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　新年明けましておめでとうございます。

　旧年中は大変お世話になり、職員一同心

より御礼申し上げます。

　皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年

の挨拶とさせていただきます。

　本年も宜しくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　センター職員一同

南武庫之荘地域
人権教育啓発促進委員会

　謹んで新春のお慶びを申し上げます。
　昨年もここ数年と同様に、さまざまな地
域において異常気象や自然災害が発生した
年でした。
　また、人権問題についても、多岐にわた
り複雑化してきています。私たちもこの問
題に臆することなく、お互いの人権を認め
合い、より温かいまちの実現に向けて一歩
一歩前進していきたいと考えています。
　本年も、皆さまがご健勝でご多幸であり
ますよう、心よりお祈り申し上げます。

　　　　　　　　会 長　谷口 武光

『新春福祉懇談会』 ～ ふれあいトークと歌 ～
■日 時／ 1月14日（火）13：30～14：30
■講 師／ 男石 宣隆(おいし のぶたか)さん
■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
■費 用／ 無料
　今年も演歌歌手・男石宣隆さんを迎え、新春恒例の福祉懇談会を開催します。
神戸を拠点に精力的に活動する男石さんの歌声とトークをお楽しみください。

　出身　神戸市有馬
　テイチク・エンタ－テイメントの音声多重カラオケ専属
歌手として活動後、平成24年に初ＣＤをリリース。平成
28年待望のメジャー・デビューを果たす。現在、6月にリ
リースした新曲『閨の月影』のプロモーションで北海道か
ら沖縄まで日本全国を駆け回っている。また台湾にも足を
のばすなど積極的に活動を展開中。男石宜隆さん

おいし  のぶたか

－ プロフィール －



1月の催し物のお知らせ

実施済事業の報告
第71回人権週間　　12月4日(水)～12月10日(火)

■日 時／ 11月20日（水）10:00～12:00
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘　集会室
■映 画／ 上映作品「外国人と人権  違いを認め、ともに生きる」

　世界人権デーを記念して定められた、12月4日から12月10日まで
の人権週間。武庫地区人権啓発推進委員会は今年も各種の啓発活
動を行いました。

秋の交通安全教室
■日 時／ 12月9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
■テーマ／ 自転車の安全な乗り方について
■講 師／ 尼崎北警察署
　　　  　尼崎市生活安全課　
　自転車の安全な運転について、映像
を使った実技の講習を受けました。

ハンドベル教室 受講生
募集

■日 時／ 1月20日～ 3月23日の毎週   月曜日 　と3月27日（金）
　　　　  17：00～17：50 (初心者、低学年) 18：00～18：50 (その他の学年)
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
■講 師／ 南本久美子さん
■対 象／ 小学生

※抽選結果については、1月14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ください。

　ハンドベル教室の受講生を募集します。
3月28日(土)にセンター南武庫之荘で開催される講座発表会に出演します。

　恒例の老人会の年忘れカラオケ大会が
盛大に行われました。

■日 時／ 12月19日(木)　11：00～ 
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
                　南館広間

老人会万寿会クリスマス
～年忘れ～ カラオケ大会

2019 ハッピー・クリスマス・コンサート
■日 時／ 12月14日(土)　14：00～16：00
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
　こどもたちのコーラスやハン
ドベル演奏、ミュージシャンに
よるパフォーマンスなど。さい
ごに全員で「きよしこの夜」を
歌って、楽しいクリスマスのひ
とときを過ごしました。

一人ひとりの人権と個性を尊重し、多様性を認め合う『ともに生きる社会』の実現をめざそう！
主催　武庫地区人権啓発推進委員会
後援　南武庫之荘地域人権教育啓発促進委員会
　　　公益社団法人尼崎人権啓発協会

人権啓発チラシ袋詰め作業と人権啓発映画鑑賞 武庫地区人権問題講演会
■日 時／ 12月5日（木）13:30～15:30
■場 所／ 武庫西生涯学習プラザ
                  （旧武庫地区会館）　３階ホール
■テーマ／ 「在日コリアンの
                             ひとり親家族の現状」について
■講 師／ 朴君愛(パク クネ)さん
■主 催／ 武庫地区人権啓発推進委員会
■後 援／ 南武庫之荘地域人権啓発促進委員会
                     公益社団法人 尼崎人権啓発協会

■日 時／ 12月2日（月）16:00～17:00
■場 所／ 阪急武庫之荘駅の南北周辺
■内 容／ 人権啓発チラシの配布、人権啓発パネルの展示

街頭啓発活動

■定 員／ 15人  ※定員を超えた場合は抽選になります。
■費 用／ 無料
■申込受付期間／ 令和2年 1月6日(月)～1月10日(金)



タイルカフェ
（井戸端不登校会議）主催：武庫西地域包括支援センター

「お役立ち講座」 ご案内

南武庫之荘保育所だより

◆第42回講座

手洗いチェックと身体ほぐしヨガ　
1月15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

学校に行きにくいこども達とママ達の
集まりです。

■日時 ／ 1月8日(水）・22日(水）
                     10:30～16:00
■場所 ／ 地域総合センター南武庫之荘 
■備考 ／ どなたでもご参加いただけます。
■お問合せ／タイルカフェ    090-5131-3260（北野）

　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 施設情報

地域総合センター南武庫之荘
・ステップ・リフト　 (車イスなどに対応)
・多目的トイレ　(車イス可、おむつ交換) 
・赤ちゃんの駅　(授乳、おむつ交換)
・ＡＥＤ　(自動体外式除細動器)
・ＷｉＦｉ (無料) 

tairucafe@gmail.com

　日頃の手洗いと洗い残しを専門機器を使っ
てチェック。また身体を伸ばしたりほぐした
り、リラックスできるヨガを行います。

　お迎えに来られたときに、親子でフォトフレーム
を作ってもらいました。
　画用紙に納豆容器の蓋をつけた物に、ドングリや
小枝、スパンコールなど飾りつけをして素敵な物が
できました。

「森の
音楽家」の合奏

11月のお楽しみ会の様子

０歳児 １歳児 ２歳児

職員より

３歳児 ４歳児 ５歳児

無 料

手作り太鼓 手作りマラカス

ピアノ連弾
ハンドベル

曲「もろびとこぞりて」曲「トゥーランドット」他

カスタネット
タンバリン手作りギターと

カスタネット

鈴

親子でクリスマス飾りをつくったよ♡

みんなと一緒に合奏、
楽しいね！

どれを
飾ろうかな？

園庭開放は、平日の月曜日から金曜日の10時～12時です

南武庫之荘１１丁目１－１８ Tel・Fax 06-6438-3265

職員や子どもたちがいろいろな楽器を使って、合奏や演奏に挑戦し、ミニ
音楽会を楽しみました。



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：３０名（先着順）

1月11日(土)・25日(土)

休館日
休館日

(成人の日)

子＝子ども向け

高＝高齢者向け

セ＝センター事業

1月の【こども食堂】の開店日は下記の通りです。

1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 :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

1月15日(水）

　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

休館日休館日休館日休館日休館日休館日
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地域総合センター南武庫之荘へ

問い合わせ
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12月29日（日）～1月3日（金）は、年末年始休暇のため休館します。
新年は、1月６日（月）から開館します。

29　 30　 31　

セ フラワーアレン
ジメント教室

セ フラワーアレン
ジメント教室

セ 新春福祉
懇談会

お役立ち講座
健康体操高


