
 

 

 

 

「ハンセン病」を知っていますか？ハンセン病はらい菌が皮膚や神経を犯す病気です。

感染力はとても弱く、発病することはめったにありません。初期に治療すれば後遺症を残

すことなく完治します。初期症状としては、皮膚に白や赤などの斑紋ができ、進行してい

くと、皮膚が触れる感覚や温度や痛みの感覚がなくなっていきます。そのため熱いものに

触っても分からなくてひどい火傷になったり、けがをしていても気が付かなくて治療が遅

れてひどい傷が残ったりします。 

明治 40(1907)年に「癩
らい

予防に関する件」、昭和 6(1931)年に「癩
らい

予防法」が制定され、 

ハンセン病患者の強制隔隔離策がとられました。この隔離政策は、後遺症による外見や感

染に対する恐怖を助長し人々にハンセン病は怖い病気として、偏見や差別をさらに厳しい

ものにし、患者や家族を離れ離れにし長年苦しめ続けています。 

平成８(1996)年にようやく「らい予防法」が廃止されました

が、入所者は既にみな高齢になっており、後遺症による重い身体

障害を持っている人もいます。また、未だに社会における偏見・

差別が残っていることなどもあって、療養所の外で暮らすことに

不安があり、安心して退所することができないという人もいます。 

ハンセン病について正しい知識と理解を持ち、それを一人でも

多くの人に伝えていくことが、私たちにできる差別解消に向けた

取り組みの一つだと思います。 

人権講演会のお知らせ 

 

 丹波篠山市の６５歳以上の高齢者の割合は 33.7%です。市内を１９地区に分けてみると、高齢者の

割合が一番高い地区では 49.1%で 2 人に１人が高齢者という状態です。私たちのこれからの生活を考

えたとき、家族に頼るだけでなく地域全体でお互いを助け合っていかないと安心して住み慣れた場所で

暮らしていけません。講師の奥田さんはホームレスの人が路上生活から脱し自立していく支援を３０年

以上続けておられます。お互いに遠慮しないで「助けて」「手伝って」と言える地域共生に向けた取り組

みの参考になるお話です。 

日 時   令和２年３月５日（木） 午後７時３０分～９時（予定） 

場 所   丹波篠山市民センター ２階 催事場１・２ 

演 題   「助けて」と言える社会へ 

          ～家族機能の社会化とは何か～ 

講 師   奥田 知志（おくだ ともし）さん 

         NPO 法人抱樸（ほうぼく）理事長 

 ※手話通訳あります 

託児希望の場合のみ、２月２８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 



 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 4 回目の学習会は「認知症の人とのコミュニケーション」というテーマで、訪問看護

ステーションコスモスの赤井所長からお話を聞きます。認知症の人はどんな症状が出るのか？

またどんな風に関わっていけば良いのかを、この機会に学びましょう。 

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：2月 16日（日）19 時半から 21 時頃まで    

ところ：瀬利公民館（瀬利の住民学習会との共催です） 

講師：訪問看護ステーション コスモス（篠山口駅前） 

所長 赤井文美代さん 

内容：認知症の人とのコミュニケーション      

＊事前申し込みは不要です。 

畑地区女性発 交流学習会について・・・ 

1981 年の事業開始以来 38 年間にわたって、畑地区の女性が学習会を「発信」しています。 

この学習会は女性だけのものではありません。老若男女全ての住民を対象とした内容となっ

ています。多くの方のご出席をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 
 

                        

                            

                           

 

                         

                         

 

 

 

2 月のサロン 

＊カラオケサロン 13 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 開館日の毎週月曜日 午前 10 時から 午後 4 時まで 

＊コミュマサロン 28 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） 

第 3 回畑地区女性発交流学習会より  

畑地区にお住いのグエン・ティ・ハイ・ヒ

エンさんから、日本や母国のベトナムの暮ら

しや文化の違いなどについてお話を聞きまし

た。「丹波篠山は良い所、良い人ばかり。夫の

お母さんに何でも教えてもらって楽しく暮ら

している」と話されました。とても素敵なヒ

エンさんのお話に、参加された方たちからも 

      熱心に質問が出され、ベ 

トナムへの関心が高まっ

たようでした。（令和元年

12 月 20 日みたけ会館） 

郷土料理教室 

丹波篠山市には全国に誇れる食材が

たくさん有ります。今回の料理教室は、

生産地ならではの黒大豆を使った料理

の数々を教えてもらいます。 

 

とき：2月 20日（木） 

午前 10時から 

講師：小林廣子さん 

参加費：500円程度 

締切り：2 月 17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 

                              

 

AED講習会を開催します 
皆さんは『AED』の正しい使い方を知っていますか？ 

突然に心停止を起こして倒れた人を、その場にいる人たちがその場で使って倒れた人の『命』を救

う事ができる医療機器です。 

あなたの大切な人が倒れた時、自分にもできることがあるんです! 

いざ！という時のために、正しい使い方を覚えておきましょう。 

 

●日 時 令和２年２月１４日（金）午前１０時３０分～ 

●場 所 日置ふれあい館（２階会議室） 

●講 師 丹波篠山市消防本部警防課職員 

 

 

≪２月のサロン≫ 

○歌声サロン 

・日 時 ２月６日（木）午後１時３０分～ 

・参加費 １００円 

○かご作り 

・日 時 ２月１７日（月） 

午前１０時～ 

・内 容 六角あじろ編みのかご 

・参加費 １００円程度 

・持ち物 はさみ、ボンド、洗濯ばさみ 

・申込締切日 ２月１０日（月） 

 

 

 

 

 

 

「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。」 

 

 

 

麹作りと黒豆味噌作り 
 

【麹作り】スケジュール 

・日 時 ２月１７日（月）米を洗い一晩浸ける 

（ふれあい館で行います）  

        １８日（火）米を蒸す・種菌をまぶす 

              午前９時３０分～ 

        １９日（水）天地返し 午前１０時～ 

        ２０日（木）休ませる 

        ２１日（金）麹完成 

・参加費 麹作りのみで参加の場合 ４００円 

（塩・袋込みで４ｋｇの麹を持ち帰り） 

・持ち物 生米３kg（当日参加出来ない方は、事前にふ

れあい館までご持参ください） 

 

【黒豆味噌作り】 

・日 時 ２月２１日（金）午前９時３０分～ 

・参加費 麹作りと黒豆味噌作り参加の場合 ４００円 

（塩・袋込みで１０ｋｇの味噌を持ち帰り）  

・持ち物 ３ｋｇの生の黒豆を炊いたもの 

煮汁１ℓほど（煮豆とともに２１日に持参） 

      味噌を入れる容器、手袋、エプロン、三角巾 

・講 師 小林廣子さん 

・申込締切日 ２月１２日（水） 

 

※ 黒豆の準備はできかねますので、各自でご準備していた

だきますようお願いします 

バレンタインのお菓子作り 
大好きなあの人に・・・ 

お友だちに・・・ 

自分へのご褒美に・・・ 

おいしいお菓子を手作りしましょう！ 

 

・日 時 ２月１１日（火・祝日） 

午後１時３０分～ 

・内 容 「バレンタインの菓子」を作ろう！ 

・参加費 実費（６００円程度） 

・持ち物 エプロン、持ち帰り用容器 

     三角巾 

・締切日 ２月３日（月） 

・講 師 大江与吏子さん 

 

18 名になり

次第締め切り

ます 



西紀ふれあい館だより 

  如 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 

黒大豆でお味噌を作りましょう 

お味噌作りの日程 

2020 年 

2 月 3 日(月) 9時から午前中(自由参加) 

米(麹用)を洗う 

4 日(火) 9時から(全員参加) 

米蒸し～麹菌づけ 厚手のゴム手袋持参 

5 日(水) 9時から (自由参加) 

天地がえし 

6 日(木) 9時から午前中 (自由参加) 

豆を煮る 

7 日(金) ９時から午前中(全員参加) 

味噌作り  保存容器持参 

 

ところ：西紀ふれあい館 

講 師：小林 廣子さん 

費 用：1500 円（5kgのお味噌）     

持ち物：エプロン・三角巾 

7 日に持ち帰り用(保存用)の容器をお持

ちください。 

申込締切日：2020 年 1 月 31日（金） 

午後 5 時までにお願いします。 

 

ヨガでリフレッシュ！ 

運動が苦手な方も、気軽にご参加ください。 

寒さで硬くなった身体をゆっくりほぐして

ください。 

講 師：渡辺 顕さん（丹波市） 

参加費：無料 

と き：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 

 

 

パッククッキングと 

笑いヨガ＆ハンドトリートメントの参加者募集 

2020年 2月 27日（木）は１日ゆっくり 

西紀ふれあい館でお過ごしください。 

パッククッキング 

・場 所 西紀ふれあい館調理室 

・時 間 9 時 30分～12 時 30分 

・講 師 本莊 賀寿美さん 

・参加費 500 円 

・持ち物 エプロン・三角巾 

・締切り 2 月 20 日（木）午後 5 時までに

お願いします。 

笑いヨガ＆ハンドトリートメント 

・場 所 西紀ふれあい館 1 階会議室 

・時 間 午後 1 時 30 分～3時 30 分 

・講 師 北村 久美子さん 

・参加費 無料 

・持ち物 フェイスタオル 

※午後からの参加だけでも大歓迎です。 

笑いとハンドトリートメントで癒されませ

んか 

 

 

 

 

＊2020年 2月の教室とサロン＊＊ 

＊成人書道教室（月謝 1500 円） 

 5 日（水）・19 日（水） 14：00～ 

＊子ども書道教室（月謝 1000 円） 

 4 日（火）・18 日（火） 15：00～ 

＊ホッとサロン 

 6 日（木）13：30～ 

 材料代 200 円、おやつ代 100 円 

今月は園芸療法士の植西惠子さんにご指

導いただきます。 

＊カラオケサロン 20 日（木） 

13：30～ おやつ代 200 円 

＊かご作りサロン 25 日（火） 

10：00～16：00 

材料代 100 円くらいから 



 

 

 

 味間ふれあい館交流会                                                         
《と き》２月２２日（土）午後１時３０分開会 
《ところ》 味間ふれあい館 

《内 容》（予定） 

○講演会  

講師 地球温暖化防止活動推進連絡会 谷口 功さん 

 （午後１時３５分～午後２時２０分） 

○各教室・団体の発表  

 （午後２時２０分～午後４時００分 終了予定） 

○各団体展示                            ※みなさん是非お気軽にお越しください♪ 

  （午後１時３０分～午後４時００分まで館内随時） 

○茶道教室によるお茶席（１５時終了予定） など。（終了時間等、多少変更する場合があります。）                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹南児童館から 

「笑門来福」「笑う門には福来たる」ということわざがあります。絶えず笑い声が聞こえてく

る家庭は幸せに恵まれるという意味です。笑いの中で、人をバカにするような笑いは、絶対ダメ

ですが、楽しいことやおもしろいことがあった時に、声を出して笑うのはとてもいいことなので

す。子どもたちが笑顔でいるためには、まず、ご家族が元気でいることが大切です。 そのため

にも、ご家庭の中でうれしかったことや悲しかったこと、感じたことなどをお子さんと一緒に話

す時間を少しでもつくっていただけたらと願っています。 

 ２月の楽しい行事 

２月  ６日（木）11:00 おはなし広場      ２月 13日（木）11:00 つくしんぼ広場  

２月 20日（木）11:00 つくってあそぼう    ２月 27日（木）11:00 うたってあそぼう♪ 

 

※児童館では、３月に「進級お祝い会」や小学生対象「春休み子ども教室」を計画しています。

これらの開催案内チラシは、２月中旬に児童館に置きますので、ぜひご覧ください。 

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

２月のおしゃべり広場 

と き 2月 27日(木) 13時 30分～  

内 容 頭のトレーニングをしよう！ 

参加費 200円(おやつ代) 

 

2月 25日(火)までに必ず 

お申し込みください。 

 

大正琴教室   14 日(金)・28 日(金)13 時 30 分～ 

茶道教室    7 日(金)・21 日(金)19 時 30 分～ 

パソコン教室   7 日(金)・21 日(金)13 時 30 分～ 

３Ｂ体操     3 日(月)・17 日(月)13 時 15 分～ 

手まりｻｰｸﾙ   4 日(火)・18 日(火)10 時～ 

舞踊教室(桜喜会) 6 日(木)・20 日(木)13 時 30 分～ 

(丹南音頭保存会) 3 日(月)・17 日(月)13 時 30 分～ 

ﾅﾝﾌﾟﾚｻｰｸﾙ    1 日(土) 9 時 30 分～・19 日(水)13 時 30～ 

グラウンドゴルフ 13 日(木)・27 日(木)13 時 30 分～ 

フォークダンス 7 日・14 日・21 日・28 日(金)13 時～ 

健康料理教室  25 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 2 月 18 日（火） 

 今回は、「ふたつき手さげバッグ」を作り

ます。（下の写真） 

古市ふれあい館のかごサロンでは、初め

てのふたつきバッグになります。和気あい

あいとした雰囲気の中で、バッグ作りを楽

しみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 2 月 18 日(火) 10 時から 16 時 

材料費 700 円程度 

持ち物 はさみ、木工用ボンド、洗濯ばさ

み 20 個程度 

※ 事前申込みは不要です。 

インフルエンザにご注意を 

 何をするにも健康な心身が大切です。冬の時期は、インフルエンザ等にも気をつけたいもので

す。咳エチケット・手洗い・うがい等こまめに行いましょう。「かからない」のと同時に「うつ

さない」ということも大切です。「咳エチケット」は、感染症を他人に感染させないために、個

人が咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使っ 

て、口や鼻をおさえることです。特に電車や職場、学校など人が集まると 

ころで実践することが重要です。体に不調を感じたときの早めの受診も大 

切です。近隣の方々の体調も気遣い、みんなで健康に過ごしましょう。 

 

人権研修会 ２月７日（金） 

古市ふれあい館と第五寿会との共催、また女性

交流学級事業の一つとして、「ヒーロー」という

ビデオを活用して、人権研修会を実施します。 

このビデオは、2013 年度の住民学習会でも使 

用されたビデオです。家族や地域、職場でのつな

がり、つまりは血縁や地縁、社縁の希薄化によっ

て引き起こされる問題である「無縁社会」と呼ば

れる社会状況に対し、何ができるのかを提起し、

「無縁社会」の中で、地域で起こる身近な人権課

題に対し、傍観者としてではなく主体的に行動す

ることで、新たな地域のつながりを結んでいく大

切さを考えることができるビデオです。 

当日は、アドバイザーとして、丹波篠山市人権

推進課人権教育指導員が参加します。 

気軽に意見交流しながら、自分自身を振り返

り、今後の生活に生かせる研修会になればと考え

ています。 

日時 2 月 7 日(金）10 時 30 分から 

場所 古市ふれあい館 1 階学習室 

※事前申し込みは不要です 

昨年 12 月 25 日

の生花教室で生けら

れたものです。 

玄関ロビーに飾っ

ています。 

節分とは  

元来，季節の移り変わるときをさし，立春，立夏，立秋，立冬のそれぞれ前日で

した。しかし太陰太陽暦では立春を年の初めと定めたので，立春の前日すなわち大

寒の最後の日を特に節分 (太陽暦の 2 月 3 日か 4 日) として重視しました。したが

って節分は太陰暦の大晦日 (おおみそか) にあたり，その夜を年越しといって民間

ではひいらぎ (柊) の枝にいわしの頭をつけて門戸にかざし，また日暮れに豆まき

をして追儺 (ついな。厄払い) を行う習慣があります。(今年は 2 月 3 日です) 

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 

 

※ 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。 

 

 


