
【お申込み・お問合せ】

尼崎市立地域総合センター塚口まで

TEL / FAX 06-6423-5266

※ 8月1日（月）より受付けます

地域総合センター塚口だより

はぐくもう 人へのやさしさ 思いやり 8月号

【 当センターについて 】

尼崎市立地域総合センター塚口は、「人権意識の向上を

図り、正しい理解と認識を深めるコミュニティの拠点」としての

役割を担った施設です。このことをあらためて広く地域の皆様に

ご周知・ご理解、ご協力いただきながら、今後も気軽に活用して

いただければと思います。

E N I S H I
水平社創立１００周年特別講演会「人の世に熱と光を！」
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尼崎市立地域総合センター塚口 尼崎市塚口本町2-28-11

TEL / FAX 06－6423－5266

【開館時間】月～ 金曜日 9 : 00 ～21 : 00

第 2・4 土曜日9 : 00 ～17 : 00

【休館日】第1・3・5土曜日／日曜日／祝日

【 センターへのアクセス】

https://sogo-center-tsukaguchi.jp/

阪急塚口駅北出口より北東へ徒歩10分

阪急伊丹線に沿って北へ約600ｍ

踏み切りを東に約150ｍ

指定管理者 株式会社ハウスビルシステム

縁

センターだより掲載のイベントなどについては、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、中止や延期などになる場合があ

りますのでご注意ください‼

◆◆地域総合センター塚口 8月カレンダー◆◆

【講 師】 清原隆宣さん（西光寺住職）

【日 時】 9月9日（金）午後1：30 ～

【会 場】 地域総合センター塚口 3 階 集会室

【定 員】 65 名（先着順） ※ 手話通訳者あり

【対 象】 尼崎市在住の方

水平社博物館（奈良県御所市）

上 ▲ 特別講演会講師清原隆宣さん

下 ▼ 清原さんが住職を務める西光寺

水平社宣言 碑文

全国水平社は、明治維新後に解放令が出された後も差別が残り、貧困に

苦しむ被差別部落で暮らす人たちが、地位向上と人間の尊厳の確立を目的

として結成されました。日本最初の人権宣言といわれる「水平社宣言」が

読み上げられてから、今年は100周年となります。

「水平社宣言」の草案を起草し、全国水平社設立の中心人物である西光

万吉(本名・清原一隆)は、奈良県御所市にある浄土真宗本願寺派西光寺に

生まれました。

人間の尊厳を重んじる

精神を込めて

今回ご講演いただく清原隆宣さんは、西光万吉の姪孫（てっそん=弟の

孫）にあたり、現在の西光寺住職です。中学校教員として在職中から同

和教育に深く携わり、教員引退後は、「人の世に熱と光を」求めた西光

万吉の思いを現代の社会にも伝えようと全国各地で講演活動を続けてい

らっしゃいます。

人間をあるがままに丸ごと認め合い、お互いを大切にし尊敬する世の

中をつくっていくために、わたしたちが今すべきことをわかりやすくご

講演いただきます。

あま咲きコイン50 ポイント
付与対象事業

主催：尼崎市立地域総合センター塚口 共催：塚口地域人権教育啓発促進委員会



絵本の読み聞かせ会と紙芝居

夏休みを機に、子どもたちの自転車を使う機会が増えたご家庭も多いので

はないでしょうか。小さな子どもの場合、交差点で停まる位置によっては、

自動車の運転席から見えにくかったり、大人が傍についていないと、子ども

自身は無意識で、危ない行動をとっていることがよく見かけられます。

自転車安全教室では、尼崎北警察署交通課署員の方の講話を伺い、自転車

シミュレーターを実際に使った体験ができます。２学期が始まると、日が落

ちるのがだんだん早くなってきます。安全な自転車の利用方法を今のうちに

学んでみるのも良いかもしれません。

6月23日、センター塚口 文化祭実行委員会で、令和４年度「地域交流文化祭」

の3年ぶりの開催が決まりました！

センターで活動されている各団体の皆さんや、子どもたちによる作品展示、

発表会、演芸披露など、地域の楽しい交流の機会になるよう、たくさんの皆様

のご参加をお願い申し上げます。

また、残念ながら飲食を伴う模擬店は出店されません。ご了承ください。

第42回 塚口地域交流文化祭開催決定!!

【日 時】 8月1日（月） 午前11：00 ～ 11 : 30

【場 所】 はつらつ元気館 1階 大広間

【対象者】 小さなお子様向けですが、どなたでもご参加いただけます！

※ 紙芝居・読み聞かせは、北図書館ボランティア「ひまわりの会」のみなさんです。
【日 時】 8月22日（月） 午前10 : 00 ～12：00

【場 所】 はつらつ元気館 １階 大広間

【講 師】 尼崎北警察署交通課署員の方

【定 員】 10名程度（先着順）

【対象者】 小学生向けですが、どなたでもご参加いただけます！

【申込み】 8月1日（月）よりお電話またはセンター受付にて、

小中学生は、保護者の方がお申し込みください。

※ 尼崎市公式ホームページに小学校区

別の自転車関連事故マップが掲載され

ており、最新の令和元年～3年版に更

新されています。

毎月第1月曜日に開催している「絵本の読み聞かせ会」。8月より紙芝居も毎回開催

となりました。紙芝居が目の前で繰り広げられるだけで、大人も子どもも引き付けられ

ること間違いなし！ おうちでする読み聞かせとは一味違う体験ができますよ。

長い夏休みに、お散歩がてらセンターにお立ち寄りいただき、お楽しみください。

「絵本の読み聞かせ会」

毎月第1月曜日 午前11時から実施

今後も、てあそび・うたあそびなど、

楽しめる内容を企画中です。

夏休み交通安全教室・自転車シミュレーション体験

※ 詳細はセンターだより10月号に掲載します。

「絵本コーナー貸出」

1回5冊まで 貸出期間3週間

絵本の貸出しをご希望の方は、カードを作成します

ので、センター職員までお気軽にお声掛けください。

カードゲーム交流会「アマガサキトゥザフューチャー」開催

『手話教室☆応用編』参加者募集

尼崎オリジナルのカードゲームをご存じですか？

「アマガサキトゥザフューチャー２（ATTF2）」は、

尼崎市の地域課題を知り、解決策を考えるゲームです。

「地域課題の解決」というと少し難しいように思いま

すが、カードゲームで遊びながら「尼崎のお宝」を知

り、さまざまな年代や性別、家族構成の「まちの人」

の声に出会い、今までになかったアイデアを生み出す

方法が学べます。自分にできることや好きなことが、

社会や地域に役に立つことに気づくことができるのも、

このゲームの特長です。

今回、尼崎市生涯、学習！推進課よりゲームマス

ターをお招きし、さまざまな世代の人でゲームを楽し

めるよう、企画しました。

多くの方々が交流できるよう、お誘いあわせの上

ぜひ、ご参加ください。

【日 時】 8月16日(火)

午前10：00 ～ 12：00

【場 所】 はつらつ元気館 2階 教室1

【定 員】 10名程度（先着順）

【対象者】 小学5年生以上の方なら、どなたでも

ご参加いただけます！

【申込み】 8月1日（月）よりお電話または

センター受付にて、小中学生は、

保護者の方がお申し込みください。

【日 程】 11月11日（金）・12日（土）

【会 場】 尼崎市立地域総合センター塚口

本館・はつらつ元気館

【期 間】令和4年9月6日（火）～ 11月22日（火）全10回

【時 間】毎週火曜日 午後2 : 00 ～ 3 : 30

【場 所】地域総合センター塚口２階 教室B

【定 員】10名（先着順）

【講 師】林 雄三さん

【申込み】8月8日（月）よりお電話または

センター受付にて、お申し込みください。

【申込期間】８月8日（月）～８月２７日（土）

塚口本町子ども会「コロナにまけるな!!!」ポスター展示

７月２０日、塚口本町子ども会連絡会主催の「コロナにまけるな!!!」ポ

スター作品展が開催されました。小学校の終業式が終わった後ということ

もあり、お友達同士やご家族で、たくさんの方がセンターに足を運ばれて

いました。同じテーマであっても、子どもたちそれぞれの個性があふれる

全作品約80点の中から優秀作品が選定され、町会より記念品がプレゼント

されたそうです。

優秀作品はセンター１階ロビーに展示しています。お立ち寄りの際は、

ぜひご覧ください。

展示会場の様子
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