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『夏休み子ども講座』の開催
こどもパソコン教室

抽選結果については、7月19日(金) 9:00以降に地域総合セ
ンター南武庫之荘までお問合せ下さい。

　パソコンを初めて触れるところから、簡単なゲームづくり
までを学びます。

こども絵画教室

抽選結果については、7月19日(金) 9:00以降に地域総合セ
ンター南武庫之荘までお問合せ下さい。

　夢や思い出を一枚の絵に描いてみよう。

こども工作教室

抽選結果については、8月13日(火) 9:00以降に地域総合セ
ンター南武庫之荘までお問合せ下さい。

　作って楽しい、遊んで面白い工作づくり
に挑戦しよう。

こども手芸教室

抽選結果については、8月13日(火) 9:00以降に地域総合セ
ンター南武庫之荘までお問合せ下さい。

　きれいなパウダーアートに挑戦しよう。

■日 時／ 8月21日(水)、22日(木)、23日(金)
　　　　  10:00～11:50
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
■対 象／ 小学生、中学生
■定 員／ １０人
■講 師／ 中田みね子さん
■申込受付期間／ 8月5日(月)～8月10日(土) 
■費 用／ 無料            ※定員を超えた場合は抽選になります。

こども将棋教室

抽選結果については、7月19日(金) 9:00以降に地域総合センター南武庫之荘までお問合せ下さい。

1日目、2日目は、将棋の基礎を学びます。3日目は、対局体験をします。

■日 時／ 8月5日(月)、6日(火)、7日(水)
　　　　  10:00～11:45
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘   南館広間
■対 象／ 幼児4才以上(保護者同伴)、小学生、中学生

『夏休みこども講座』受講ご希望の方は、各講座の申込受付期間内に「地域総合センター南武庫之荘」窓口または
  TELにてお申込みください。

■定 員／ ２４人
■講 師／ 武庫愛棋会のみなさん
■申込受付期間／ 7月5日(金)～7月16日(火)
■費 用／ 無料            ※定員を超えた場合は抽選になります。

■日 時／ 7月27日(土)、31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
■定 員／ １４人
■講 師／ 山下 進一郎さん
■申込受付期間／ 7月4日(木)～7月16日(火)
■費 用／ 無料            ※定員を超えた場合は抽選になります。

■日 時／ 7月24日(水)、25日(木)、26日(金)
　　　　  10:00～11:50
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
■対 象／ 小学生
■定 員／ １０人
■講 師／ 深井 美智代さん
■申込受付期間／ 7月4日(木)～7月16日(火)
■費 用／ 無料            ※定員を超えた場合は抽選になります。

■日 時／ 8月20日(火)　10:00～11:50
■場 所／  地域総合センター南武庫之荘
■対 象／ 小学生
■定 員／ １５人
■講 師／ センター職員
■申込受付期間／ 8月5日(月)～8月10日(土) 
■費 用／ 無料            ※定員を超えた場合は抽選になります。



実施中・6月実施済事業の報告

7月・8月の催し物のお知らせ
7月の人権啓発講演会

(武庫地区人権啓発推進
委員会の研修を兼ねる)       

■日 時／ 7月19日(金)　13：30 ～15：30
■場 所／ 武庫支所 武庫地域振興センター　1階ホール
■講 師／ 佐野光彦さん
　　　　  博士(法学) 神戸学院大学総合リハビリテーション学部准教授
■演 題／ みんなが住みやすい街に
　　　　　―コミュニティ―の再生・高齢者の支援等について―

■対 象／ 尼崎市民　どなたでも参加できます。
■費 用／ 無料

打ち水大作戦 in あまがさき2019

第45回 南武庫之荘地域夏まつり
■日 時／ 8月14日(水)・15日(木)
　詳しくは「地域総合センター南武庫
之荘だより」8月号に掲載します。

尼崎市平和事業

■日 時／ 8月13日(火)～16日(金)　9：00～21：00
■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、戦中戦後の暮らしのも
ようを展示します。

伝統的な「守部観音踊り」教室

お問合せは、地域総合センター南武庫之荘へ

実施中 七夕(たなばた)飾り付け
■日 時／ ～7月5日(金)
■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
　　　　  北館1階玄関ホール、南館
毎年、好評の七夕の飾り付けを今年も行ってい
ます。一人一人の願いを込めた短冊(たんざく)や
色とりどりの七夕飾りを楽しく作りましょう。

実施中

防災教室（防災・救急救命）
■日 時／ 6月10日(月)　13：30～14：30
■対 象／ 高齢者
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘  南館広間
■講 師／ 西消防署武庫分署の方々
　防災についての講習を聴き、ＡＥＤ(自動体外式
除細動器）の使い方を学びました。

世代間交流
■日 時／ 6月19日(水)　10：00～11：00
■対 象／ 高齢者
■場 所／ 南武庫之荘保育所

　地域の高齢者と保育所児童が一緒にふれあい遊びをしたり、
踊りや出し物を見たりして交流を深めました。

交通安全教室
■日 時／ 6月17日(月）　14:00～15:00
■対 象／ 高齢者
■場 所／ 兵庫県尼崎北警察署、尼崎市生活安全課
■講 師／ 地域総合センター南武庫之荘  南館広間
　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。

6月の人権啓発講演会
■日 時／ 6月21日(金)　14：00～15：30
■場 所／ 武庫地区会館（武庫西生涯学習プラザ）3階ホール
■講 師／ 狭間 香代子さん（関西大学人間健康学部 教授)
■演 題／ ともに歩める地域社会へ
                     ～高齢者の人権について考えよう～
　高齢者を取り巻く様々な人権問題について
講演されました。(武庫地区人権啓発推進委員
会の特別講演会を兼ねる)

「ハートフルシネマ」人権問題市民啓発映画会
■上映作品／ 君が、いるから
■日 時／ 6月24日(月)　13：30～15：00
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘   集会室
■講 師／ 三宅俊明さん(人権教育指導者)
                    （テーマ：子ども・若者の人権
                                            ―幸せにつながる社会をめざして― ）
　社会の希望であり、未来をつくる存在の子どもや若者の人権の
保護と支えについて講演がありました。

「昭和の記憶」展示

おはなしから平和を考えるつどい/絵本とDVD

■日 時／ 7月の木曜日　19：00～20：00
■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
■講 師／ 村上秋子さん
■費 用／ 無料
■開催日／ 7月4日、11日、18日、25日、8月1日

■日 時／ 7月26日(金)　17：00～17：30
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘　ピロティ
■対 象／ どなたでも参加できます。
■費 用／ 無料
　毎年恒例の「打ち水大作戦」が尼崎市各地で実施されます。
暑さを忘れる打ち水大作戦に参加しましょう。

■日 時／ 8月24日(土)　10：30～11：30
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘　集会室
■対 象／ 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上映などで
子どもたちと平和について考えます。



南武庫之荘保育所だより

　相談の種類は福祉・健康、
産業・職業、教育、人権、法律
など、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
る相談を受け付けています。

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。

申込先／ 地域総合センター南武庫之荘（電話：０６－６４３８－５８７５）

■実施日 ／ 開館日の月曜日
■時　間 ／ 14：00～16：00
■費　用 ／ 無料
予約制

予約制の定例相談窓口を開設 タイルカフェ
　学校に行きにくいこどものママ達と一緒におしゃべりします。 

（予約不要の井戸端不登校会議）

■講師 ／ 不登校児のママグループ 
■日時 ／ 7月10日（水）、24日（水）
　　　　  10:30～12:00、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 ／ どなたでもご参加いただけます。
　　　　  上記日時に直接会場にお越しください。

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38回講座を開催しました。

認知症のチェックをしてみませんか？
6月19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

　「まだまだ自分は大丈夫」「今のうちにし
ておけることを知りたい」自分でできる認
知症の気づきシートを活用し、予防習慣の
ポイントやコツを聴きました。

無 料◆第39回講座実施済

　1、2、３歳児の保育参加を行いました。
　保護者の方に、ふれあい遊びや子どもたちの好きな遊びを親子で一緒に楽し
んだり、食事の様子などを見ていただいたりしました。日頃の保育所での生活
や遊びによってどんな力や気持ちが育つのかを伝える機会となりました。

保育参加の様子
南武庫之荘１１丁目１－１８ Tel・Fax 06-6438-3265

　生涯学習は耳(きこえ)
から―補聴器・難聴・耳
の仕組みや聴力について
の講座

　おすわりやすなどのふれあ
い遊びを親子でしました。

　日頃、子ども
たちでしている
フルーツバスケ
ットを親子でし
ました。

　毎日行っている
リズム運動を親子
でしました！

「聞こえ」の勉強会
7月17日（水）14：00～15：00

テーマ

日 時

講 師 フランスベッド、パナソニック  
福祉用具専門相談員 (予定 )

トマト、ナス、
きゅうり・・・

早く、大きく
なぁ～れ！

１歳児

２歳児

３歳児

プール開放のお知らせ 夏野菜の苗を植えました
親子で過ごす楽しいひと時となりました。子どもたちの笑顔もいつも以上に輝いていました！

毎年ご好評いただいているプール開放が7月17日（水）から始まります！

※ ８月１３日（火）～１６日（金）はお盆のためお休みします。
※ 気温や天候により中止になることもありますので、ご了承ください。

★　日　　時 …７月１７日（水）～８月２３日（金）
★　実施曜日 …火曜日～金曜日（月曜日のプール開放はありません。）
★　時　　間 …１１：３０～１２：００
★　持  ち  物 …お子様の水着、身体拭きタオル、着替え、お茶、帽子など



７月の【こども食堂】の開店日は下記の通りです。

7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：17:30~19 :30（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（昼食は12:00～13:00）
■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

7月17日(水） 7月13日(土)・27日(土)

　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/

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

休館日
休館日

（海の日）

休館日
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