講座」 ご案内

障害者・高齢者主役の文化交流サロン
ぜひ一度、気軽に見学にお越しください。■内 容／ ――いざというときに備えて――

■講 師／ ゲスト講師　松浦茂子さん（株式会社鉄マグロ普及協会　代表）
　　　      介護職実務経験者　他
■日 時／ 9月18日（火）　14:00～16:00
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
■費 用／ 無料
■備 考／ 個別相談に対応します
■主 催／ アゴラ運営委員会（準）
■問合せ／ 地域総合センター南武庫之荘　電話 ・ＦＡＸ　06-6438-5875



休館日

（敬老の日）

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

　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/
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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：18:00~20 :00（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（受付は13:00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：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19日(水） 9月8日(土)、22日(土)
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高＝高齢者向け

セ＝センター事業  
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（秋分の日）
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（振替休日）

にじの子ども食堂

セ フラワー
アレンジメント


