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「誰か」のことじゃない。
（第72回人権週間　人権啓発キャッチコピー）

第72回 人権週間
12月4日(金) ～10日(木)

　～お互いの人権を尊重し合える『ともに生きる社会』の実現をめざそう！～

人権週間とは
　世界人権デーは、世界人権
宣言が1948年(昭和23年)12月
10日に国際連合総会で採択さ
れたその日を記念して制定さ
れました。わが国では毎年人
権デーを最終日とする12月4
日から12月10日までの1週間
を人権週間とし、各種の啓発
活動が行われています。

武庫地区人権啓発推進委員会の
人権週間の取り組み

人権週間における啓発活動期間：11月18日（水）～12月10日（木）

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

人権啓発チラシ等袋詰め作業
人権啓発映画鑑賞

■日 時／ 11月18日（水）10:00～11：30
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘　集会室
■映 画／ 上映作品
　　　　  「あたたかい眼差しを   虐待から子どもを守る」

袋詰め （写真は昨年のものです）

街頭啓発活動 （写真は昨年のものです）

街頭啓発活動
■日 時／ 12月1日(火)　16：00～17：00
■場 所／ 阪急武庫之荘駅北側・南側
■映 画／ 人権啓発チラシ・ティッシュ等の配布、
　　　　  人権啓発パネルの展示

※雨天の場合は、2日(水)

人権問題講演会
■日 時／ 12月8日(火)　14：00～15：30
■場 所／ 武庫西生涯学習プラザ
　　　　　(旧武庫地区会館) 3階ホール
■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
■対 象／ どなたでも参加でき
　　　　  ます。
■費 用／ 無料
■申 込／ 直接会場にお越しく
　　　　  ださい。
■問い合わせ／ 地域総合センター南武庫之荘

（第72回 人権週間ポスター）



12月の催し物のお知らせ

実施済事業の報告

2020クリスマス会

交通安全教室
■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

　薄暮の時間帯の道
路横断の危険性や、
自転車走行での交通
ルールや注意点など
を紙芝居やＤＶＤを
見て楽しく学びまし
た。

地域内一斉美化運動  

　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
した。

■日 時：11月15日(日)　8：00～10：30
■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

日 時／ 12月12日(土)　13：30～15：00　
場 所／ 地域総合センター南武庫之荘　2Ｆ集会室
内 容／ ピアノ教室、ハンドベル教室のこどもたちの演奏、
　　　  マジック・ショー
対 象／ どなたでも参加できます。
定 員／ 50人　※新型コロナウィルス感染防止の対策をしています。
費 用／ 無料

「もちつき大会」のお知らせ
※今年は新型コロナウィルス感染症防止のため、もちつきの一般参加はありません。
※センターでついた「おもち」は、なかよし食堂(12/25)で持ち帰りできます。

（尼崎市のホームページより引用）

令和 2 年度（2020 年度）

高齢者インフルエンザ
定期予防接種について

尼崎市

対象者

実施期間 令和 3年 1月 31 日まで

申込方法 市内の定期予防接種実施医療機関へ直接申込み
※上記以外の医療機関で接種した場合、自己負担が生じることが
　あります。

満 65歳以上の尼崎市民
60 ～ 64の市民で障害等級 1級

①心臓②腎臓③呼吸器④ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能
障害を有する尼崎市民

■健康福祉局  保健部　感染症対策担当お問合せ
（結核、感染症、肝炎治療、予防接種）06-4950-5671

費用負担0円新型コロナウイルス感染症増加中

うつらない・うつさないために注意！

大人数・長時間の飲食

マスク無しでの会話 休憩中の気の緩み××
×

令和2年度 

（尼崎市のホームページより引用）



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

大根・玉ねぎを植えたよ！

総合避難訓練を実施しました！

　　ぞう組（5 歳児）と保育士が畑に畝を作って、そこにぱ
んだ組（3 歳児）ときりん組（4 歳児）が大根の種を蒔きま
した。小さめの畝には玉ねぎの苗を植えました。大きく元
気に野菜が育つよう、お世話をしていきたいと思います。

　今月は火災を想定し、全クラスが園庭東門付近に避難
しました。　避難終了後、保育士による消火器を使って
消火訓練をしたり、防火の DVD を見たりしました。

※ 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。

玉ねぎの苗って細いねぎみたい！

種を蒔いたら、そっと土をかけてね。

　室内にいたひよこ組（0歳児）、
うさぎ組（1歳児）は保育士と一緒
に避難階段やすべり台を使って避
難しました。

◆第49回講座を開催しました。

マインドフルネスとセルフチェック→心と頭の筋トレ
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

　前半は呼吸を整えながら瞑想
し、後半はセルフチェックと認知
症クイズを行いました。

主催：武庫西地域包括支援センター
「お役立ち講座」 ご案内

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)

穴の中に大根の種を蒔いていくよ。

　水消火器の使い方を確認した後、
保育士が火の形のパネルに消火器を
向けて消火訓練をしました。

※12月のお役立ち講座はお休みです。

施 設 情 報

　乳児組、幼児組に分かれて防火
DVD「アザラシたまちゃんの火の
用心」を見ました。興味を持って
見ていた子どもたちです。

実施済

令和3 年度　就学援助のお知らせ尼崎市

～尼崎市立小学校　ご入学予定のお子様向け～

新入学学用品費の入学前支給
　尼崎市では、市立の小・中学校に就学しているお子さんたちが、だれでも学校で楽しく勉強できる
よう、「学用品費」、「修学旅行費」など教育費の支払いにお困りの方に、その費用の一部を援助する「就
学援助制度」を実施しております。令和 3年度就学援助新入学学用品費の入学前支給を希望される方
は、このお知らせをよくお読みのうえ、申請してください。

お問合せ

ファクス番号：06-4950-5658
06-4950-5671

■ 教育委員会事務局
　 学校教育部　学事課

（尼崎市のホームページより引用）



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

12

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)

  12 16月 日（水）

持ち帰りのみ

12
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

12  12月 日（土）
25日（金）

※10月より時間を変更しています。

※25日は「おもち」です。
12：30～

休館日

休館日
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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

13

 31　　 　　30　

健康体操高

健康体操高 健康体操高

健康体操高

健康体操高

子 ピアノ
習字（1）（2）

子 ピアノ
習字（1）（2）

子さんすう小１～３
えいご小１～２
えいご小３～４

子さんすう小１～３
えいご小１～２
えいご小３～４

健康体操高

子さんすう小１～３
えいご小１～２
えいご小３～４

子えいご小１～２
えいご小５～６

子えいご小１～２
えいご小５～６

健康体操
カラオケ

高

子えいご小１～２
えいご小５～６

子えいご小１～２
えいご小５～６

子さんすう小１～３
英語 中学生

子さんすう小１～３
英語 中学生

子えいご小３～４
えいご小５～６

子ピアノ子ハンドベル教室

子えいご小３～４
えいご小５～６

子ピアノ

えいご小３～４
えいご小５～６

子ピアノ

子えいご小３～４
えいご小５～６

子ピアノ

子 ピアノ
習字（1）（2）

健康体操
音楽療法

高

健康体操
音楽療法

高

健康体操
民 踊

高

子 ピアノ
習字（1）（2）

健康体操
民 踊

高

いきいき百歳体操
健康体操高

いきいき百歳体操
健康体操高

いきいき百歳体操
健康体操高

子さんすう小１～３
英語 中学生

セ なかよし
食堂

セクリスマス会

セ なかよし
食堂

セフラワー
アレンジメント

子さんすう小１～３
英語 中学生

いきいき百歳体操
健康体操高

セ にじの子ども食堂

健康体操
ヨ ガ

高

健康体操
ヨ ガ

高

健康体操高

健康体操高健康体操高

9

29　

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

1714 15 16 18 19

21 22 25 262423

セ おりがみで
楽しむ会

セ おりがみで
楽しむ会

第 72 回人権週間
街頭啓発活動
12 月 1日 ( 火 )
16：00 ～
阪急武庫之荘駅前

12月29日(火)から1月3日(日)までは、年末年始休暇のため
休館します。新年は、1月4日(月）9：00より開館します。

武庫地区
人権問題講演会
(武庫西生涯学習プラザ）


