
　今年の秋まつりは新型コロナウィル
ス感染防止のため、人権交流フェス
ティバルやカラオケ大会、模擬店など
を中止して、こどもたちや高齢者の作
品展示を中心に開催します。毎年お
楽しみにしていた方々には誠に残念
ではありますが、何卒ご理解の上、今
回の地域人権交流秋まつりを盛り上
げていただきますようご協力をお願
い申しあげます。

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
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写真は昨年度のものです。

共催：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
　　　尼崎市立地域総合センター南武庫之荘
後援：南武庫之荘第一福祉協会
　　　部落解放同盟兵庫県連合会南武庫之荘支部

主催：南武庫之荘地域人権交流秋まつり実行委員会

日時／ 10月 9 日(金) 9:00～21：00
　　　 10月10日(土) 9:00～17：00
場所／ 地域総合センター南武庫之荘

9：00
  ～21：00

9：00
  ～17：00

11：00
  ～16：00

■こども達の作品
（習字教室・絵画教室・手芸教室・南武庫之荘
保育所 ・武庫南小学校・南武庫之荘中学校）
■高齢者の作品等
（手芸・おり紙で楽しむ会）
■平和パネルの展示ほか

■だんじり展示　　ピロティにて

9日
（金）

10日    
（土）

9日
（金）

作品
展示

だんじり
展示



10月の催し物のお知らせ
日 時／ 10月21日（水）13:30～15:00
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
講師／ 濱田　格子 (はまだ さだこ)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

　ネット空間に広がる新し
い差別の問題点、解決方
法、その道筋を示します。

『ハートフル・シネマ』人権問題市民啓発映画会

実施済事業の報告
人権啓発リーダー研修会（人権問題講演会）

■日時：9月16日(水) 13：30～15：00
■場所：武庫東生涯学習プラザ(旧武庫公民館) 2階ホール
■テーマ：子どもを守る地域活動
              　　新型コロナウィルス感染防止と子どもたち
■内容：

　　　　

■講師：濱田　格子 (はまだ さだこ)さん　
　　　　認定ＮＰＯ法人子どものみらい尼崎 理事長
■備考：手話通訳あり
■主催：武庫地区人権啓発推進委員会

※じんけんスタディツァー
     第1回を兼ねました。

輪投げ大会 高齢者手芸教室

　秋まつりでの発表を目指
して、それぞれが力作をつ
くりました。

　みなさんで輪投げを
楽しんで、元気をゲッ
トしました。

子育て支援のフレームワーク(枠組み)から考える
「子どもを守る地域活動」として、新型コロナ
ウィルス感染症による子どもたちの生活の変
化、変化がもたらすもの、子どもの健やかな成
長のために、今、取り組むこと等。

■日時：9月9日(水) 13:30～14:30
■場所：地域総合センター南武庫之荘
　　　　北館2階集会室

■日時：9月14日(月)、28日(月)、30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

上映作品：ネット差別を許すな！
                       ～川口泰司～

日時／ 10月19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
講師／ 西消防署武庫分署の方々

防災・救急救命教室

　災害への備えや避難の仕方などについて学んだ後、ＡＥＤ
(自動体外式除細動機)の使い方を指導してもらいます。



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

園庭開放は、平日の月曜日から金曜日の10時～12時です

　非常持ち出し袋の中には何が
入っているか見てみよう！

避難訓練をしました！

リズム運動楽しいね！

　保育所では、毎月いろいろな災害を想定し て、 避難訓練
を実施しています。
　今月は、台風の 多い時期でもあるため 、「風水害」の想
定で訓練をしました。
　2 階の なかよしルームへ避難した後、各クラス に戻っ
て 風水害の 写真を見ながら 話を聞きました 。

　年間を通して、 ピアノのリズムに 合わせ 、 体を 動か す 
「リズム運動」を楽しんでいます。
　クラスで、 ときには異年齢で動きを 見せ合いっこして、 刺
激を 受けています。

※ 新型コロナウイルスの感染防止のため、日程・内容に変更が生じる場合があります。

　停電になったときはこの
ライトを使うよ 。 台風のとき！

◆第48回講座を開催しました。

消費者トラブルについて
9月16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
　社会福祉士　東口さん

　こんなに大雨で水がいっぱいになるのは
どんなときかな？

※10月のお役立ち講座は、お休みです。

実施済

　消費者トラブルの対応方法をわかりやすく解
説してもらいました。また講義の間には、オレ
オレ詐欺の面白い寸劇を見て過ごしました。

◆第49回講座

セルフチェックと瞑想で自分をチェックしてみませんか？
11月18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

　コロナ渦で溜まったストレスのチェッ
ク、自分自身を見つめ直す機会を作れるよ
うな講座を予定しています。

かめ

ブリッジ

高ばい

主催：武庫西地域包括支援センター「お役立ち講座」 ご案内
無 料

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)



センター 南武庫之荘 ホームページ
https://nanbu-c.org/

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 ： 公益社団法人尼崎人権啓発協会

　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

月のこども食堂
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子＝子ども向け

高＝高齢者向け

セ＝センター事業　   

日 月 火 水 木 金 土

12 13 14 16 17

19 20 23 242221

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：公益社団法人 尼崎人権啓発協会）
お問合せ：尼崎医療生活協同組合 組合員活動部　電話：06-4962-4920

にじの子ども食堂（夕食）
■時 間：17:30~（なくなり次第終了です）
■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 200円 
■定 員：３０名(先着順)

  10 21 月 日（水）

持ち帰りのみ

15

31 29　　 30　　28

（秋まつり 準備） 秋まつり 

セ ハートフルシネマ
子 にじの子ども食堂

10

セ おりがみで
楽しむ会

セ おりがみで
楽しむ会

セ なかよし
食堂

セフラワー
アレンジメント

地域総合センター南武庫之荘
指定管理者：公益社団法人尼崎人権啓発協会

利用時間　平日：午前９時～午後９時
　　　　　（第2・第4土曜日は午後５時まで）
休 館 日　日曜日、祝日、第1・第3・第5土曜日
　　　　　年末年始
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

06-6438-5875
メール： info@nanbu-c.org

電話・FAX

〒661-0033尼崎市南武庫之荘11-6-15

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：公益社団法人 尼崎人権啓発協会）
お問合せ：地域総合センター南武庫之荘

なかよし食堂（昼食）
■時 間：11:30～（なくなり次第終了です）
■場 所：地域総合センター南武庫之荘
■費 用：無料   
■定 員：３０名（先着順）

    
 

持ち帰りのみ

10 10 月 日（土）
24 日（土）

10月より時間を変更しています。


