
 

 

 

 

 

 
 

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）

が平成 28 年 4 月 1 日に施行されました。この法律は、障がいがあっても

なくても、誰もが分けへだてなく、お互いを尊重して、暮らし、勉強し、

働くことができるように差別を解消して、だれもが安心して暮らせる豊か

な共生社会の実現を目的としています。(第 1 条より) 

 この法律では「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。

そのことによって、障がいのある人もない人もともに暮らせる社会をめざします。 

社会の中にあるバリアとはどのようなものでしょう。 

点字ブロックの上に停めてある単車や自転車、街中の段差や階段、

音声案内のない信号機、早口でわかりにくい説明等々考えればいろ

んなものがあります。しかし、モノだけではありません。私たちの

心の中に障がいのある人への偏見や思い込みなどバリアを作ってい

ないでしょうか。今一度心の中を見つめなおし、もし気付くことが

あれば、心の中のバリアを取り除いていきましょう。 

 
 
 
 
 

と  き  令和元年11月 7日(木)午後 7 時 30 分～9 時(予定) 

と こ ろ  丹波篠山市民センター2 階多目的ホール(丹波篠山市黒岡 191) 

演  題  障がいをもって見えた世界 

講  師  日置 有紀（ひおき ゆき）さん 

       車いすファッションモデル 

※ 手話通訳、託児あり（託児希望の場合のみ 11 月 1 日(金)までに人権

推進課へお申し込みください。） 

 
 
 
 
 

人権推進課 Tel  079-552-6926  Fax 079-554-2332 
畑  ふれあい館 Tel/Fax 079-552-4401        味間ふれあい館   Tel  079-594-1003 
日置ふれあい館 Tel/Fax 079-556-2850        丹 南 児 童 館    Fax 079-594-1079 
西紀ふれあい館 Tel/Fax 079-593-0093      古市ふれあい館 Tel/Fax  079-594-1001 

【不当な差別的取り扱い】 

 障害のある人に対して、正当な理由な
く、障がいを理由として、サービスの提
供を拒否することやサービスの提供に
あたって、場所や時間帯などを制限する
こと、障がいのない人には付けない条件
を付けることなどが禁止されています。 

【合理的配慮の提供】 

 障害のある人から、社会の中にあるバ
リア（障壁）を取り除くために何らかの
意思が伝えられたとき、負担が重すぎな
い範囲で対応すること（事業者に対して
は、対応に努めること）が求められてい
ます。 



アロマテラピー教室 

香のロウにお花を飾って壁飾りを作りま

す。ゆったりとした時間を楽しみましょう。 

 

とき：11月 21日（木） 

午後 1時 30分から 3時頃 

内容：ワックスバー作り 

講師：寺本秀代さん 

材料代：500円程度 

締切：11月 15日（金） 

17時まで 

 

旬の食材を使って健康料理教室 

丹波篠山は美味しい食材の宝庫。 

たくさんの旬の食材を使って健康料理を

作って味わいましょう。 

 

とき：11月 21日（木） 

午前 9時 30分から 13時頃 

内容：旬の食材を使った健康料理 

講師：本荘賀寿美さん 

参加費：500円程度 

締切：11月 18日（月）17時まで 

 畑ふれあい館だより 
住所：丹波篠山市菅 239-6 電話▪ファクス：552-4401 西田直美・西村優子 

 

 

  

                       

                           

                                              

                          

                         

 

                        

11 月のサロン 

 

＊カラオケサロン 14 日（木）                       

午後 1 時 30 分から 3 時 30 分頃まで。                    

参加費 300 円（お菓子代） 

 

＊かごサロン 毎週月曜日 

午前 10 時から 午後 4 時まで 

 

＊コミュマサロン 22 日（金） 

午後 1 時 30 分から 3 時 30 分まで 

参加費 100 円（お菓子代） 

 

事業当日の午前 8 時に警報、もしく

は事業時間帯に警報が出ている場合

は中止します。ご注意ください。 

革で干支の置物作り 

たつのの高級レザーで、かわいい「ねず

み」を作って、お正月の玄関を飾りまし

ょう。 

 

とき：11月 28日（木） 午前 10時から 

講師：たつの革細工協会 竹本富浩さん 

材料代：800円（追加購入可能） 

締切り：11月 25日（月）17時 

こんにゃくを作りましょう 

とき：12月 5日（木）午前 9時 30分から 

講師：小林廣子さん 

材料代：400円程度 

締切り：11月 29日（金）17時 

 

詳細は来月号に掲載します。 

来年の干支の 

「ねずみ」です。 



 日置ふれあい館だより 
 住所：丹波篠山市西荘 202 電話・ファクス：556-2850熊岡 操・中村和泉 

                              

 

初期消火講習会と防災講話を開催しました 
丹波篠山消防本部の職員さんにお世話になり初期消火講習会と防災講話を開催 

しました。 

初期消火講習会では、消火器についてのお話と使い方の説明を聞き、水消火器 

を使い消化練習を行いました。 

防災講話では、火事の原因第１位が『たばこ』であることを知りました。 

また、『住宅用火災報知機』については、火事でもないのに自然に鳴ることがある・・そんな時は、

電池の寿命の可能性があるので点検が必要であることも習いました。 

設置１０年を過ぎている場合には、是非点検をしましょう！ 

 

 

 

 

 

  

 

 

≪１１月のサロン≫ 

○歌声サロン 

 ・日 時 １１月７日（木）午後１時３０分～ 

 ・参加費 １００円 

○かご作り 

 ・日 時 １１月２５日（月） 

      午前１０時～ 

 ・内 容 お正月飾り 
      （プリザーブドフラワーと 

クラフトバンドで作る） 

 ・参加費 １５００円 

 ・持ち物 はさみ、ボンド、洗濯ばさみ 

 ・申込締切日 １１月１１日（月） 

   ※材料準備の都合上、２０個になり次第締

め切りらせていただきます 

 

 

 

健康教室のご案内 

～簡単な体操で体をほぐそう！～ 

 

秋の畑作業や日々の暮らしの中で体は疲れ

ていませんか？ 

肩が痛い！腰が痛い！・・・でも、お医者さ

んに行くほどでもない・・・などと感じるこ

とはないですか？ 

そんな時にできる簡単な体操を習います。 

大切な体をほぐして、元気になりましょう！ 

        記 

・日 時 １１月１１日（月） 

午後１時３０分～ 

・内 容 健康体操 

・講 師 丹波篠山市役所健康課職員 

 

インフルエンザ流行 

例年１２月～３月の「乾燥する冬」に 

流行するインフルエンザが、今年は 

２か月も早く流行しています。 

現在、海外旅行や訪日客が増えている 

ことが原因の一つとも言われています。 

注意して予防を心がけましょう！ 

「各事業開催日に気象警報が発表されている場合は、事業を中止する場合があります。ふれあい館にお

問い合わせください。」 

 

和菓子を作ってみませんか？ 
 

和菓子屋に並んでいるような『練りきり』を手作り

しませんか？ 

美味しい『お抹茶』とともに、秋のひと時を皆さん

と過ごしましょう。 

          記 

 ・日 時 １１月２１日（木） 

午後１時３０分～ 

 ・内 容 和菓子（錬りきり）とお抹茶 

 ・参加費 実費（５００円程度） 

 ・持ち物 エプロン、三角巾 

 ・講 師 田邊眞由美さん 

 ・申込締切日 １１月１３日（水） 

 

 



西紀ふれあい館だより 

霜 月 号 
丹波篠山市川西 70 電話・ファクス 593-0093 

山西 和子 籾井 美紀 

 

11 月 7 日（ 木）は健康料理教室 

スマホ･ケータイ安全教室（再掲） 

一日ゆっくりふれあい館でお過ごしくだ

さい。 

「健康料理教室」 

時間：午前 10時～午後 1時頃 

講師：田中のぶ子さん 

費用：600円（当日集金します） 

締切り：11月 1日（金）午後 5時までに

お申込みください。 

「スマホ・ケータイ安全教室」 

時間：午後 1時 30分～3時 30分頃 

講師：「ＮＴＴドコモ」 

参加費：無料 

  

来年の干支のねずみを作ります。 

 

昨年のいのししに続き 

たつの市の高級レザーで、 

来年の干支の 

かわいいねずみを 

作ります。 

 

※ねずみ以外のレザーも 

準備いただいています。 

 

 

とき：11月 28日（木）午後 1時 30分～ 

講師：たつの革細工協会 竹本富浩さん 

材料代：800円（追加購入可能） 

締切り：11月 22日（金）午後 5時までに

お願いします。 

 

＊＊11月の教室とサロン＊＊ 

＊成人書道教室（月謝 1500 円） 

 6日（水）・20日（水） 14：00～ 

＊子ども書道教室（月謝 1000 円） 

 5日（火）・19日（火） 15：00～ 

＊カラオケサロン 21 日（木）13：30～ 

 お菓子代 200 円 

＊かご作りサロン 25 日（月） 

10：00～16：00 

材料代 100円くらいから 

＊ホットサロン 14日（木）13:30～ 

 参加費 300円（材料代 200円  

お菓子代 100円） 

 今月は川﨑昌代さんに臨床美術を指導

頂きます。 

 

 

         

 
 

 

 

ふれあい館の 

玄関に飾ってい

ます！ 

9 月に描いた「ぶどう」

です。楽しいですよ！ 

 

※各教室については午前 8 時に警報が出ている場合

は中止する場合があります。ふれあい館へお問い合

わせ下さい。 

11 月 8 日の立冬から暦の上で

は冬です。空気が乾燥してくるの

で風邪にかからないように、手洗

いやうがいで予防して下さい。 

 白菜、大根、ねぎなどお野菜も

美味しい季節となります。 

温かいものが恋しい季節となり

ます。 



 

 

   

   家でこもっていると“アカンな”と思いながら毎日を過ごしていませんか? 

料理が苦手な方も是非「男の居場所づくり」にデビューしてください。料理に 

自信のある方も・・・ない方も楽しい時間を過ごしましょう。 

もちろん女性も大歓迎。気軽な雰囲気の会です。 

と き / １１月２０日(水)  １０時～ お昼軽食あります。  

ところ / 味間ふれあい館 調理室 和室 

材料費 / ５００円(当日集金します)。 

講 師  / 丹波篠山市地域活動栄養士会 本荘 賀寿美さん 

持ち物 / エプロン・三角巾・持ち帰り容器 

※申し込み・問い合わせ℡594－1003 １５人になり次第締め切ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹南児童館より  子どもたちを取り巻く全てが、心の栄養！ 

いつも来館する子どもたちの成長ぶりに驚かされています。子どもたちの心は柔軟で純粋です。ぜひお

家でも、じっくりと話を聞いてあげ、行動の良し悪しに関わらず、まずその時の気持ちを丸ごと受けとめ

てあげてください。自分の気持ちをわかってくれる人がいることが心強く、次への一歩となります。 

１１月の楽しい行事 

11月 2日（土） 体験学習教室（申込済）     11月 7日（木）11:00おはなし広場 

11月 14日（木）11:00つくしんぼ広場       11月 21日（木）11:00つくってあそぼう  

11月 28日（木）11:00～12:00 うたってあそぼう♪拡大版…県立こどもの館から動く・こどもの館号がやって

来ます。この日は、いつもの時間帯を延長して 11時から１２時までの１時間、わらべ歌でのふれあい遊びやお話な

ど親子ふれあい活動で楽しく遊びます。多くの親子の来館をお待ちしています。チラシを受付に置いています。 

※11月 23日（土）「第 11回じどうかんフェスタ」 11:00～15:00 柏原住民センターにて開催。どなたでも参加自

由、無料です。本館や中野母親クラブもステージﾞやﾜｰｸｼｮｯﾌﾟに参加します。ぜひ遊びに来てください。 

丹波篠山市中野 28 電話 (079)594-1003/ FAX (079)594-1079 担当：西 由利子・中道唯公美・酒井道子 

11月のおしゃべり広場 

と き 11月 28日(木) 13時 30分～  

内 容 ミニクラフト作り 

参加費 200円(材料代) 

 

11月 26日(火)までに 

お申し込みください。 

 

大正琴教室    8 日(金)・22 日(金)13 時 30 分～ 

茶道教室     1 日(金)・15 日(金)19 時 30 分～ 

パソコン教室  15 日(金)・29 日(金)13 時 30 分～ 

３Ｂ体操     11 日(月)・18 日(月)13 時 15 分～ 

手まりｻ-ｸﾙ    5 日(火)・19 日(火)10 時～ 

舞踊教室(桜喜会) 11 月はお休みです。 

(丹南音頭保存会) 11 月はお休みです。 

ナンプレサークル 2 日(土)9 時 30 分～・20 日(水)13 時 30 分～ 

グラウンドゴルフ 14 日(木)・28 日(木)13 時 30 分～ 

フォークダンス 1・8・22・29(金)13 時 30 分～ 

健康料理教室   26 日(火)10 時～ 

 

 

 



 

 

 

古市ふれあい館 / 〒669-2106 丹波篠山市牛ケ瀬 78-1 / tel＆fax：079-594-1001 

内藤芳明・羽馬知代 / e-mail:fureai-furuichi@city.sasayama.hyogo.jp 

 

かごサロン 11 月 19 日(火) 

今回は、右下の写真の「クリスマスリース｣

を作ります。親睦も深めなが 

ら、楽しく作りましょう。 

 

日 時 11 月 19 日(火) 

 10 時から 16 時 

 

講 師 白井悦子さん、佐藤由紀恵さん 

材料費 一つ 300 円 

持ち物 はさみ、木工用ボンド、 

ラジオペンチ(あればで結構です） 

クリスマスケーキ作り教室 12 月 4 日（水） 

 女性交流学級事業の一環として、クリスマス

ケーキ～ガトーショコラ～作り教室を実施し

ます。楽しく、和やかな雰囲気の中でケーキ作

りに挑戦しましょう。 

 

日 時 12 月 4 日(水) 9 時 30 分から 

講 師 林 瑠美さん 

材料費 800 円(紙皿と持帰り用袋付き) 

持ち物 エプロン、三角巾 

申込み締切り日 11 月 28 日(木) 

※電話かファクスでふれあい館まで連絡願います。 

 

  

人権講演会 「差別を許さない社会づくりのために～部落差別の現実と差別解消への道すじ～」 

11 月 17 日に古市ふれあい館と部落解放同盟牛ケ瀬支部の共催で、人権講演会を開催します。 

「同和問題の解決は国の責務であり、国民的課題である」と答申されて以来半世紀、2016 年に

は「部落差別解消推進法」が制定されました。また、インターネットの普及で、匿名性を悪用した

根強い部落差別の現実を浮き彫りにしています。今回 25 回目を迎えるこの人権講演会では、今一

度、部落問題を真正面から取り上げ、人権が尊重される社会づくりのため、住民一人ひとりができ

ることや課題を考える機会にしたいと考え、上記のテーマで企画しました。事前申し込みは不要で

す。ご近所やお知り合いの方などお誘いあわせの上ご参加ください。お待ちしております。 

日時 11 月 17 日(日) 10 時～11 時 30 分（受付９時３０分～） 

場所 古市ふれあい館 2 階会議室 

講師 （一社） ひょうご部落解放・人権研究所 所長 石元 清英さん 

 

※各事業開催日に気象警報が発表されている場合は、事業を中止する場合があります。ふれあい館にお問い合わ

せください。(市内ふれあい館共通) 

キムチ作り教室 12 月 11 日（水） 古市ふれあい館女性交流学級 古市まちづくり協議会共催事業 

本場仕込みのキムチとサムゲタン（参鶏湯）づくりを通じて、韓国の食文化を体験しましょう。 

日 時 １２月１１日（水） ９時３０分～ 

場 所 古市コミュティー消防センター 

講 師 上田 恵さん 

材料費 1300 円程度（当日集金） 

サムゲタンなしの方はキムチ材料費だけになります。申込みの際、お知らせください。 

持ち物 白菜の塩漬け 1/4 株４つ、持帰り用容器、エプロン、三角巾、ゴム手袋 

申込み １２月３日（火）までに、電話かファクスでふれあい館または古市コミセン（595-1085）

まで連絡願います。 

【白菜の塩漬け】茎のところは塩があまり届かないので塩を

ぱらっぱらっとまぶす。濃度 10％の塩水に 15 時間浸けて

おく。空気に当たらないように塩水に完全につける。 

 


