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■日時：10月9日(金) 9:00～21:00
　　　　　   10日(土) 9:00～17:00
■場所：地域総合センター南武庫之荘
　　　　展示（集会室にて）

　今年の秋まつりは新型コロナウィル
ス感染防止のため、作品展示を中心に
開催されました。
　会場に飾られたこどもたちや高齢者
の作品に、みなさんの笑顔があふれま
した。

※台風14号の影響のため、だ
んじり展示は中止となりま
したが、入魂式は例年通り
に行われました。

第41回 南武庫之荘地域人権交流秋まつり が第41回 南武庫之荘地域人権交流秋まつり が
行われました。行われました。

日時／                      17：45～18：40  (初心者、低学年) 
　　　　　　　　　　　18：45～19：40  (その他の学年)
　　　 11月2日、9日、16日、30日、12月7日、12日（土）本番予定
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

ハンドベル教室
　今年も好評のハンドベル教
室の受講生を募集中です！
12月12日（土）予定のクリス
マス会に出演します。

受講生募集中！

毎週月曜日

申込受付〆切　～11/5(木) 問合せ・申込しみ　地域総合センター南武庫之荘



11月・12月の催し物のお知らせ

実施済事業の報告

日 時／ 11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
講師／ 兵庫県尼崎北警察署、尼崎市生活安全課
対象／ 高齢者
費用／ 無料

交通安全教室

日 時／ 11月15日(日)　8：00～10：30
場 所／ 地域　南武庫之荘　10丁目、11丁目、
　　　　　　  12丁目の一部(特目1棟、2棟)
主 催／ 南武庫之荘地域環境美化推進委員会

南武庫之荘地域環境美化推進委員会のお知らせ
～令和2年度 地域内一斉美化運動の実施について～

　居住者の周辺道路などのゴミ(落ち葉、空き缶、
雑草など)の清掃をし、燃えるゴミ、燃えないゴミ
に分別して集積場所に出します。

※雨天の場合、11月29日(日)に延期します。

日 時／ 12月1日(火)　16：00～17：00　　
場 所／ 阪急武庫之荘駅北側・南側
　　　  啓発チラシ・ティッシュ等の配布。
　　　  パネル展示など。

令和2年度 第72回 人権週間の取り組み 期間：12月4日(金)～12月10日(木)

■街頭啓発活動
日 時／ 12月8日(火)　14：00～15：30　　
場 所／ 武庫西生涯学習プラザ(武庫地区会館) 3階ホール
講 師／ 西　義人さん　(賀川記念館 参事)
テーマ／ 賀川記念館の隣保事業について

■人権問題講演会

12月10日～16日は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です。
　拉致問題はわが国の喫緊の国民的課題であり、この解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が
国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。
　平成18年6月、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、「拉致問題
その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関し、国民世論の啓発を図るよう努めること」が、国及び地方公共団体の責
務とされました。
　また、12月10日から16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされました。（兵庫県HPより）

防災・救急救命教室
■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

　コロナ禍におけるＡＥＤ(自動体
外式除細動機)の使い方や注意点を
指導してもらいました。

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

　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す。

『ハートフル・シネマ』人権問題市民啓発映画会
■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
■講 師：濱田　格子 (はまだ さだこ)さん
■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、その道筋が
示された。

上映作品：ネット差別を許すな！
　　　　　～川口泰司～



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

ぞう組（5歳児）運動会

おいも掘りをしました！

　今年は、新型コロナウイルス感染対策のため、ぞう組（5 歳児）
のみの運動会を実施しました。お天気にも恵まれ、保護者の方
に見守られながら、元気いっぱい身体を動かして楽しんでいた
子どもたちです。

　保育所の畑で育てたサツマイモの収穫をしました。いろいろ
な形や大きさのおいもが掘れると、大喜びで手に取っていまし
た。

※ 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。

　傘のゴールに向かって、玉
を投げ、玉入れをしました。

うれしいな！

　「いまから、うんどうかいをはじめます！」
元気な声で運動会が始まりました。

　はっぴを着て凛々しく「ソーラン節」を
踊りました。かけ声もステキでしたよ！

◆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

　コロナ禍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
うにしてみませんか。

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

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)

　いろいろな運動遊
具に挑戦しました。

　秋の味覚を収穫しました！
　ここにおいもが
あるのかな？

　おいもが
とれたよ！

　バトンの代わりに一人ずつ旗を
持って走り、旗同士でタッチする
方法でリレーに取り組みました。

※12月のお役立ち講座はお休みです。

　人権とは、一人ひとりがかけがえのない尊い存在であるとし
て尊重される権利であり、全ての人が生まれながらにして持っ
ている普遍的な権利です。
　一人ひとりがかけがえのない尊い存在であることが認めら
れ、尊重される社会を実現していくためには、子ども大人も、
また、個人や団体にかかわらず、私たちそれぞれが、不当な
差別や排除、暴力等を許すことなく、互いの多様性を認め合い、
自分の人権のみならず、他人の人権についても理解と関心を

条例の前文にはこのようなことが書かれています。尼崎市人権文化いきづくまちづくり条例

条例前文のすべては尼崎市のホームページで
ご覧いただけます。

深め、これらを行動や態度に表していくことが必要です。
　私たちは、相互理解を深め、人権の尊重について学び続け
なくてはなりません。 
　ここに、私たちは、こうした思いを共有し、将来にわたり人
権文化いきづくまちづくりを進めていくため、この条例を制定し
ます。 

施 設 情 報



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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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：17：30～18：40（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)

  11 18 月 日（水）

持ち帰りのみ
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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：こども無料　高校生以上200円  
■定 員：３０名（先着順）

    
 

持ち帰りのみ

11  14月 日（土）
28日（土）

10月より時間を変更しています。

休館日

(勤労感謝の日）

休館日

(文化の日）
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休館日

8 9 12 1310 14

2　 4 5 6 73　

22

29 30

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

　

 　

健康体操
カラオケ

高

健康体操
カラオケ

高

15

 　　 　　　

健康体操高
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子 ピアノ
習字（1）（2）

子さんすう小１～３
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子＝子ども向け

高＝高齢者向け

セ＝センター事業

1　   

日 月 火 水 木 金 土

1916 17 18 20 21

23 24 27 282625

セ おりがみで
楽しむ会

セ おりがみで
楽しむ会

セ 交通安全教室

地域内一斉
美化運動


