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令和元年度 講座発表会
■日 時／ 3月28日（土）14：00～16：00
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘

■対 象／ どなたでも参加できます
■費 用／ 無料

　センターで実施中のこども・高齢者向け講座など、日々の練習の成果
を発表する集大成として「令和元年度 講座発表会」を開催します。　ピ
アノ、ハンドベル、民踊などのステージ発表、習字、折り紙、フラワー
アレンジメントなどの作品展示、センターで活動している登録団体の展
示発表もあります。
※参加（出演・展示）を募集中！

 

午前 午後 夜間
9:00～12:00 13:00～17:00 18:00～21:00

・集会室
・料理教室 1,200円 1,720円 2,100円

・和室
・教室 670円 1,050円 1,350円

■内 容／(1)2020年度活動団体登録制度について
　　　           (登録の要件、登録の利点・責務など)
　　　      (2)登録団体連絡会について

■場 所／地域総合センター南武庫之荘

■対 象／2020年度(2020年4月1日～2021年3月31日)
                   に当センターの施設を利用される団体は、
                   上記①、②のいずれかにご出席ください。
                   (事前にセンターまでご連絡ください)

● 使用料 ●
部屋や時間帯によって使用料が異なります。
(使用目的などによって、使用料が減免になる場合があり
ます)

● 利用時間 ●
各部屋の利用時間は、以下のとおりです。

9:00～21:00

第２、第４土曜 9:00～17:00

平　日

①14:00～15:00
②18:00～19:00

（詳細については、当センターのホームページをご覧ください）

　センターの各部屋(集会室、教室、和室、料理教室)を
有料でご利用いただけます。
　継続的に利用される場合は、団体登録を行う必要が
ありますので、この説明会に必
ずご参加ください。
　登録できるのは、代表者及
び構成員の半数以上が尼崎市
民であることが条件で、構成員
が5名以上の団体になります。
既に利用されている団体も、年
度ごとの更新が必要です。

（写真は昨年度のものです）

2月14日(金)の説明会に参加 

4月1日から各部屋の利用開始

 3月末日までに、活動団体登録申請書類を提出 

● 利用開始までの流れ ●
■日 時／2月14日(金)

2020年度 活動団体登録制度
地域総合センター南武庫之荘

説 明 会

※既に利用されている団体も年度ごとの更新
　が必要です。



2月・3月の催し物のお知らせ

実施済事業の報告

人権問題講演会自衛消防訓練

＜17の持続可能な開発目標＞

　持続可能な開発目標（SDGs）とは、2015年9月の国連サミットで
採択された持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。
　17のゴールから構成
され、貧困や不平等・
格差、気候変動など様
々な問題を解決するこ
とを目指しています。

習字作品の展示

　習字教室の生徒
さんの作品を展示
しました。

■日 時／ 12月26日(木)～1月17日(金)
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘　玄関
■対 象／ 小学生まで

短期青少年講座 こどもパソコン教室

　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
した。

■日 時／ 12月23日(月)15：30～17：00　
                     24日(火)・25日(水) 15：00～17：00
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘　玄関
■対 象／ 小学生
■講 師／ 深井 美智代さん

もちつき大会（なかよし食堂）

　みんなで力いっぱい楽しく
もちつき体験をしました。 

新春福祉懇談会 ～ふれあいトークと歌～

　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
した。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で楽し
みました。

■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
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘 集会室

こどもハンドベル教室

　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。

■日 時／ 毎週   月曜日 　17：00～17：50 (初心者、低学年) 
                                                   18：00～18：50 (その他の学年)

           2月 3日、10日、17日
           3月 2日、9日、16日、23日、27日
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
■講 師／ 南本久美子さん

実施中

■日 時／ 12月25日(水)
                     11：30～13：00
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘

水消火器を使って、消火訓練を行います。

■日 時／ 2月5日(水)　13：30～14：30 (予定)
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
■指 導／ 尼崎市西消防署武庫分署
■対 象／ どなたでも参加できます
■費 用／ 無料

■日 時／ 2月12日(水)　 13：30～15：30
■場 所／ 尼崎市武庫西生涯学習プラザ(武庫支所)
                      1階ホール
■テーマ／ こんなときどうする？
■内 容／ 視覚障害のある人を理解し、配慮のある接し方
                     について
■講 師／ 成戸 宏幸 さん
                  （国立障害者リハビリテーションセンター
                       自立支援局  神戸視力障害センター  支援課長）
　　　　   田渕 俊樹 さん
                  （国立障害者リハビリテーションセンター
                       自立支援局  神戸視力障害センター  生活支援専門職）
■対 象／ どなたでも参加できます。
■費 用／ 無料
■主 催／ 武庫地区人権啓発推進委員会

※直接会場にお越しください。
※武庫地区人権啓発推進委員会の研修会を兼ねます。

※問合せは、地域総合センター南武庫之荘へ
     TEL/FAX 06－6438－5875

SDGｓSDGｓ



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

凧の紹介 こま回し 羽根つき

タイルカフェ（井戸端不登校会議） 施設情報
　学校に行きにくいこども達とママ達の集まりです。

■日時 ／ 2月5日(水)・19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。

　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
地域総合センター南武庫之荘
・ステップ・リフト
　(車いすなどに対応)
・多目的トイレ
　(車いす可、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) 

■お問合せ／タイルカフェ
　090-5131-3260（北野）

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42回講座を開催しました。

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

　手洗いチェッカーを使って、手洗いの洗
い残しチェックを体験。またヨガのような
ストレッチを行い、足の先までリラックス
しました。

無 料◆第43回講座実施済

　シニアカーや電動車いすに試乗して
運転の仕方や使い心地を体験します。

電動カート(シニアカー )、
電動車いす試乗体験

2月19日（水）14：00～15：00
テーマ

日 時

講 師

tairucafe@gmail.com

　１月のおたのしみ会は、子どもたちに、お正月の飾りやおせち料理などの由来、意
味を分かりやすく知らせたり、こま回し、羽子板、福笑いなどの伝統的な遊びを職員
が紹介したりしました。
　また、３、４、５歳児が歌を歌ったりして楽しく過ごしました。

　中学生たちに丁寧に遊び
方を教えてもらい、子ども
たちはとても喜んで遊んで
いました。

株式会社セリオ 
福祉用具専門相談員

１月
お楽しみ会の様子

　幼児組が「にじ」の歌をみんなに
披露しました。

　各クラスの子どもたちが作った
凧の紹介をしました。

　南武庫之荘中学校の３年生が、家庭科の授業で作った手作りおもちゃを使って、３・４・５歳児の子どもたちと交流をしました。い
ろいろな楽しい遊びに子どもたちは目を輝かせて遊んでいました。

福笑い けん玉
二人羽織り

園庭開放は、平日の月曜日から金曜日の10時～12時です

南武庫之荘中学生との交流



子＝子ども向け

高＝高齢者向け

セ＝センター事業

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）

2月8日(土)・22日(土)

休館日

休館日

休館日

(建国記念日)

休館日

(振替休日)

2月の【こども食堂】の開店日は下記の通りです。

2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

2月19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

日 月 火 水 木 金 土

2 3

13

7 8

 1

16 17

23 24
休館日

（天皇誕生日）

休館日

休館日

休館日

休館日
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子 ピアノ（火）
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子 ピアノ（火）
習字（1）（2）

セ なかよし食堂

セ なかよし食堂

セ 折り紙で
楽しむ会

セ 自衛消防
訓練
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子 ピアノ（水）
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民踊教室
健康体操高

地域総合センター南武庫之荘へ

問い合わせ
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健康体操高
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活動団体登録制度
説明会


