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尼崎市人権文化いきづくまちづくり計画ができました。
　尼崎市では、様々な人権問題の解決に向け、平成13年に「尼崎市人権教
育・啓発推進基本計画」を策定し、人権問題に関する啓発活動などの事業
を推進してきました（令和2年度末をもって終了）。
　平成28年に人権3法（障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落
差別解消推進法）が制定されたことなどから、令和2年3月には、一人ひとり
がかけがえのない存在として尊重されるまちにしていくため、人権について
の基本理念を示す「尼崎市人権文化いきづくまちづくり条例」（以下「条例」
といいます。）を制定し、条例に基づき本計画を策定しました（計画期間は
令和12年度まで）。
　なお、策定にあたっては、条例に基づき、学識経験者・関係団体等で構成
される尼崎市人権文化いきづくまちづくり審議会を新たに設置し、諮問を
行うとともに、市民意見聴取プロセスを行いました。
　また、市民の方々に広く計画について知っていただけるよう、小学校高学
年程度にも伝わりやすいことばと、人権にまつわる身近なシーンを親しみや
すいイラストとともに表現した啓発テキストとして「じんけんまなぶ本」がで
きました。
この本は、当センターに置いています。

尼崎市

さまざまな人権問題
　私たちの暮らすまちには、さ

まざまな人権問題が存在して

います。女性、子ども、高齢者、

障害のある人、部落差別同和

問題、外国籍住民、性的マイノ

リティ、インターネットでの人権

侵害、それ以外にもさまざまな

人権問題が存在しています。

【HIV感染者など】、【ハンセ

ン病患者など】、【新型コロナウイルス感染症な

ど】、【刑を終えて出所した人など】、【犯罪被害者

など】、【アイヌの人々】、【ホームレス】、【北朝鮮

当局によって拉致された被害者】、【見た目問題】

自分の中の偏見や差別心に向き合い、異なる他者

を思うことを通じて、「人権とはなにか？」を学び続

けていきましょう。

ハートフルシネマ 人権問題市民啓発映画会

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
講 師：今泉　和子　さん
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

上映作品 ～家族から振り替える人権～   話せてよかった

　近く親しい人たちの間での、思い込みから生じる問題を描いた映画です。
　偏見にとらわれてその人自身と向き合おうとしない、また家族の間でも思
い込みや相手のことを考えず決めつけることがあります。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。

　尼崎市の給水機設置によるマイボトル
の普及事業に取り組みます。
　７月１３日、センター玄関に
給水機を設置しました。

　地域総合センター南武庫之荘の FB で
コスモス日記を掲載しています。
　植えつけた場所は、当センターの正面
入り口横の花壇です（西側の一画）。とても日当たりの良い場所
です。これから成長を記録していくのが楽しみです。

無料給水スポットを
設置しました。

センター西側にコスモスを
植えました。



9月・10月の催し物のお知らせ
高齢者 輪投げ大会

実施済事業の報告
高齢者 交通安全教室

■日 時：７月２６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
　　　　尼崎生活安全課
　自転車走行についてのテスト
をしながら、交通ルールについ
て学びました。

打ち水大作戦
■日 時：８月６日（金）16：00 ～16：30
■場 所：地域総合　センター南武庫之荘
　　　　ピロティ

　猛暑の中、涼しさを呼ぶ打ち
水大作戦を行いました。

尼崎平和事業　「昭和の記憶」展示
■日 時：８月１２日（木）～８月１９日（木）　9：00～20：00
■場 所：地域総合センター南武庫之荘　玄関ロビー

　山岡俊夫作品集「昭和の記憶」
から、戦中戦後の生活、少年の頃
の思い出などに係る作品を展示し
ました。

夏休み青少年短期講座

■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　教室３
■対 象：小学生
■講 師：中田　みね子さん

　クラフトテープを使って、小さ
な小物入れを作りました。

●手芸教室

■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　教室３
■対 象：小学生
■講 師：山下　進一郎さん
　参加した子供どもたちが、それ
ぞれの夢や夏休みの思い出を描
きました。

●絵画教室

※主催：公益社団法人尼崎人権啓発協会　共催：尼崎市立地域総合センター上ノ島

　近頃家に閉じこもりがちではないでしょうか。輪投げで元
気をゲットしましょう。

日 時／9月27日（月）　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
対 象／ 高齢者
費 用／ 無料
定 員／２５名（先着順）
申込受付期間／９月１日～２２日
※総合センター窓口、または電話でお申し込みください。

じんけんスタディツアーのお知らせ

第３回 じんけんスタディツアー
人権問題講演会
「身近なところから女性の人権を考えよう」
講 師／ 宮前 千雅子さん（関西大学人権問題研究室 委嘱研究員）
日 時／ ９月３日（金）　１３：３０～１５：００
場 所／ 立花南生涯学習プラザ　
定 員／ ５０名
費 用／ 無料（※要申込）
申込：８月５日（木）より、地域総合センター上ノ島分館にて、来館
・電話・ファックスにて申込受付。



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

◆

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）

南武庫之荘地域老人クラブ「万寿会」地域の各種団体紹介（6）
当会は、昭和４２（1967）年４月１日に当時の老
人会「千寿会」と「万寿会」とが一本化されて、
新たに「万寿会」として結成されました。武庫地
区老人クラブ連絡会に所属しています。

　南武庫之荘支部老人対策部に属し、支部
の活動方針に沿いながら、地域老人相互の
交流を図り社会活動を促進することを目的
に活動を行い、今日に至っております。

・主な事業…保育所園児との世代間交流会、観劇を楽しむ会、日帰り研修
旅行、年忘れカラオケ大会などを行い、会員相互の交流を図っています。

・活動場所…地域総合センター南武庫之荘を活動の拠点にしています。
・会員状況…現在会員数３２名です。新規会員の募集を行っています。参
加条件は概ね６０歳以上です。

・令和２年度事業は、新型コロナウイルス感染拡大防止
と会員の健康と安全を守るため、すべての事業を中止
しました。令和３年度事業もコロナ禍で、実施が危
ぶまれます。
新型コロナ感染拡大が終息し、事業が再開できることを願っています。

（会長 西田勇夫）

第58回講座を開催しました。

10月のお役立ち講座はお休みです。

無 料

　エンディングノートをより身近なものと感じてもら
えるように、職員が記入したエンディングノートの紹
介と記入例を見ていただき、みなさんに実際に記入
していただこうと思います。

日　時　9月15日(水)  14：00～15：00
テーマ　エンディングノートって
講　師　武庫西地域包括支援センター
                   　社会福祉士　加山美佳

どう書いたら良いの？

　たらいの水をちゃぷ
ちゃぷ触っています。
　お水気持ちいいね！

　ペットボトルシャワーから
流れてくる水をすくったり、
容器に入れたりして水遊び
を楽しみました。

ぞう組（５歳児）

きりん組（４歳児）

ぱんだ組（３歳児）

ぺんぎん組（２歳児）うさぎ組（１歳児）
ひよこ組（０歳児）

　残暑厳しい毎日でしたが、子どもたちは元気いっぱい、いろいろな
夏の遊びを楽しみました。
　水の冷たさや心地よさを味わいながら水遊びをしたり、泥んこや絵
の具の感触を楽しんだりと、夏の遊びにじっくり取り組む姿が見られ、
保育士や友達と一緒に驚きや発見をたくさん味わいました。

夏の遊びを
　楽しみました！

　スプーンで色水をすくって
カップに入れたり、移し替え
たりして遊びました。

　絵の具の色水を自分で混色し
てジュース作りを楽しみました。
　配分を変えるといろいろな色
水ができあがるので、おもしろい
発見をしていました！

　砂場に掘ってで
きた穴に、体ごと入
って遊びました。
　泥んこのお風呂
みたい！

　手や足に絵の具を塗って、大
きい紙にスタンプしました。
　色とりどりの手形足型の芸術
作品ができあがりましたよ！
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センター 南武庫之荘 ホームページ https://nanbu-c.org/
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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

9 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

9  11月 日（土）
25日（土）

今月のこども食堂の開店日は下記のとおりです。

@nanbu0664385875

　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」
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

9 15月 日（水）


