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【当日ご来場のみなさまへ】感染予防対策へのご協力のお願い 
イベント会場内ではマスクの着用をお願いいたします。休憩時間などにおける来場者同士の交流は、極力控えていただく
よう、ご理解とご協力をお願いいたします。

守部観音踊り 和太鼓演奏
　新型コロナウイルス感染
拡大の影響により、一昨年、
昨年と２回にわたって夏まつ
りは中止でした。今年は地域
総合センター南武庫之荘内
で開催されます。
　地元の伝統芸能「守部観

音踊り」や和太鼓演奏（こども太鼓教室、太鼓クラブ、
鼓舞童）が披露されます。

日　時：令和４年８月１５日（月）
　　　　午後７時～８時３０分
会　場：地域総合センター南武庫之荘
　　　　２階　集会室
内　容：和太鼓演奏（こども太鼓教室
                ・太鼓クラブ・鼓舞童）
　　　　守部観音踊り
主 催／第４８回南武庫之荘地域夏まつり実行委員会
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

第48回

南武庫之荘地域
夏まつり



６月・７月の事業報告

８月・９月の催し物のお知らせ

三味線教室南武庫之荘地域内一斉美化運動（第１回）

　毎年恒例の七夕の飾り付けを行いま
した。一人一人の願いを込められた短冊
(たんざく)を楽しく飾りました。

七夕飾り

尼崎市平和事業

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１０日（水）～１７日（水）
　　　  ９：００～２１：００
場 所／ 地域総合センター南武庫之荘　１階廊下

対 象／ どなたでもご自由にご覧いただけます。
費 用／ 無料

高齢者 手芸教室 ハートフルシネマ上映会

高齢者 わなげ大会（予定）

　恒例の輪投げ大会を開催します。楽しんで元気になりましょう！
フレイル予防にもなります。

申込受付期間：８月１２日～９月２日
※総合センター窓口、または電話でお申し込みください。

　地域の高齢者と南武庫之
荘保育所のこどもたちがふれ
あいの時間を過ごしました。高齢者民踊教室のみなさん
の踊りの披露の後、高齢者とこどもたち、保育所の先生
たちも一緒になって踊り、大変盛り上がりました。また、こ
ども達からは手を使ってできる遊びが紹介されました。

世代間交流

■日 時：７月１４日（木）１４：００～１５：３０
■場 所：地域総合センター南武庫之荘    集会室
　いきいき百歳体操の後、
歯科衛生士さんによるオー
ラルフレイル予防（健口教
室）のお話がありました。

いきいき百歳体操 健口教室

　周辺道路などのゴミ(落ち葉、空き缶、雑草など)の一斉清掃をしました。

■日 時：６月２６日（日） ８：００～１０：３０
■場 所：南武庫之荘 １０丁目、１１丁目、
　　　　１２丁目の一部（特目１棟、２棟）　

三味線教室

　３４０年の伝統を誇る守部観音踊りは南武庫之荘地区の大切な宝です。夏まつり
に向けて練習が始まりました。踊り方に六つの種類があります。三拍き(みつたたき)、
石投げ、石拾い、角力取り(すもうとり)、切り込み、夫婦踊り。大体三拍きが基本で、あと
は少しずつアレンジしたものと思われます。(「故郷礼賛」昭和５３年版／高田銀蔵著）

守部観音踊り教室（実施中）
■日 時：７月１３日（水）、２６日（火）、８月３日（水）　
　　　　１９：００～２０：００
■場 所：地域総合センター南武庫之荘　集会室
■講 師：村上　秋子　さん
■対 象：どなたでも参加いただけます。
■費 用：無料

■日 時：７月５日（火）１０：３０～１１：００
■場 所：南武庫之荘保育所 １階 遊戯室　

三味線教室
武庫地区人権啓発推進委員会  総会及び特別講演会

　総会が開催され、役員の改選及び事業の承認が決議されました。その後特別講演会が
開かれ、東播磨高校放送部が制作した拉致問題を考えるドラマの動画も鑑賞しました。

■日 時：７月６日（水） 1３：３０～１５：３０
■場 所：武庫西生涯学習プラザ　１階ホール

特別講演会  演 題：「私たちにできること　-拉致問題の解決を願って-」の制作に参加して
　　　　　   講 師：兵庫県立東播磨高校　教諭　放送部顧問　大江　真理　氏

■日 時：７月１日（金）～１５日（金）
■場 所：地域総合センター南武庫之荘
　　　　北館1階玄関ホール、南館　

出来上がった作品は１０月の秋まつりで展示します。

日 時／ 開催日時は８月中旬にセンターに掲示します
　　　（全３回の予定です）。
場 所／ 地域総合センター南武庫之荘　南館広間
対 象／ 高齢者
定 員／ １５名（先着順）
費 用／ 実費（材料費等）

日 時／９月７日（水）１３：３０～１４：３０　
場 所／ 地域総合センター南武庫之荘
対 象／ 高齢者
費 用／ 無料
定 員／ ２５名

　新型コロナウイル
ス感染症が拡大す
る中で「コロナ差別」
が問題となってきま
した。差別や偏見が
なぜ生まれ、どのよ
うに向き合っていけ
ばよいかをドラマを
通じて学びます。

日 時／９月１２日（月）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。
内 容／ 映画鑑賞とお話し
費 用／ 無料
講 師／ 未定
上映作品／ 

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

私たち一人ひとりができること
-当事者意識をもって考えるコロナ差別-



尼崎医療生活協同組合活動団体紹介（3）
「ふまねっと運動」

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

　南武庫之荘支部は、２０２１年度に
誕生した新しい支部です。～健康で安
心して暮らせるまちづくりをすすめ地
域の人から信頼される支部となるよう
活動する～　をテーマに支部が誕生し
て２つ目の活動班として「フレイル予
防班」をつくりました。そのフレイル
予防の一環として「ふまねっと運動」
を取り入れています。

　ふまねっと運動とは大きなマス目でできたあみを踏まないように曲
にあわせてゆっくりと歩く運動なのでどなたでも気軽に運動をすること
ができます。歩行改善・注意・集中・記憶改善にも効果が期待されます。
「歩くだけって簡単じゃない？」と思うかもしれませんが指導者が見本
を見せたものを覚えてもらい歩いてもらうのですが「次は右足？左足
だっけ？」と頭もつかいます。ゆっくりと歩くことで体幹も鍛えられます！
皆さんも一緒にふまねっと運動しませんか？

活動日　　　　　第2水曜日　14時～15時頃
場　所　　　　　地域総合センタ―南武庫之荘　2階　教室A
問い合わせ先　　尼崎医療生協　組合員活動部　06-4962-4920

◆第66回講座を開催しました。 実施済

主催：武庫西地域包括支援センター「お役立ち講座」 ご案内

　聞き取りテスト（あなたはこの音が聞こえますか？）を体験して、
「難聴は予防できるの？」「認知症との関係は？」「そもそも難聴っ
て？」といった『聞こえ』に関することを、体験やゲームを交えてお話
しいただきました。

パナソニック補聴器株式会社   / フランスベッド株式会社

日　時　7月20日(水)　14：00～15：00
テーマ　『聞こえ』の勉強会
講　師　

８月のお役立ち講座はお休みです。

　７月７日七夕の日にお楽しみ会をし
ました。2 クラスずつ集まって、「た
なばた」の歌を歌ったり、ブラックラ
イトシアターを見たりしました。

　きりん組（4 歳児）が折り紙や画用紙で制作したアイスクリームを使っ
て、アイスクリーム屋さんごっこを楽しみました。クラス内で店員さん
とお客さんになって遊んだ後、他のクラスも招待して異年齢での遊びに
発展しました。お店は大盛況でしたよ！

七夕のお楽しみ会に参加しました！
　ブラックライトで
おりひめ、ひこぼし
が光っています。

　0、1歳児も、保
育士や友達と一緒
に楽しみました。

　チョコレートアイ
スがいいな！

　いただきま～す！

　いらっしゃいませ～！
何のアイスにしますか？

尼崎医療生活協同組合

アイスクリーム屋さんごっこを楽しみました！

　アイスクリーム
おいしいね！！



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

8   27月 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
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夏まつり

※８月１３日はお休みです。


