はぐくもう 人 へのやさしさ 思いやり

発行 2018.1.1
尼崎市立地域総合センター南武庫之荘

まだ 残る 差別をたちきる 主役はあな た

2018 年 1 月 号

TEL& FAX 06-6438-5875

新春福祉懇談会 ～ふれあいトークと歌～
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■日 時／ 月
日(金) 15:00〜16:00
■講師／男石 宜隆（おいしのぶたか）さん
■対 象／どなたでも参加できます
■場 所／地域総合センター南武庫之荘
集会室
■費 用／無料

今年も演歌歌手の男石宜隆さんを講師に
迎え、新春恒例の福祉懇談会を行います。
出身地・神戸を拠点に精力的に音楽活動
を続ける男石宜隆さん。
平成28年9月発売のメジャーデビュー曲
『大阪泣かせ雨』に続いて、平成29年8月
16日には、大阪シリーズ第二弾『大阪ひと
り酒』がリリースされました！
その甘いマスクや透き通った美声に加え、
軽妙なトークでも多くのファンを魅了しま
す。
この機会に、ぜひ男石さんの爽やかな笑
顔に会いにいらしてください。

おいし のぶたか

男石宜隆さん
− プロフィール −
神戸・有馬出身。
テイチクエンタテイン
メントの音声多重カラオケ専属歌手とし
て長らく活動後、平成24年に初ＣＤをリ
リース。
平成28年、待望のメジャーデビューを
果たし、平成29年8月にリリースしたシ
ングル第二弾『大阪ひとり酒』のプロモ
ーションで日本全国を駆け回っている。
また台湾にも足を伸ばすなど積極的に
活動を展開中！

武庫をむすぶ ～地域づくりフェア～
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■日 時／ 月
日(土) 13:00〜16:00
■対 象／どなたでも参加できます
■場 所／地域総合センター南武庫之荘
集会室
■費 用／無料
■主 催／武庫地区協議体

「武庫地区協議体」では、武庫地区の新しい支え合いの仕組みを
つくるために、情報共有や話し合いを行っています。
地域で活動している方・地域での活動に関心はあるけれどまだ一
歩踏み出せない方・「地域づくり」って何だろう？と思われた方…
どなたでもこの「地域づくりフェア」にご参加ください！
ふれあい喫茶・各種団体の紹介も行っていますので、ぜひお越し
ください。
問合せ先：尼崎市社会福祉協議会 武庫支部（TEL：06-6431-7884）

実施済事業の報告
第69回 人権週間

12月4日(月)〜12月10日(日)

12月4日〜10日は国が定めた人権週間です。
これに伴い武庫地区人権啓発推進員会でも様々な活動を行いました。

人権啓発チラシ袋詰め作業 ／ 人権啓発映画鑑賞
■日 時／ 11月22日(水) 10:00〜12:00
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘 集会室
武庫地区人権啓発推進委員会の方々をはじめとした多くのみなさんに啓
発チラシの袋詰め作業をお手伝いしていただきました。
映画『桃香の自由帳』の鑑賞では、見た目や噂などに惑わされずに、
自分
の心で人と接することの大切さを学びました。

人権啓発パネルの展示 ／ 横断幕・のぼりの設置
■日 時／ 11月27日(月)〜12月10日(日)
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘、武庫公民館、
武庫支所、武庫地区会館、武庫小学校、
女性センタートレピエ、西武庫公園、阪急武庫之荘駅
人権啓発の横断幕やのぼり、パネルの設置を各所で行いました。

街頭啓発活動
■日 時／ 12月1日(金) 16:00〜17:00
■場 所／ 阪急武庫之荘駅の南北周辺
お天気に恵まれた中、武庫地区人権啓発推進委員会の方々
を中心にして、武庫之荘駅近辺で啓発チラシ配布を行いました。

武庫地区人権問題講演会
■日 時／ 12月8日(金) 13:30〜15:30
■場 所／ 武庫地区会館３階ホール
■講 師／ 川本 貴弘さん（映画『かば』エクゼクティブプロデューサー）
丸山敏夫さん・古川正博さん（鶴見橋中学校元教員）
西成を舞台にした映画『かば』の上映の後、制作者の川本さんやモデルとなった
学校の先生方のお話を通じて、部落差別や人種差別を見つめ直しました。

人権週間特別企画

人情喜劇とふれあいトークショー
■出 演／ 西岡つよしさん
演劇グループ・淡海プロデュース
■日 時／ 12月9日(土) 13:30〜15:30
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘 集会室
演劇グループ・淡海プロデュースは、平成12年に旗揚げ。社会
人を中心に主婦や自営業者など40代から80代までの14名のメン
バーで、尼崎市内を中心に演劇活動を行っています。
オリジナル喜劇「ハッスル！夫婦どろぼう」
では、近所の人々との
心のふれあいを通して、
まっとうに生きていくために気持ちを入れ
なおす夫婦の姿が描かれまし
た。
ふれあいトーク＆ソング「に
んげんバンザイ！」
では、西岡さ
んの歌声に合わせて体操したり
合唱したり、みなさん心ゆくまで
楽しまれてました。

ハッピイ・クリスマスコンサート
■日 時／ 12月16日(土) 14:00〜17:00
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘 集会室
■出 演／ ・マイケルあきよし（司会）・衣川亮輔
・Coup de Coeur ・加納 浩美
・たんぽぽの会 ・Halau Hula Pikake Jun
・CRYSTAL ・シャーシーバンド
・ハンドベル教室 ・ウクレレ＆キッズ
センターで活動する団体や教室の
子どもたち、地域のみなさんや尼崎
市で精力的に活動するミュージシャ
ンが一堂に会し、それぞれの魅力的
な歌声や演奏を聴かせてくれました。
会場のみなさんも一緒に歌ったり、
手拍子でリズムを取ったり、一体に
なって盛り上がってました。
ステージの素敵な飾りつけは、ハ
ンドベル教室やウクレレ＆キッズの
子どもたちがアイデアを出して作って
くれました。

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
子どもたちが楽しみにしていたクリスマス会
をしました。パネルシアターではクリスマス
の歌をみんなで歌ったり、サンタさんのマジ
ックを見たり、各クラスからの楽しい出し物
を見たりなどしながら楽しい時間を過ごしま
した♪

パネルシアター
「森のクリスマス」他

毛糸で巻いた
あったかリースが
ツリーになったよ♡

サンタマジック！

ぞう組さんが作ったクッキーとお手紙を添
えて飾り、サンタさんが来てくれるのを心待
ちにしていた子どもたち！
次の日にはなんと、その靴下の中にサンタ
さんから英語の手紙が入っていましたよ！！
（訳）「クッキーとお手紙ありがとう！クリ
スマスパーティーに行くよ。いい子でまって
いておくれよ」と書いてありました♪

南武庫之荘保育所のクリスマ
ス会にサンタさんが来てくれま
した♪
サンタさんが入ってくると、
「わぁ～♪」と歓声をあげてい
た子どもたちでした！！

各クラスからの出し物の様子

「お役立ち講座」ご案内
◆第24回講座
日時：2月21日(水)

主催：武庫西地域包括支援センター

ロコモティブシンドロームとは、骨や関節・筋
肉などの衰えが原因で、歩行や立ち座りなどの
14:00〜15:00
日常生活に障害を来たしている状態のことです。
テーマ：
「ロコモティブシンドロームの概要とその予防の運動について」
脚筋力・バランス能力向上・転倒予防などを
体操を交えて、
講義していただきます。
講師：公益財団法人尼崎健康医療財団
市民健康開発センターハーティ21 健康運動指導士

無料

※1月のお役立ち講座の開催はありません。

（仮称）南武庫之荘地域子ども食堂準備会議
■日 時／ 2月10日(土) 13:00〜

■対 象／ どなたでも参加できます
■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘 教室１
■費 用／ 試食の実費
■主 催／（仮称）南武庫之荘地域子ども食堂 実行委員会
■後 援／ 南武庫之荘第一福祉協会、民生児童委員協議会、
地域総合センター南武庫之荘
南武庫之荘地域での子ども食堂の
立ち上げについて話し合います。
試食の準備の都合がありますので、
2月6日(火)までに、当センターへお申
し込みください。

習字教室の作品が入選しました
センターで開催している習字教室の子どもたち
の作品を、
11月に豊岡市で開催された
「第17回豊
岡全国かな書展」
に出展していました。
8人の作品が入選し、講師の中井先生から子供
たちに賞状が手渡されました。
※写真は
「人権交流秋まつり」
での展示模様です。

成人フラワーアレンジメント教室
■日 時／ 1月9日(火)、23日(火) 18:30〜20:30

■場 所／ 地域総合センター南武庫之荘 和室
■費 用／ 実費（材料費およそ3,000円程度）

西洋風の生け花教室です。初心
者も歓迎しますので、ぜひお申込
みください。
1回だけの参加もできます。材
料を用意する都合上、開催日の1
週間前までにお申し込みくださ
い。

武庫支所での業務について
これまで武庫支所（分館）
で受付していた保
健・福祉の手続きについては、
平成30年1月4日
から武庫支所
（本館）
に変わります。
詳しくは武庫支所へお尋ねください。
TEL：06-6432-5400
（1月4日より）
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9:00〜21:00（中学生以下は17:00まで）

「集中して勉強したい」「静かなところで読書したい」そんな声にお応えするのが「みんなの自習室」です。
北館１階の図書室を、誰でも自習できるスペースとしてご用意していますので、ぜひご利用ください。

センター 南武庫之荘 ホームページ

h t t p: //a tc m . n p o s . b i z /

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ください。

センター南武庫之 荘

検 索

地域総合センター南武庫之荘
指定管理者

特定非営利活動法人シンフォニー

〒661-0033 尼崎市南武庫之荘11-6-15
TEL/FAX：06-6438-5875 MAIL: info@atcm.npos.biz
ホームページ : http://atcm.npos.biz

交番

卍

公園

水堂
バス停

利用時間

平日 9:00～21:00
（第2・第4土曜開館時は17:00まで）

休館日

日曜日、祝日、第1・第3・第5土曜日

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

お問い合わせ先

発行元：尼崎市立地域総合センター南武庫之荘

TEL & FAX

06-6438-5875

指定管理者：特定非営利活動法人シンフォニー

