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ハロウィンっぽい秋まつり やきいも大会
■日 時／ 11月24日（土）13:00～
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
■費 用／ 無料

■日 時／ 11月12日（月）13:30～15:30
■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
■講 師／ 桑山　信子さん
■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

　認知症の症状について分りやすく表現され、立場や環境の
違う人を思いやる心をもつことの大切さを考える作品です。
　上映会の後で、みなさんで話し合ってみて下さい。

　いも堀り体験(10/27）で収穫し
た「いも」を、秋の味覚「やきい
も」にして、食べてみませんか。美
容と健康にいいですよ。

　ダンスや音楽、ゲーム、お菓子
配りを(14:00～16:00)行います。

上映作品：

「ハートフル・シネマ」人権問題市民啓発映画会

11月の催し物のお知らせ

平成30年度 第２回  地域内一斉美化運動

～ぼくが忘れない～

文部科学省選定作品

■日 時／ 11月25日（日）8:00～10:30
                    ※雨天の場合は12月2日（日）に順延します。
■実施地域／ 南武庫之荘10、11、12丁目（一部　特目1棟・2棟）
■主 催／ 南武庫之荘地域環境美化推進委員会

　地域のみなさんが
協力し合って、周辺道
路などのゴミ（落ち
葉、空き缶、雑草等）
の清掃を行います。

お問合せは、地域総合センター南武庫之荘まで

■日 時／ 11月17日（土）(受付)13:30～
■場 所／ 尼崎医療生協  あおぞら会館
                    １階  組合員ひろば
                     (尼崎市南武庫之荘11―１２―1)
■対 象／ 小学生以下
■費 用／ 無料
■定 員／ 100名
■主 催／ 社会福祉法人 地域共生スペースぷりぱ
■共 催／ 地域総合センター南武庫之荘



11月の催し物のお知らせ

高齢者向け　輪投げ大会
■日 時／ 10月22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
　恒例となった輪投げ大会（秋）が
おこなわれました。思っているほど
簡単ではなく、やり進めていくにつ
け、熱く盛りあがっていきました。

[講演会] はじめての手話講座
■日 時／ 10月23日（火）13:30～15:30
■講 師／ 岩本吉正さん (尼崎ろうあ協会会長)
■場 所／ 武庫支所１階ホール
　聴覚障害についての理解を深め、コ
ミュニケーションをとるための具体的
手法(手話)について、講演されました。
　聴覚障害者が社会参加するうえで
大切な手法です。

実施済事業の報告

【短期] 青少年対象講座
ハンドベル教室

合計8回

　生徒さんたちは、12月
22日（土）のクリスマス・コ
ンサートでの発表に向け
て頑張っています。

■日 時／ 10月25日(木)
　　   11月12日(月)、19日(月)、26日(月)
　　   12月3日(月)、10日(月)、17日(月)、21日(金)
　　　　　※時間は17:00～18:00と18:00～19:00との
　　　　　　2クラスに分かれます。
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
■費 用／ 無料
■備 考／ 受講生の募集は終了しています。

成人向け秋季短期講座
ウクレレ・レッスン 入門レベル編

合計6回

　好評な「ウクレレ教
室」を開催しています。
　受講者のみなさん
は、わき合いあい上達
に励んでいます。

■日 時／ 9 月12日(水)、26日(水)、10月24日(水)
　　  11月14日(水)、28日(水)
　　  12月12日(水)
　　　　　16:30～17:20
■講 師／ 加茂田 彰さん
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
■費 用／ 無料
■備 考／ 受講生の募集は終了しています。

第39回 南武庫之荘地域人権交流秋まつり

　今年で39回目を数える秋の風物詩「南武庫之
荘地域人権交流秋まつり」が今年も開催されま
した。初日は保育所みこしパレードや模擬店、交
流ひろば、カラオケ大会などが行われ、2日目の
人権フェスティバルでは、お笑い芸人やゴスペ
ルグループ、太鼓や踊りが披露され、盛りだくさ
んの2日間でした。
　また、両日を通してセンター館内では地域の
みなさんの作品展示も行われ、たくさんの方々
にお越しいただきました。

■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

 ～学びから始まる私たちの人権～

ハンドベル教室発表会（昨年）



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

　交流ひろばでは、触れ合い遊びを楽しみました。4歳児は「しあわせなら手をたたこう」の歌に合
わせて手を合わせたり、ぎゅっと抱きしめ合ったりしました。5歳児は「おてらのおしょうさん」の
手合わせをし、一緒にジャンケンをしました。

展示会場の様子

交流ひろば

今年度のテーマは「たんけん！はっけん！だいぼうけん！」です。
各クラスのぼうけんの作品や、春からの制作などを展示しました。個性豊かな作品となりました。

無料相談
予約制の定例相談窓口を開設します。
■実施日／ 開館日の月曜日
■時　間／ 14時～16時
■費　用／ 無料
■申込先／ 地域総合センター南武庫之荘
　　　　　　（電話：０６－６４３８－５８７５）

予約制
　相談の種類は福祉・健康、産業・職業、教育、人権、法律など多
岐にわたりますが、今回は特に就労・雇用保険・労働災害・企業経
営など産業・職業に関する専門家による相談を受け付けます。

予約申込時にお
名前、年齢、連
絡先、相談内容
をお知らせくだ
さい。

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31回講座 （予定）

いざという時に備えて ～現代の葬儀事情～
11月21日（水）14:00~15:00

テーマ

日 時

講 師 株式会社ベルコ 様

　いざという時に備えて、現代の葬儀事情を
お話しして頂き、質疑応答を考えています。

12月の「お役立ち講座」の詳細については、セン
ターだより12月号にてお知らせいたします。

無 料

？
？

南武庫之荘地域人権交流秋まつりに参加しました！
みこしパレード おーたー！

おーたー！
手作りの山車を
みんなで引っ張
りました！

あっと驚く手品を
たくさん披露して
くださいました。

だ  し

5歳児はダンスを
披露しました！



11月の【こども食堂】の開店日は下記の通りです。

11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

11月21日(水） 11月10日(土)・24日(土)

休館日
（文化の日）

休館日
（勤労感謝の日）

休館日
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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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