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令和２年 12月

第８号の見どころは？
前号からページ数が増えましたが、皆さまいかがでしょうか？
今号は…　・各担当地域内の公園・緑地のご紹介
　　　　　・難波の梅小スクールガードについて
　　　　　・公営企業局から災害時への備えについて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でお送りします！

ＳＮＳ、やってます！
中央地域課では、YouTubeに講座をあ
げたり、Instagram＆Facebookで中央地
区や梅プラザの情報を発信しています！
ぜひフォローしてみてください♪ YouTube Instagram Facebook

中央地区イベントカレンダー  1月～3月
にぎわいラウンジミニコンサート
舞踊
①1/9㈯
　15：00～16：０0
②蓬花会

ギター演奏 ①2/27㈯　12:30～　②西難波ギターサークル

①2/4㈭ 
　14：00～14：30
②交踊会

①2/19㈮
　14：00～15：00
②花蓮会・弘蓬会

フラダンス
①1/21㈭
　12：30～12：50
②プルメリア

①1/27㈬ 
　16：00～16：30
②モーニングフラ モアニ
　夕暮れフラ モアニ

①日時　②出演団体

にぎわいラウンジ作品展示
書道
①1/23㈯～29㈮
②祥瑛書道の会

①1/30㈯～2/3㈬ 
②中央書道会

①2/16㈫～22㈪
②かはな書道会
　健康ラボ

水彩画 子育てサークル
①1/15㈮～20㈬
②水彩エコールド

①2/6㈯～14㈰ 
②子育てサークルひめぱら

①日時　②掲示団体

知って得する上手な
お金の貯め方
1/20、1/27 どちらも㈬
9：30～11：30
申込：必要（1/７～）　
先着20人

終活のススメ…
人生の後半がポイント
3/9㈫　13：30～15：30
対象者：成人
申込：必要（2/15～）　
先着30人

フレイル予防
体操教室
毎週㈮　10：30～11：30
対象者：40歳以上
申込：必要（随時）　
費用：月1,000円

いのちのクロストーク
1/25㈪
9：30～12：０0
申込：必要（1/７～）　
先着20人

生涯学習フェア パネル展示
3/3㈬～3/12㈮ 9：00～21：０0
（日曜は17:00まで、最終日は15:00まで）
申込：不要

梅プラザ（東難波町２丁目14－1）
お問い合わせは中央地域課まで

今年度の中央地区まつり～もちつきふれあい広場～は
中止となりました。

お問い合わせは
中央体育館まで

電話:6482-1760 FAX:6489-9300

電話:6413-8171
 FAX:6412-0054
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梅プラザにこにこひろば
2/19、3/19 どちらも㈮　10：00～11：30
対象：2才以下の子どもと保護者
申込：不要
親子で楽しめる内容が盛りだくさん！
ふれあい遊びを通して今しか作れない親子の
思い出を作りませんか？
2月ひなまつり、3月閉講式（メダル作成）
※1月はありませんのでご注意ください

※新型コロナウイルスの影響で講座などが中止や延期になる場合がありますので、
ご注意ください。

※会場はすべて梅プラザ



難波の梅小学校区 難波小学校区
人間にも、公園にも、 個性があるんです。

【難波公園】（東難波町 4丁目 難波小学校東側）

【橘公園】
（東七松町 1丁目　市役所横）

【東難波町２丁目第２子ども広場】
（東難波町２丁目　あまよう東側）

【難波三条子ども広場】
（西難波町１丁目　尼崎税務署横）

【芦原公園】
（東七松町２丁目　上下水道庁舎横）

【東難波第３子ども広場】
（東難波町３丁目　難波小学校から１本北）

その１　ここ、立花地区とちゃうん？→　でも、難波の梅小学校区なんです

その３　ここ、道路やないの？→　　当初は道路が開通するまでの暫定的な
　　　　　　　　　　　　　　　　　利用として作られましたが、現在は道
　　　　　　　　　　　　　　　　　路の計画は凍結されています

その２　ここも公園？→　この一帯の開発にあわせて設置されました
　　　　　　　　　　　　設置が義務付けられている空地を利用しています

看板のとおり、公園内にはたくさん
の花がある公園です。公園の東側を
中心に、難波公園花を愛する会（尼
崎花のまち委員会登録）のみなさん
が四季を通じて、草花の手入れを行
っていただいています。

【梅の木公園】（西難波町 5丁目）

公園名にちなんで植えられ
た梅林では、白梅・紅梅な
ど約40本が例年2月上旬頃
から見頃になります。

【中難波公園】（東難波町 5丁目　尼崎総合庁舎近く）

藤棚がある公園です。
例年4月下旬から5月上旬
に見頃になります。
ちなみに藤の花言葉には
「歓迎」「優しい」など
があります。

ちょっと～！越境してる
んちゃうん？
・・・・・すんません。
（ぎりぎり難波小学校区
でした(^_^;)）

【蓬川緑地】（蓬川荘園～南竹谷町 3丁目　蓬川沿い）

春には約1,000本の桜が咲き、川の両岸
が桜のトンネルのようになり、大勢の
花見客でにぎわいます。また、緑地内
には梅林やバラ園もあり、四季を通じ
て散策を楽しむことができます。

中井　はコロナ関連部署へ
の応援に行っています！ 難波小校区担当代理

きのした
難波の梅小校区担当

あいば

〜四季折々に楽しめる公園・緑地〜



竹谷小学校区 明城小学校区

人間にも、公園にも、 個性があるんです。

子ども達の安全のために町会長さん達が
声をあげたことで、台風などで飛ばされ
減っていた砂が追加され、無事安全な公
園に戻りました！

（神田南通 4丁目　出屋敷線沿い） （北竹谷町２丁目　竹谷幼稚園横）

（南竹谷町２丁目　出屋敷駅南）

（南竹谷町２丁目
　　出屋敷駅南西）

（神田中通３丁目　
　尼崎えびす神社横）

（宮内町３丁目）

他の公園にはない面白い形の遊具が色々
あります！モチーフがよくわからないも
のが多いけれど笑　右の写真の階段は万
里の長城風なのかしら…？

「庭園やん」と言ってしまいそうな、綺麗
に整えられた公園です。梅の木があり２
月上旬が見頃。３月上旬にはお茶会も開
催されています！

「遊具ないやん」な公園。ベンチと灰皿が
あるので、大人の憩いの場となっていま
す。交番の横にトイレあり！

「神社やん」な公園。神田公園という
より、えびす神社と言った方が通じ
ます（久木野調べ）。阪尼周辺でイン
タビューといえば駅前かここなイ
メージです笑

「こんなところに？」な公園。実は
ここ、昔に阪神電車の今津出屋敷線
が走っていて、路線廃止後にできた
公園だそうです。ひっそりした場所
に歴史あり！

【北竹谷公園】 【竹谷公園】

【宮内公園】 【出屋敷公園】

【神田公園】 【出屋敷西公園】

竹谷小校区担当
くきの

↓公園っぽくない公園シリーズ↓

明城小校区担当
やまもと

今回は公園特集ということで私のお勧めスポット
と地域のスゴイ方を紹介します！！

健康用の遊具が設置されている珍しい公園です。
川沿いに遊歩道も整備されているのでウォーキン
グと体操が楽しめる一石二鳥の公園です。

【東町緑地】（東本町 1丁目～4丁目）

【若宮公園】（大物町２丁目　大物主神社横）
ぶら下がり　　　腰ひねり　　  ジャンプ力測定

きれいな花と高台の滑り台が
特徴的な公園。ベンチの草の屋根は…
なんと公園の管理をされている向井さ
んのお手製だそうです！！

【東大物子ども広場】（東大物町２丁目）

大物第４福祉会館前の小さな公園。
地域の山下さんが 30 年以上も清掃
をしてくれています！！

お二人とも公園を
キレイにして頂いて
ありがとう
ございます！！

腰に効くぅ～

約 300ｍの散歩コース



忙しいけど、
　がんばっています♡

児童の帰りを待つ地域の
スクールガードさん

　自分で自分を守る「自助」・地域などで助け合う「共助」・行政による「公助」
　いずれも、災害時にできるだけ被害を減らすために重要な取組です。

◆飲み水の確保
　大規模災害が発生した場合、まず市民のみなさまで節水や水の備蓄（自助）、地域
での応急給水活動（共助）をしていただくことにより、職員は配水管などの復旧作業
（公助）に重点的に取り組むことができます。

　ご家庭でできる水の備蓄
　　普段から１人１日３リットル・３日分の水をたくわえましょう。
　①清潔な保存容器を水道水で満たし、ふたを閉める。
　※湯冷ましや浄水器を通した水は、消毒用の塩素が含まれ
　　ておらず、備蓄に向きません。
　②直射日光を避け、風通しの良い室内に保管する。
　　複数の場所に分散させるなど、災害時に取り出せ
　　る工夫を。
　※保管の目安は夏場で３日間・冬場で７日間です。
　③洗濯や水やりなどに使い、こまめに新しい水道水
　　に入れ替える。

◆トイレ対策
　災害時にはトイレの確保も重要です。公営企業局では、指定避難場所へのマンホー
ルトイレの設置を進めており、中央地区でも難波小学校にすでに設置しています。
　また、いざというときは、手づくりトイレも役立ちます。

　手づくりトイレ
　①便器または容器にビニール袋をかぶせる。
　　気になる方は２重や３重に。
　②新聞紙などの紙を細かく破いたものを中に入れて完成。紙は、
　　袋の底が見えなくなるくらいたっぷりと。
　③使用後は袋の口をしっかり閉め、密閉できるごみ箱へ。
　　他にも、おむつや生理用品・使い捨て手袋・ウエットティッシュ・
　　消臭剤などを常備しておくと便利です。

ご家庭でできる災害対策として、ぜひ取り組んでみてください。
お問い合わせは　公営企業局　上下水道部　経営企画課
（電話：6489-7405　FAX：6489-7403）まで

考えましょう　災害時の飲み水やトイレのこと

難波の梅小学校では、保護者・地域の方
などで、児童の登下校の見守りを行って

　みなさまは、自助・共助・公助という言葉をお聞きになったことはありますか。

スクールガードをお手伝いしてくだ
さる人を募集しています
連絡は中央地域課☎6482-1760 まで

今回の記事は、スクールガード兼難波の
梅小学校地域学校協働本部推進員の北尾
眞寿美さんにご協力いただきました。
北尾さん、お疲れ様でした。

正門の前　元気に朝のごあいさつ

います。

じじょ きょうじょ こうじょ

尼信北難波支店の職員さんも
協力くださっています

見通しの悪い歩道橋の
降り口も

交通量の多いところ
は警察官が誘導して
くださっています

側溝も危険がないか
チェック


