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夏休み青少年短期講座

第４７回南武庫之荘地域夏まつり実行委員会

開催中止のお知らせ
　令和３年８月１４日・１５日を予定しておりました第４７回南武庫之荘地域夏まつりについて、昨今の新型コロナ
ウイルス感染の拡大を防止する観点から、第４７回南武庫之荘地域夏まつり小実行委員会において、準備状況、
参加者の安全面を考慮の上で検討を行いました結果、開催の中止を決定いたしました。
　次回の南武庫之荘地域夏まつりの会場で、皆様と笑顔でお会いできることを楽しみにしております。

第47回 南武庫之荘地域夏まつり令和３年度

三味線教室開催について
（お知らせ）

　守部観音踊りは、３００年の伝統を誇る南武庫之荘地区の大
切な宝です。つねに、三味線や太鼓、踊り、囃子等が一体となら
なければなりません。太鼓は鼓舞童、踊りは守部観音踊り教室
がありますが、三味線については後継者養成の場がありません
ので、下記の内容で三味線教室の開催を準備しています。受講
希望者を募っています。関心のある方はセンターにお問い合わ
せください。

名 称：守部観音踊り三味線教室
対 象：成人（初心者歓迎）
定 員：１０名程度
費 用：無料
練 習：通年コース
　　　あるいは夏季限定の短期コース

電子地域通貨
「あま咲コイン」

　あま咲コインは、専用アプリ・カードを利用して、尼崎
市内取扱加盟店で１ポイント１円として利用できるキャッ
シュレス決済サービスです。健康づくりや環境に優しい活

動、ボランティア活動など
SDGｓの達成につながる市の
事業に参加すると、あま咲コ
インがたまります。地域総合
センター南武庫之荘でおこ
なっている健康体操、音楽療
法に参加するとあま咲コイン
がたまります。詳しくは、セ
ンターにお問い合わせくださ
い。

受講者募集

こども絵画教室
　夏休みの思い出や夢を１枚の絵に描いてみよう。

日 時：８月１６日（月）、１７日（火）
　　　１０：００～１１：４５
場 所：地域総合センター南武庫之荘
対 象：小学生
定 員：１０人
講 師：山下進一郎さん
費 用：無料
申込受付期間／８月２日(月)～８月６日(金)

※定員を超えた場合は抽選になります。

抽選結果については、８月１０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下さい

こども手芸教室
　クラフトで小さな小物入れを作ります。

日 時：８月１３日（金）
　　　１０：００～１１：４５
場 所：地域総合センター南武庫之荘
対 象：小学生
定 員：１０人
講 師：中田みね子さん
費 用：無料
申込受付期間／８月２日(月)～８月６日(金)

※定員を超えた場合は抽選になります。

抽選結果については、８月１０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下さい



8月・9月の催し物のお知らせ

令和３年度 尼崎市平和事業

ハートフルシネマ

　近く親しい人たちの間
での思い込みから生じる
問題を題材に、コミュニ
ケーションを通じてお互
いに理解しあうことにつ
いて考えます。

令和3年度 打ち水大作戦　

　涼しさを呼ぶ打ち水大作戦に、参加
しませんか。

　山岡俊夫作品集「昭和の記憶」から、戦中戦後の暮らしの
もようを展示します。

日 時／8月6日(金)　16：00～
場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
　　  　ピロティ
対 象／ どなたでも参加できます
費 用／ 無料

雨天中止

展示「昭和の記憶」

上映作品 ～家族から振り替える人権～
　   話せてよかった

実施済事業の報告
人権啓発リーダー研修会（武庫地区人権啓発推進委員会）
■日 時：７月２０日(火) 14：00～16：00
■場 所：地域総合センター南武庫之荘 ２階  集会室
■演 題：生きるを支えるケア -これからの高齢者ケアを考える-
■内 容：

■講 師：神戸学院大学　総合リハビリテーション学部
　　　  　教授　備酒伸彦さん
■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。

人は「行為」の前に当人による「決定」をしている。動けるから動く
のではなく、動きたいと思うから動く。高齢者ケアにおいても、自
立支援よりも当人の自律への気配りに目を向ける必要性がある。

七夕(たなばた)飾り
■日 時：7月1日(木)～９日(金) 
■場 所：地域総合センター南武庫之荘
　　　　 北館玄関ホールと南館

　恒例の七夕飾りをおこないました。みんな
の願いや夢を七夕に託しました。

日 時／8月12日（木）～ 19日（木）
　　　  ９：００～２１：００
場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
　　　  玄関ロビー

日 時／9月13日（月）13：30～15：30（予定）
場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
　　　  ２階　集会室
対 象／ どなたでも参加できます。
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



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

主催：武庫西地域包括支援センター
「お役立ち講座」 ご案内

◆

８月のお役立ち講座はお休みです。

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)
・Ｗｉ-Ｆｉ(無料)
・給水機設置（無料給水スポット）

武庫地区人権啓発推進委員会

　武庫地区人権啓発推進委員会が発行する市
民啓発紙「武庫しののめ」は、昭和５７年１２月
に創刊しました。令和３年９月は９９号、令和４
年３月は１００号の予定です。

地域の各種団体紹介（5）
武庫地区住民の人権学習を円滑かつ効果的に行うことにより、同和問題をは
じめとするあらゆる人権問題の正しい理解と認識を深め、差別意識の解消と
人権思想の高揚を図ることを目的に発足しました。

　委員会の構成団体は、社会福祉協議会、民生児童委員協議会、小・中学校連合育友
会、子ども会連絡協議会、老人クラブ連絡会、保護司会、少年補導委員連絡会、消防
団、農会、部落解放同盟南武庫之荘支部、遺族会、中学校、小学校、幼稚園、武庫地域
振興センター、地域総合センター南武庫之荘です。地域総合センター南武庫之荘は事務
局を担当しています。

先生と一緒が楽しいね～！

　緊急事態宣言の解除に伴い、中止していた子育
て支援事業を再開しました。

これなに
かな～？

　園庭で砂遊び！
砂の感触を楽しんでいます。

　七夕の天の川に見立てた
キラキラテープに興味を
もって近づいています。

シャボン玉きれいだね！

　保育所の中で 1 番小さな年齢の 0 歳児（ひよこ組）。入
所して初めて保護者と離れたことで、泣く姿が多かった子
どもたちでしたが、保育所での生活に慣れ、安心できる保
育士と一緒にいろいろな遊びを経験しています。
　子どもたちの楽しんでいる様子を紹介します。ひよこ組（0歳児）

園庭開放 ＜火・水・木曜日　午前 11:00 ～ 12:00＞
親子一緒に保育所の園庭で遊んでください。
園庭の遊具や玩具を、自由に使っていただけます。
※　来所前にご家庭で検温してきてください。
※　保護者の方はマスクの着用をお願いします。
※　来所の際は、手指消毒をしてください。
※　兵庫県新型コロナ追跡システムの登録のご協力もお願いします。
※　雨天は中止です。
※　水分補給できるように、各自で持ってきてください。

子育て支援事業を再開しました！

　自分のことを自分で決めることが出来なくなった
時、自分の望みを伝えられなくなった時のために、
「自分のことは自分で決める人生会議に」について
映像を交えながら考えました。

第57回講座を開催しました。 実施済
日　時　7月21日(水)  14：00～15：00
テーマ　自分のことは自分で決める人生会議
講　師　武庫西地域包括支援センター
                   　社会福祉士　加山美佳



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

検 索センター南武庫之荘

月のこども食堂

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：17：30～18：30（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

８ 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

メール： info@nanbu-c.org

06-6438-5875
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：11:30～12:00（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
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今月のこども食堂の開店日は下記のとおりです。
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　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。

アクセス

  「水堂町4丁目」
  「水堂」
バス停下車、
北西へ徒歩3分

阪神バス

ポケモンシールラリーを開催中

参加するごとにもらえる
あつめよう！
シールを３枚そろえたらステキな
プレゼントがゲットできるよ！

なかよし食堂に行くと、シールラリー参加
カードがもらえるよ。

!

ポケモンシールを

8 18月 日（水）
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