平成 23 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分ごろ
東北沖でマグニチュード 9．0 の巨大地震が発生し、東北地方と関
東地方の太平洋沿岸地域に 10ｍを超える津波が押し寄せ、未曽有の大
被害をもたらしました。さらに地震と津波の被害により東京電力福島
第 1 原子力発電所の事故も発生しました。多くの人々が命を奪われ、
生活を破壊され、住み慣れた居住地からの避難を余儀なくされたので
す。あの日からまもなく 9 年を迎えます。今もなお、全国で 5 万人以上が避難生活を送ら
ざるを得ない状況にあり、人口減少や高齢者の孤立なども課題となっています。
当市においても、避難されてきた方で今も住んでおられる方が
おられます。地震や津波、原発事故による避難の状況は様々です
が、家族が離れ離れに暮らさなければならなくなったり、仕事を
失ったり、地域社会の結びつきが失われたりしてしまった人もい
ます。
東日本大震災は、人権の視点からも解決すべき多くの課題を投げかけています。避難生
活の長期化に伴うトラブルや、放射線被ばくについての風評被害もあります。避難してい
る児童生徒へのいじめもあります。これらは、避難されている方々へ
の誤解や、被災地の状況や放射線に対する理解不足からくると考え
られます。私たちは根拠のない思い込みや風評、偏見で差別すること
なく被災者の方々の困難に思いを馳せ私たち自身のこととして受け
止める姿勢が何よりも大切です。
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丹波篠山市民センター
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催事場１・２

（丹波篠山市黒岡 191）
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 さん（NPO 法人抱樸

理事長）

どなたでもご参加いただけます
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

AED を使ってみましょう
畑ふれあい館の玄関には
AED（自動体外式除細
動器）を設置しています。
緊急事態にはどなたで
も利用できるようにと外
壁に設置しています。
使い方を知っていたら助けられる命が有

お花見弁当を作りましょう
まだ２月の終わりですが、今年は例年と
比べて暖かく、春の訪れも早い気がして、
色とりどりの花や桜を楽しみにされている
人も多いのではないかと思います。
今回の料理教室では、お花見に持ってい
きたくなるようなおかずを教えてもらいま
すので、皆さんご参加ください。

るかもしれません。是非とも参加されて使
い方を覚えましょう。
他にも「聞いて良かった！」と思える応
急処置などの話もしてくださいます。

とき：3 月 9 日（月）午後 1 時 30 分から
講師：丹波篠山市消防本部職員
参加費：無料

とき：3 月 19 日（木）
午前 9 時半から
講師：本荘賀寿美さん
参加費：500 円程度
締め切り：3 月 16 日（月）午後 4 時

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。

＊事前申し込みは不要です。
3 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 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 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）
ふれあい館をご利用ください。
畑ふれあい館は、住民交流の拠点となるコミ
ュニティセンターとして市が設置しています。
気の合う仲間同士や子育てサークル、趣味の
サークルなど、畑ふれあい館で交流を深めませ
んか？利用状況や目的によってはお断りする
ことも有りますが、お気軽にお問い合わせくだ
さい。
（使用料無料・平日の 9 時から 17 時まで）

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

ドリーム学級（小・中）合同閉級式を開催
令和元年度のドリーム学級閉級式を、篠山東中学校に於いて開催しました。
今年度は「人権学習」
「ハンセン病について」
「丹波篠山市内フィールドワーク」「小中合同で防災食作り」
など計４回のセミナーを開催しました。
中学生の参加は２２名。自らが参加し、考え、学んだことの感想をしっかり発表してくれました。
「セミナーに参加して、家族で話す機会になった」
「一方からでなく、色んな方向から見ていきたい」
「正しくないことを正しくないと言えるようになりたい」
「自分から発信できるといいなぁ」「来年もセミ
ナーに参加したいです」など・・素晴らしい学習ができたなあと嬉しく思いました。

アロマテラピーを体験

健康教室を開催します

講師として、寺本秀代さんにお世話になり、めだかの学校で
アロマテラピーの体験をしました。
初めに「ハンドクリーム」を作りをしました。
自分の好きな香りを選び、ホホバオイル・みつろう・精油など
を混ぜるだけで簡単に作れたので驚きました。
次にアロマオイルを使い、二人一組でハンドマッサージを行
いました。
初めての体験でしたが、とても気持ち良
くリラックスできました。
アロマの「香り」成分には「認知症・
花粉症・眠れないときや気分の落ち込み
など」色んな症状を緩和させる効果があ
るそうです。
皆さんもぜひ取り入れてみてはいかがですか？

寒い時期は家の中でテレビを見ながら
『こたつの守』
・・していませんか？
脳をさび付かさないためにも、楽しみ
ながら『脳トレ』で活性化させましょう！

交流グラウンドゴルフ大会のご案内
・日 時：３月１７日（火）午前９時
日置ふれあい館出発
・場 所：
「しあわせの里」
山南町草部 490-1 ☎0795-76-0511
・参加費：２,５００円
（プレー料金・保険・昼食代・参加賞）
・交 通：丹波篠山市バス
・申込締切日：３月２日（月）
※先着２３名になり次第締め切らせていただきます
悪天候の場合は、ふれあい館でゲームをして交流します

人権講座を開催します
私たちの祖先は、どんな暮らしをしていたのだろうか？暮
らしぶりの中からはどんな事が見えてくるのだろうか？
ゆっくり話を聞いてみよう！
・日 時 ３月１９日（木）午後１時３０分～
・内 容 江戸時代の百姓の生活を知ろう！
・講 師 今井 進さん

・日時：３月９日（月）
午前１０時～１１時３０分
・場所：日置ふれあい館
・内容：認知症予防を兼ねた
脳トレーニング
・講師：健康課・地域包括支援センター
職員

≪３月のサロン≫
○歌声サロン
・日 時 ３月５日（木）午後１時３０分～
・参加費 １００円
○わいわいサロン
・日 時 ３月１９日（木）
午前９時３０分～
・内 容 「黒豆づくし料理」
・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 ３月９日（月）
・講 師 小林廣子さん
○かご作り
・日 時 ３月２３日（月）
午前１０時～
・内 容 ワンハンドルのポーチ
・参加費 ８３０円程度
・持ち物 はさみ、ボンド、洗濯ばさみ
・申込締切日 ３月１３日（金）

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。

西紀ふれあい館だより
弥

生 号

丹波篠山市川西 70

西紀みなみまち協共催

電話・ファクス 593-0093
山西

和子・籾井美紀

健康料理教室
旬の食材を使って春を先取りする美味
しい料理を作りましょう。
とき：3 月 5 日（木）午前 10 時～
場所：西紀ふれあい館・調理室
講師：田中のぶ子さん
参加費：600 円
持ち物：エプロン・三角巾
締切り：3 月 2 日（月）午後 5 時までにお
願いします。

介護予防教室
口腔ケアについて丹波篠山市歯科衛生士
さんから指導いただきます。
口の中を清潔に保つことは、感染症の予
防や体全体の健康維持につながります。
皆さんの参加をお待ちしています。
とき： 3 月 5 日（木）
午後 1 時 30 分～2 時 30 分
場所：西紀ふれあい館・和室
講師：丹波篠山市歯科衛生士さん
参加費：無料

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。
講 師：渡辺 顕さん（丹波市）
参加費：無料
と き：3 月 12 日（木）
午前 10 時から 11 時 30 分頃
定 員：10 人まで
＊事前申込み必要です。

黒豆づくしクッキング
とき：3 月 13 日（金）
午前 9 時 30 分～12 時 30 分
場所：西紀ふれあい館・調理室
講師：小林 廣子さん
参加費：500 円（当日集金します。）
持ち物：エプロン・三角巾
締切り：3 月 6 日（金）午後 5 時までにお
願いします。

救急講座
とき：3 月 13 日（金）
午後 1 時 30 分～2 時 30 分
場所：西紀ふれあい館・和室
講師：丹波篠山市消防本部職員
内容：ＡＥＤを使っての救急措置訓練他
参加費：無料
申込み：不要

＊＊3 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 24 日（火）
10：00～16：00
材料代 100 円くらいから
＊ホッとサロン
12 日（木）13：30～
材料代 200 円・おやつ代 100 円
今月は川崎昌代さんに臨床美術を指導
いただきます。

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

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

味間ふれあい館では毎月１回おしゃべり広場を開催しています。
年度末である３月は、少し豪華にたこやきパーティーをしましょう♪
色々な具材を入れて焼きながら、おしゃべりを楽しみたいと思います。

と き
内 容
持ち物
参加費

3 月 1９日（木）13 時 30 分～
クッキング（色々具材のたこやきパーティー）
エプロン・三角巾など
300 円

※3 月 16 日（月）までに味間ふれあい館（079-594-1003）へお申し込みください。

大正琴教室

13 日(金)・27 日(金)13 時 30 分～

ごあいさつ

茶道教室

6 日(金)19 時 30 分～

一年間、みなさまには、ふれあい館事業にご

パソコン教室

6 日(金)13 時 30 分～

理解・ご尽力いただきまして誠にありがとう

３Ｂ体操

2 日(月)・16 日(月)13 時 15 分～

ございました。

手まりｻｰｸﾙ

3 日(火)・17 日(火)10 時～

あたたかいご支援とご協力を賜りました事

舞踊教室(桜喜会）５日(木)・19 日(木)13 時 30 分～

を、心より感謝し、厚くお礼を申し上げます。

(丹南音頭保存会) ２日(月)13 時 30 分～

これからも、人権課題の解決にむけた取り組

ﾅﾝﾌﾟﾚ(数独)ｻｰｸﾙ 7 日(土) 9 時 30 分～・18 日(水)13 時 30 分～

みを進めていきたいと思います。

グラウンドゴルフ 12 日(木)・26 日(木)13 時 30 分～

来年度も、味間ふれあい館をよろしくお願い

フォークダンス 6・13・27 日(金)13 時 30 分～

いたします。

健康料理教室

3 月はお休みです。

丹南児童館から

味間ふれあい館職員一同

子どもの成長を確かめ、この１年間を振り返りましょう。

子どもは日々成長しています。４月当初を思い出し、今と比べてみてください。 体の成長と共に心も大
きく育ち、できることがどんどん増えています。３月は、子どもの成長を確かめる絶好の機会です。ぜひ
「よくがんばったね！」と言葉を添えて愛情を目一杯注いでください。ハグが加わると、なおいいです。
【３月の楽しい行事】

５日（木）11:00 おはなし広場
12 日（木）11:00 つくしんぼ広場
24 日（火）13:00 進級お祝い会※①…どなたでもご参加いただけます。申し込み必要
25 日(水)～27 日(金) 春休み子ども教室※②…小学生・卒業生対象 32 名。申し込みは２月中旬～
※上記①②の申し込み用紙は児童館にあります。３月もうんと楽しい時間を過ごしましょう。
☆３月末までＴＣギャラリー開催中。ＴＣキッチンボランティア募集中。一度、児童館にお越しください。

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

よりよいふれあい館活動をめざして
3 月、この 1 年間のふれあい館活動も締めくくりの時期を迎えま
す。同和問題をはじめとする人権課題の解決や福祉の向上に資する
施設として、地域の方に愛され、気軽に集っていただけるふれあい
館を目指してこの１年間取組みを進めてきたつもりですが、まだま
だ工夫するところもたくさんあろうかと思います。事業面や相談面
で、「こんな活動がしてみたい」というご要望や、健康面、生活上
のいろいろな事柄について、「どこに相談したらええやろか」とい
うようなご相談にも橋渡し役をしています。今後ともお気軽にご相
談・お問い合わせください。

玄関のアロエの花がもう
すぐ咲きそうです。

古市ふれあい館・女性交流学級日帰り研修会 ３月２２日(日)
兵庫県広域防災センター・明石市立天文科学館
1995 年の阪神・淡路大震災から 25 年たちました。天災は「忘れたころにやってくる」
と言われたこともありましたが、今般、自然災害は毎年のように私たちの生活を襲っていま
す。天災は防ぐことはできませんが、日常の備えによって、起こったときの被害を減らすこ
とはできます。そこで今回、三木市にある兵庫県広域防災センターを訪ね、命の大切さ、助
け合いの大切さ、備えの大切さを学びたいと思います。
その後、震災時に大きな被害を受けた明石市立天文科学館を見学し、天文への学びととも
に復興への道筋も学びたいと思っています。
男性の参加者も大歓迎です。
日時 ３月２２日（日）８時３０分出発 １７時３０分頃帰着
集合及び帰着場所 古市ふれあい館（丹波篠山市牛ケ瀬 78-1）8 時 30 分出発
犬飼バス停 8 時 35 分出発 ※申込時に乗車地をお知らせください。
行先 兵庫県広域防災センター（見学と研修）⇒昼食とお買い物（道の駅みき）⇒明石市立
天文科学館（施設内見学）⇒お買い物（道の駅フルーツフラワーパーク）⇒乗車地
参加費 2,670 円（当日集金します）昼食 1650 円、入館料 700 円、保険料等 320 円
申込み 3 月 13 日（金）までに古市ふれあい館まで電話かファクスで連絡願います。
※65 歳以上の方は天文科学館入館料が割り引かれます。申込時お知らせください。
募集定員 先着 26 名で締切ります。(中型貸切バス利用のため)
伝統料理教室 ３月 9 日(月)
かごサロン 3 月 17 日（火）
今回は、お豆腐を使った炊き込みご飯と、丹
今回は、下の写真のかごを作ります。
波篠山市特産の黒豆を使った黒豆コロッケ、黒
和やかに楽しみながらかご作りをしま
豆の白和え、黒豆とじゃこの揚げ煮、黒豆炒り
しょう。
鶏を作ります。黒豆づくしの料理に挑戦しまし
日 時 3 月 17 日(火)10 時から 16 時
ょう。
講 師 白井悦子さん、佐藤由紀恵さん
日 時 ３月 9 日(月)9 時 30 分から
材料費 400 円程度
講 師 小林 廣子さん
持ち物 はさみ、木工用
材料費 ５００円
ボンド、せんたく
持ち物 エプロン、三角巾、お米１合
ばさみ（10～20）
申込み ３月５日(木)までに古市ふれあい館ま
※事前申込みは不要です。
で連絡願います。
※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。

