
 

 

 

 

 

 新しい年を迎え皆さまにとって穏やかで、目標が作れる年で

あることを祈っています。ささやかな目標であっても何かをめ

ざすことで充実した生活が送れるのではないかと思います。 

 家族や友人、地域で支え合える社会でありたいと願っていま

す。 

 

 

 

 私たちの生活を豊かに、そして便利にしてくれるインターネット。多くの人にとって携

帯電話（スマートフォンなど）は無くてはならないものになりつつあります。特にスマー

トフォンは電話やメール機能だけでなくインターネットに接続してさまざまなことが調べ

られます。しかし、インターネットを利用するのは善意の人たちばかりではありません。

インターネットの匿名性(名前や顔を隠したまま)を利用し技術を悪用して迷惑メールの送

信や詐欺行為、プライバシーの侵害、特定の人を誹謗中傷するなど多くの問題も発生して

います。 

 自分自身を守るために、ネットや SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス、社

会的な・つながりを・提供するサービス）で失敗しないためのポイントをお知らせします。 

□ 自分の写真や情報を安易に載せない 

□ 添付ファイルを確認もせずに開かない 

□ ネット上で知り合った人に安易に会わない 

□ 悪口や差別的な書き込みはしない 

□ 友人や知人のアドレスなどを無断で書き込まない 

□ 知らない発信者からの電話やメールに返信しない 

□ 暴力的な言葉やウソ、うわさなどを書き込まない 

□ ネット上の情報は、必ずしも正しいものばかりではないので鵜呑みにしない 

 気になることはありませんでしたか？正しい知識と対策をもって利用するインターネッ

トはとても楽しくて便利なものです。ネット上で被害に合わないよう、他人を傷つけるこ

との無いよう、また無責任な書き込みで差別や偏見を助長することの無いよう注意して活

用しましょう。    （参考出典：兵庫県人権教育研究協議会発行「元気 UP じんけん 2018」） 

 

 

 

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 

相談するところは必ずあります 

相談内容によって専門の機関

へおつなぎしますので下記まで

お電話ください 



 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 

 

伝承料理教室を行います。 

丹波篠山市では、当地に古くから伝わる伝承料理のレシピ本、

『ささやまごはん、ごちそうさま。「よろしゅう おあがり」』を

出版しています。 

今回は、この本の出版に協力された田中のぶ子先生に、本にも

掲載されている冬のレシピを教えて頂きます。 

試食のみの参加も歓迎です。 

 

とき：1月 23日（木） 午前 10時から 

講師：田中のぶ子さん 

参加費：600円 

締切り：定員の 16 人になり次第締め切ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                        

                            

                           

 

                         

                         

 

 

 

1 月のサロン 

＊カラオケサロン 9 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 24 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。 

人の世に熱あれ 人間に光あれ 

水平社宣言の告文ですが、誰もが「にん

げんに光あれ」と読んできたと思います。 

正しくは「じんかんに光あれ」 

じんかんとは人と人の間。すなわち関係

性をいいます。どの人と人の間にも、平等

に光が射しこむ世界を、水平社宣言を起草

した西光万吉さんは 

望んだようです。 

令和 2 年が、皆様の 

人権が尊重され、光輝 

く年となりますよう。 

園芸療法でリラックスタイム 

園芸療法とは、花と緑で人を癒す療法で

す。自然の物を使って作品作りをすること

で心と体の健康を図ります。 

 

とき：1月 23日（木） 

午後 1時 15分から 

講師：植西恵子さん 

参加費：300円程度 

締切り：1 月 20日（月） 

16時まで 

＊材料準備のため、事前申込が必要です。 

 

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。 



 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 

                              

 

地域交流視察研修会を開催しました 
１１月２４日（日）淡路島へ行ってきました。はじめに高田屋顕彰館・歴史 

文化資料館で高田屋嘉兵衛について学習しました。北方の開拓者として優れた 

功績を残し、生涯の絶頂期に巻き込まれた「ゴローニン事件」では自ら囚われ 

の身となりながら、英知と勇気と人間愛に貫かれた「高田屋外交」で、日露両 

国の和解を成し遂げました。晩年は、故郷淡路島で郷土のために尽力を尽した 

すばらしい生涯でした。 

また、薫寿堂では、線香づくりの全行程を見学した後、自分好みの香り、色、形 

でオリジナルのお香づくりの体験をしてきました。 

今回が初めての参加者もあり、ふれあい館の「役割・願い・目的」などを知って 

いただける、とても良い研修会となりました。 

 

 

 

≪１月のサロン≫ 

○歌声サロン 

 ・日 時 １月９日（木）午後１時３０分～ 

 ・参加費 １００円 

○かご作り 

 ・日 時 １月２７日（月） 

午前１０時～ 

 ・内 容 ダストボックス 

 ・参加費 ２４０円～８００円程度 

   ※選ぶヒモによって値段が変わります 

 ・持ち物 はさみ、ボンド、洗濯ばさみ 

 ・申込締切日 １月２０日（月） 

○めだかの学校 

 ・日 時 １月３０日（木）午後１時３０分～ 

・内 容「ハンドクリーム作りと 

ハンドマッサージ」 

 ・参加費 実費（５００円程度） 

 ・持ち物 タオル１枚 

 ・講 師 寺本秀代さん 

 ・締切日 １月２０日（月） 

 

 

年末年始・閉館のお知らせ 

12月 2８日（土）～ 

1月５日（日）まで閉館します。

ご迷惑をおかけしますが、よろ

しくお願いします。 

『和菓子作り』に挑戦 
講師として田邊眞由美さんにお世話になり、和菓

子の「ねりきり」を習いました。 

白あん生地の作り方や、食用色粉で色付けをし

「つばきやあじさい」などの花の作り方を指導して

いただきました。 

お抹茶の準備もしてくださり、 

沢山のお茶椀の中から好きな茶 

碗を選び、銘々にお茶を点て楽 

しみました。 

『和の心』を感じる素敵な時間でした。 

「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。」 

 

 

 

お年玉の語源・由来 
『子どもの頃はお餅がお年玉だった』 
 

古くは正月行事として「歳神様」を迎える祭

りがあり、門松を立てて鏡餅を供えました。 

お年玉の語源は・・・ 

●供えた餅を家長がお下がりとして子どもたち

に食べさせ「御歳魂（おとしだま）」と呼ばれた

ことからとする説があります。 

●この餅は年初に分配されることから、年の初

めの賜物（たまもの）で「年賜（としだま）」が

変化したとする説もあります。 

●鏡餅が丸いことから「お年玉」になったとす

る説もあります。 

いずれも歳神に由来します。 

 

また・・・ 

お年玉をいれる小さなご祝儀袋は、通称「ポチ

袋」と呼ばれていますが、「ポチ」は「これっぽ

っち」という意味をあらわして「ポチ袋」と呼

ばれるようになったといわれます。 

事前申込み

が必要です 



西紀ふれあい館だより 

  睦 月    
丹波篠山市川西 70 電話・ファクス 593-0093 

山西 和子  籾井 美紀 

 

ヨガでリフレッシュ！ 

とてもゆっくりとした動作ですが、寒く

て凝り固まった体がほぐれます。運動が苦

手な方も、気軽にご参加ください。 

講 師：渡辺 顕さん（丹波市） 

参加費：無料 

と き：2020 年 1 月 9 日（木） 

1 月 30日（木） 

2 月 20日（木） 

3 月 12日（木） 

10時から 11 時 30 分頃まで。 

 定 員：各回ともに 10 人まで 

※１日だけの参加でもＯＫです。 

ヨガマットを準備しますので、3 日前まで

に当館へお電話でお申込みください。 

＊動きやすい服装、裸足か５本指の 

靴下でご参加ください。 

＊初心者向けの教室ですので、年齢・性

別にかかわらず、どなたでも体験してい

ただけます。 

 

黒豆豆腐を作りましょう 

西紀ふれあい館でお豆腐を手作りします。

とても美味しいですよ。今年はおからハン

バーグも作ります。  

ところ: 西紀ふれあい館 

と き:2020 年 1 月 15 日(水) 

9 時 30分～12時頃 

講 師:小林 廣子さん  

持ち物:三角巾・エプロン・厚手のゴム手袋 

参加費:300円(当日集金します) 

申込締切日:2020 年 1 月 7 日(火)17：00 ま

でにお願いします。 

高齢者施設見学研修会のご案内 

丹波篠山市内には様々な高齢者支援の施

設があります。今年は下記施設の見学を計

画しました。サービス名や事業所名は耳に

したことはあっても実際はどんな所か気に

なっていませんか？多くの方の参加をお待

ちしています。 

とき：2020年 1月 21日（火）13：00出発 

西紀ふれあい館川沿いの駐車場を出発し 

ます。16 時 30 分頃帰着予定です。 

行き先： 

① ケアハウス「丹波の郷」（味間南） 

② 通所介護施設「ほほえみ」（東新町） 

③ グループホームしゃくなげ（川北） 

④ デイサービスしゃくなげ（川北） 

参加費：無料 

交通手段：丹波篠山市バス 

参加申込み：2020年 1月 14 日（火）17：00 

までにお願いします。 

＊＊2020年 1月の教室とサロン＊ 

＊成人書道教室（月謝 1500 円） 

 8（水）・15 水） 14：00～ 

＊子ども書道教室（月謝 1000 円） 

 7（火）・21 火） 15：30～ 

＊カラオケサロン 23 日（木）13：30～ 

 おやつ代 200 円 

＊かご作りサロン 27 日（月） 

10：00～16：00 

材料代 100 円くらいから 

＊ホッとサロン 9 日（木）13：30～ 

 今月は川崎昌代さんに臨床美術を指導

いただきます。 

 材料代 200 円 

 おやつ代 100 円 

        

住所：川西 70 電話・ファクス：593-0093 西田直美 足立由紀 

篠山市川西 70 電話・ファクス 079-593-0093 西田直美 中道唯公美 

西紀南まち協 

共催事業 

 



１月のおしゃべり広場 

と き １月 30日(木) 13時 30分～  

内 容 簡単工作 

（クラフトテープで干支の置物作り） 

参加費 200円       

(おやつ・材料代) 

 

 

1月 28日(火)までに必ずお申し込みください。 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹南児童館から 

「冬のお楽しみ会」など児童館事業で、いつも第六福寿会の皆さんや地域の方に大変お世話に

なっています。ありがとうございます。 

新春を迎え、子どもたちにとって、また、ご家族にとって笑顔がたくさんの年となりますよう、

お祈り申しあげます。新年も『あそぶ まなぶ そだつ児童館』『人のぬくもりのある児童館』をめ

ざしていこうと、職員一同決意を新たにしています。 

１月の楽しい行事 

１月 9日（木）11:00つくしんぼ広場        １月 16日（木）11:00つくってあそぼう 

１月 23日（木）11:00 うたってあそぼう♪ 

※児童館にある本は、１回に３冊まで借りることができます。貸出ノートに記入してもらいま

すので、職員まで声をかけてください。 

※小・中学生を対象に「けん玉検定」を開催しています。引き続き、挑戦する皆さんをお待ち

しています。 

※１２月２８日（土）～１月５日（日）は年末年始閉館です。ご理解とご協力をお願いします。 

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 

 

申告書の作成に関するご相談を受付けます。 

※ご予約が必要です。（相談時間帯を調整いたします。） 

【日 時】2月 6日(木)13時 30分～16時 30分/2月 10日(月)18時～21時 

【参加費】無料【場所】味間ふれあい館 ２階大会議室 

【持ち物】確定申告用紙、領収書類(医療費含む)、源泉徴収票、保険満期や一時金の書類等、

その他申請に必要な書類、印鑑、筆記用具。 

【予約受付期間】 １月１５日(水)～１月 3１日(金) 開館時間内（９時～１７時）にお願いします。 

 ※締切前でも、定員になり次第、受付を終了させていただきます。お申込みは味間ふれあい館

☎５９４－１００３まで。申告用紙には、住所・名前（家族を含む）・生年月日・電話番号など

を可能な範囲で事前に記入してお持ちください。 

大正琴教室    10 日(金)・24 日(金)13 時 30 分～ 

茶道教室     10 日(金)・17 日(金)19 時 30 分～ 

パソコン教室   24 日(金)13 時 30 分～ 

３Ｂ体操      6 日(月)・20 日(月)13 時 15 分～ 

手まりｻｰｸﾙ    7 日(火)・21 日(火)10 時～ 

舞踊教室(桜喜会) 16 日(木)・30 日(木)13 時 30 分～ 

(丹南音頭保存会)  6 日(月)13 時 30 分～ 

ﾅﾝﾌﾟﾚｻｰｸﾙ   11 日(土) 9 時 30 分～・15 日(水)13 時 30 分～ 

グラウンドゴルフ 9 日(木)・23 日(木)13 時 30 分～ 

フォークダンス  10・24・31(金)13 時 30 分～ 

健康料理教室   28 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 
 

本年もよろしくお願いします!   
 子年の令和 2 年(2020 年)がスタートしました。本年が皆様にとって、充

実した素晴らしい一年になるようお祈り申し上げます。 

 本年は、東京オリンピックが開催される年です。1 年が 366 日ある閏年に

もあたります。古市ふれあい館では、この一年が充実したものになるよう、

皆様により一層気軽に集っていただけるふれあい館になるように努力してい

きますので、よろしくお願いします。 

ふれあい館の事業にご要望等ありましたらお気軽にお知らせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かごサロン 1 月 21 日（火） 

 今回は、参加者の好みに合わせた作品作

りとします。未完成の作品もお持ちいただ

いて完成を目指していただいても結構で

す。講師さんが丁寧に指導してくださいま

す。楽しく、和気あいあいと楽しみながら

作りましょう。初めての方も大歓迎です。 

日 時 1 月 21 日(火) 10 時～16 時 

講 師 白井悦子さん、佐藤由紀恵さん 

材料費 実費 

持ち物 はさみ、木工用ボンド、せんたく

ばさみ（各自必要数） 

※事前申込は不要です。 

パッチワーク教室 1 月 23 日と 2 月 27 日 

 女性交流学級の一環として、初心者向けの

パッチワーク教室を実施します。古市ふれあ

い館で毎月活動されている、パッチワーク教

室の講師の坂萩さんをはじめ、教室生の皆さ

んに指導を受けながら、作品制作に取組んで

いただきます。1 月と 2 月の２回で、下の写

真のショルダーバッグを作ります。この機会

にぜひご参加ください。 

 

日 時 １月 23 日(木) と 2 月 27 日(木) 

9 時 30 分～12 時 

    ※原則 2 回連続の受講となります。 

講 師 坂萩信子さんと教室生の皆さん 

材料費 革製肩ひもが必要な方 2200 円 

    肩ひも不要の方 900 円 

持ち物 裁縫道具、定規、鉛筆 

申込み締切り日 1 月 7 日（火） 

※電話かファクスでふれあい館まで連絡願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

両面の雰囲気 

 
※ 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。

古市ふれあい館にお問い合わせください。 

 

  

11 月 17 日の人権講演会から 

石元清英さんをお迎えして開催した人権

講演会。私はこの講演で、人権教育や解放

運動の成果として、「部落」に対して誤解や

偏見を持たない人が多くなったが、一方で

いまだに誤解や偏見を持つ人がいるのも事

実で、差別はいけないという当然の認識で

おわるのではなく、差別をなくし一人一人

が生かされる社会にしていくために、自分

はどう行動するのかを深く考え実践に移す

ことのできる教育や啓発が重要であること

や「部落差別」は、血筋にもとづく差別で

はない、差別が「部落」「部落民」をつくる

という不合理性についても学びました。 

人権を学ぶのは、差別する側に立たない、

差別に加担しない、傍観しない、誤解や偏

見を批判できる力を付けるためにも必要で

あると再認識できた講演会でした。 

 


