
 

 

 

 

 

 
 
 平成 28 年 12 月 16 日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が公布・

施行されました。 

 その第１条には「この法律は現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に

伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権

の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認

識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基

本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充

実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を

実現することを目的とする。」と書かれています。 

 情報化の進展とはインターネットの普及のことを表しています。イン

ターネット上の部落問題に関する情報は、正しいことばかりではなく間

違った情報も発信されており、時としてそれが偏見を助長したり部落差

別を広げることになったりしています。「部落差別はもうなくなったの

ではないか。」とか「知らない人にまでわざわざ教えるから部落差別が

無くならないのではないか。」という言葉を聞くことがありますが、間

違った情報をうのみにして、偏見や差別心を強めることの無いよう、正

しい知識を得るための学習を続けていくことが大切です。 

 

 
 
 
 
と  き   令和元年 12 月 7 日(土)  

と こ ろ   四季の森生涯学習センター 西館・東館 

 10:30～15:00 バザー・販売(おでん、黒豆ご飯、パン、手作り小物、花の苗など) 

 11:20～11:50 受 付 

11:50～13:00 主催者あいさつ、人権啓発標語受賞者表彰、あいさつ運動啓発ポスター

受賞者表彰、人権作文受賞者表彰・朗読発表、法務局支局長講評など 

13:00～ 丹波篠山市人権・同和教育研究大会 

13:10～ 基調講演（人権フェスタ&研究大会共催事業） 

      演題：「人権・同和問題の解決をめざして」 

～好感・共感・親近感が人権力を育む～ 

       講師：明石 一朗（あかし いちろう）さん 

           (関西外国語大学教授・人権教育思想研究所長) 

 15:00～16:15 研究大会分科会（特別分科会と 4つの分科会があります） 

  特別分科会「部落差別を正しく認識し、解消に向け取り組もう」 

 
 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 



お正月にぴったり料理 

早いもので、もうお正月が近くになりまし

た。身近な食材で一工夫したお正月料理を教

えてもらいましょう。 

 

とき：12 月 19日（木） 

午前 9時 30分から 13時頃 

内容：お正月料理 

講師：本荘賀寿美さん 

参加費：500 円程度 

締切：12 月 16日（月）16 時 

植物の力で元気アップ！ 

園芸療法で、心と体を癒しましょう。 

クリスマスの飾りを作るので、子どもさん

の参加も大歓迎！です。 

 

とき：12 月 23日（月） 

午前 13 時 30分から 15 時頃 

内容：クリスマスの飾り物 

講師：植西恵子さん 

材料費：500 円程度 

締切：12 月 19日（木）16 時 

 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 

 

「畑地区女性発 交流学習会」で学びましょう。 

今年度 3 回目の学習会は「日本で暮らして」というテーマでベトナム

出身の「グエン・テェ・ハイ・ヒエンさん」から日本での生活、子育て、

習慣の違いなどのお話を聞きます。 

下記の日程により開催しますので、ぜひともご参加ください。 

 

とき：12 月 20日（金）19 時半から 21 時頃まで   ところ：みたけ会館 1階会議室 

講師：グエン・テェ・ハイ・ヒエンさん （ベトナム フエ出身 丹波篠山市在住） 

内容：日本で暮らして 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

12 月のサロン 

＊カラオケサロン 12 日（木） 午後 1 時 30 分から 4 時ころまで。                    

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 27 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） 

 

畑ふれあい館は、12月 28 日（土）から翌年 1月 5日（日）まで閉館します。 

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。 

風味豊かなこんにゃくを手作りしましょう！ 

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 

持ち物：厚手のゴム手袋 

締切：11 月 29日（金）16時 



 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 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《12月のサロン≫ 

○歌声サロン 

 ・日 時 １２月５日（木）午後１時３０分～ 

 ・参加費 １００円 

○かご作り 

 ・日 時 １２月１６日（月） 

      午前１０時～ 

 ・内 容 スター模様の丸かご 

 ・参加費 ２００円程度 

 ・持ち物 はさみ、ボンド、洗濯ばさみ 

 ・申込締切日 １２月９日（月） 

 

 

 

《しめ縄作りと 

餅つき大会》 
 

毎年恒例となっています、しめ縄作りと餅つき 

大会を下記の内容で開催します。 

参加者同士の交流を深めながら、新しい年を迎え

る準備をしましょう。 

●日 時 １２月２２日（日） 

●場 所 日置ふれあい館 

●内 容 しめ縄作り 午前９時～ 

餅つき大会 午前１０時～ 

●指導者 西荘老人会・西荘自治会 

●申込締切日 １２月１３日（金） 

 ※しめ縄作りは申込みが必要です。 

○材料費 大１個につき１５０円 

（当日徴収します） 

お名前・しめ縄の個数を 

日置ふれあい館までお知らせください。 

  

「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。」 

 

こんにゃく作り教室のご案内 

出来たてはおさしみで・・田楽やステーキに・・ 

また、お正月のお煮しめにも・・ 

生芋から作る『こんにゃく』は、食感もひと味違

う美味しさです。 

ぜひ、手作りの味を楽しみましょう！ 

           

★日 時 １２月２５日（水）午前９時３０分～ 

★場 所 日置ふれあい館（調理室） 

★内 容 生芋からこんにゃくを作ろう！ 

★材料費 実費（５００円程度） 

★持ち物 エプロン、三角巾、厚手のゴム手袋 

持ち帰り用容器 

★講 師 小林廣子さん 

★申込締切日 １２月１６日（月） 

クリスマスのお菓子を作ろう！ 

クリスマスをイメージして、星型や人形の形を型

抜きして作るクッキーです。 

生姜、シナモン、ココアの香りがして、とても美

味しいです。 

アイシングでかわいくデコレーションしましょ

う。 

 

・日  時 １２月１９日（木）午前１０時～ 

・場  所 日置ふれあい館（調理室） 

・内  容 クリスマスのジンジャークッキー 

・参 加 費 ３００円程度 

・持 ち 物 エプロン、三角巾、持ち帰り用容器 

・申込締切日 １２月１２日（木） 

 

美味しい白菜の選び方 

持った時にずっしり重く、一番外の葉が濃い緑色で

「つやと張り」があり、横から押したとき固いもの

（中が詰まっている）を目安に選びましょう。 

長ネギや生姜、鶏肉などを入れたスープで免疫力を

アップさせ、風邪予防を・・ 

食事のワンポイントアドバイス 



西紀ふれあい館だより 

  師 走 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 

こんにゃくを作りましょう。

西紀南まち協と共催

でこんにゃく作り教室を開催します。 
写真のような、大きなこんにゃく芋を使

って、こんにゃくを作ります。市販されて

いるこんにゃくとは、全く違う歯ごたえと

風味でとても美味しいです。 

と   き：12月 16日（月） 9時 30分～ 

場  所：西紀ふれあい館調理室 

講  師：小林廣子さん 

材料費：400円 

締切り：12月 12日（木）午後 5時までに 

お願いします。 

持ち物：エプロン・三角巾・厚手ゴム手袋 

＊ミキサーにかけたこんにゃく芋を混ぜる作業

は、かなり熱いので、厚手のゴム手袋を用意し

てください。 

男の料理教室の案内 

（西紀南まち協と共催） 
男性だけの料理教室を開催します。 

今年は簡単なお正月料理に挑戦します。 

包丁を握ったこともない方も大歓迎です・ 

皆さんの参加をお待ちしています。 

と  き：１２月１０日（火）午前 9時 30分～ 

場  所：西紀ふれあい館調理室 

講  師：小林廣子さん 

材料費：500円 

持ち物：エプロン、三角巾 

締切り：12月 5日（木）午後 5時までにお願

いします。 

 

＊＊12月の教室とサロン＊＊ 

＊成人書道教室（月謝 1500円） 

 4 日（水）・18日（水） 14：00～ 

＊子ども書道教室（月謝 1000円） 

 3 日（火）・17日（火） 15：00～ 

＊カラオケサロン 19日（木）13：30～ 

 おやつ代 200円 

＊かご作りサロン 23日（月） 

10：00～16：00 

材料代 100円くらいから 

＊ホッとサロン 5日（木） 

13：30～ 材料代 200円 

おやつ代 100円 

今月はアロマ環境協会アロマ

インストラクター 寺本秀代さんに指導

いただきます。         

 

 

7日の大雪を過ぎると急に寒さがやっ

て来ると言われます。クリスマス、 

大掃除、迎春の準備と賑やかで忙しい

季節ですが体調管理に十分気をつけて

お過ごしください。  

 

      
 

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。 

西紀ふれあい館は年末 12月 28日（土）～ 

年始 1月 5日（日）まで閉館となります。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjZt4XchtXlAhWMzIsBHVVvC78QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.photo-ac.com%2Fmain%2Fsearch%3Fq%3D%25E3%2581%2593%25E3%2582%2593%25E3%2581%25AB%25E3%2582%2583%25E3%2581%258F%25E8%258A%258B%26srt%3Ddlrank&psig=AOvVaw1Mhxt_mrtigojYV5wsz6ax&ust=1573110108756537


 

と き １２月１８日(水) ９時３０分～ 

ところ 味間ふれあい館(ふれあい交流センター) 

講 師 西田 幸夫さん 

※参加される方は、わら切り用はさみや、ひも等をご準備ください。 

 ご自身で作ったお飾りで、新年を迎える準備をしましょう。参加無料。事前申込は不要です。 

興味のある方はお気軽にお越しください。当日は寒い場所での作業となりますので、あたたか

い服装でご参加ください。 

 
 

10月 10日早朝から、第六福寿会・中野母親クラブのみなさんに草引きや植木の剪定 

などをお世話になりました。 児童遊園や館周辺をきれいにしていただき、子ども 

たちも安心して 遊べる環境となりました。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ★★★ 丹南児童館からのお知らせ ★★★ 

12 月の楽しい行事 

12月  5日（木）11:00おはなし広場   12月 12日（木）11:00つくしんぼ広場 

12月 19日（木）11:00つくってあそぼう  12月 24日（火）13:00冬のおたのしみ会  

12月 25日（水）8:50冬休み子ども教室（申し込みは 11月中旬～） 

12月 26日（木）11:00 うたってあそぼう♪ 

  地域交流冬のおたのしみ会 で楽しい時間をすごしましょう。 

   と き…１２月２４日(火) １３時～１５時１０分 

   ところ…丹南児童館 味間ふれあい館   参加費…子ども３００円 大人２００円 

   ●申し込み用紙は児童館・味間ふれあい館にあります。どなたでもご参加ください。 

なお、冬のおたのしみ会では、小学５・６年生のこどもスタッフ（交代制）を募集しています。  

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 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

12月のおしゃべり広場 

と き 12月 19日(木) 13時 30分～  

内 容 クリスマス小物作り 

   （オーナメント作り） 

参加費 200円 

 

12月 16日(月)までに必ず 

お申し込みください。 

 

大正琴教室    6 日(金)・13 日(金)13 時 30 分～ 

茶道教室     6 日(金)・20 日(金)19 時 30 分～ 

パソコン教室  13 日(金)13 時 30 分～ 

３Ｂ体操     2 日(月)・16 日(月)13 時 15 分～ 

手まりｻｰｸﾙ   3 日(火)・17 日(火)10 時～ 

舞踊教室(桜喜会) 5 日(木)13 時 30 分～ 

(丹南音頭保存会) 2 日(月)13 時 30 分～ 

ナンプレサークル７日(土)9 時 30 分～・18 日(水)13 時 30 分～ 

グラウンドゴルフ 12 日(木)・26 日(木)13 時 30 分～ 

フォークダンス 6・13.・20 日(金)13 時 30 分～ 

健康料理教室  12 月はお休みです。 

 



 

 

 

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 12 月 17 日（火） 

 今回は、下の写真のかごを作ります。 

 楽しく、和気あ 

いあいと楽しみな 

がら作りましょう。 

 

 

 

日 時 12 月 17 日(火) 10 時～16 時 

材料費 300 円 

持ち物 はさみ、木工用ボンド、 

洗濯バサミ（１０～２０個） 

申込み 事前申込は不要です。 

 

生花教室 １２月２5 日(水) 

 気持ちが改まるお正月。花を生けて、リ

フレッシュした気持ちで迎えませんか。 

日 時 １２月２5 日(水)１３時 30 分～ 

講 師 市嶋 綱子さん（嵯峨御流） 

材料費 2,000 円(当日集金します) 

持ち物 水盤・剣山（2 個 1 個でも可） 

    花切りばさみ、万年青（おもと）

のある方は当日お持ちください。 

申込み 12 月 18 日（水）までに 

電話かファクスでふれあい館まで 

連絡願います。 

 

  

一年間の振り返りと新年に向けて!   

 月日の経つのは早いもので、もう一年のしめくくりの 12 月を迎えました。今年５月には元号が令和

に、市名が丹波篠山市に変わりました。またラグビーのワールドカップ等、スポーツでも盛り上がった

一年でした。みなさんにとって、この一年はどんな一年だったでしょうか。何かと慌ただしさを感じる

12 月ですが、この一年の振り返りにも少し時間をとりたいものです。すぐそこに迫った、東京オリン

ピックも開かれる 2020 年(子年でうるう年)を、今年よりも少しでも充実したよい年にしたいもので

す。ふれあい館でもしっかりと振り返りをし、来年に備えたいと思います。 

健康料理教室 １２月 20 日（金） 

～お正月に向けて～ 

お正月に向けての料理作りをします。来る

年の幸せを願いながら、楽しく和やかに時間

を過ごしましょう。 

日 時 12 月 20 日(金) 10 時～ 

講 師 田中 のぶ子さん 

材料費 500 円 

持ち物 お米 1 合、エプロン、三角巾 

申込み 12 月 13 日（金）までに 

電話かファクスでふれあい館まで連

絡願います。 

 

 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 

古市地区まちづくり協議会共催事業 

キムチとサムゲタン作りを通して、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 古市コミュニティー消防センター 

講 師 上田 恵さん 

材料費 1,000 円程度（当日精算して集金

します。） 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、ｴﾌﾟﾛﾝ、三角巾、ｺﾞﾑ手袋 

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】白菜 1/4 株を 4 つ用意する。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。 

 

 

 

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。 

 


