
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  日本には１９５の国籍・地域の外国人が約２７３万人暮らしています(平成３０年末)。

皆さんも職場のパートナーとして、あるいは地域の隣人として、外国人と触れ合う機会が

多くなっているのではないでしょうか。 

 言語、宗教、生活文化や習慣等の違いから、外国人

をめぐって様々な人権問題が発生しています。例え

ば、家主や仲介業者の意向により、外国人にはアパー

トやマンションに入居させないという差別的取り扱

いがされたり、理容店において外国人であることを理

由に理容サービスの提供を拒否されるといった事案

も生じています。また、近年特定の国籍の外国人に対して、差別的意識を助長したり誘発

する目的でその生命、身体、自由、名誉もしくは財産に危害を加えることを告知したり、

著しく侮蔑したり、地域社会から排斥する趣旨の言動（ヘイトスピ

ーチ）が公然と行われたりしています。 

日本人同士であっても、地域によって生活習慣が違っていたり、

信仰する宗教等によって考えかたの違いがあったりします。それは
外国人も同じことで、さらには言葉も違うし、肌の色も違います。
それぞれの国でそれぞれの生活習慣や文化が培われています。私た
ちは、自分や日本の習慣と違うということで、先入観や偏見を持っ
て外国人に接していないでしょうか。 

今一度、私たちの地域や生活を見つめなおしてみましょう。 
 

丹波篠山市在住国籍・地域別外国人の数 
 

 ブラジル 韓国･朝鮮 中 国 ベトナム フィリピン その他 総数 

令和元.６ 169 79 69 282 99 87 785 

Ｈ30.６ 163 85 73 204 88 81 694 

Ｈ29.６ 150 86 73 132 74 73 588 

Ｈ28.６ 145 83 72 90 62 67 519 

※主な増減理由として、介護福祉士養成学校における留学生の増加及び派遣労働者の入れ代わりに

伴うものと考えられます。 

表に示した以外にも２５以上の国・地域の方々が丹波篠山市に住んでおられます。いろ
んな国の方々に接する機会がいつ訪れるかわかりません。その時が来たらチャンス到来と

思って、言語、宗教、生活文化や習慣の違いなどを知ってお互いに認め合いかかわり合う
多文化共生社会へ一歩前進したいと思っています。 

 

 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 



安心安全教室 

 

 

 

丹波篠山は、とてものどかで犯罪とは無関

係のように思えてしまいますが、車上荒らし

や泥棒被害、そして詐欺の相談などが警察に

は寄せられているようです。 

知っておく事で防げることがたくさん有

ります。皆様の安心安全な暮らしを守るため

にもこの教室で学びましょう。 

 

とき：10月 17日（木） 

午前 10時 30分から 11時 30分頃 

内容：安心安全に暮らすために 

講師：篠山警察署畑駐在所 井原直之さん 

参加費：無料 

＊事前申し込みは不要です。 

旬の食材を使って健康料理教室 

食欲の秋がやってきました。丹波篠山には

美味しい食材がたくさん有ります。旬の食材

を使って健康料理を作りましょう。 

 

とき：10月 17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：10月 11日（金） 

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 

 

 

  

                       

                           

                                              

                          

                         

 

                        

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。 

10 月のサロン 

 

＊カラオケサロン 10 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 25 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） 

 

かごサロン 毎回、大勢

の方が参加され、和気あ

いあいとかご作りを楽し

まれています。 

コミュマサロン ずい

ぶんルールに慣れてこ

られました。脳が活性

化されますよ。 



 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 

                              

 

大切なことを学んだ夏休み人権学習ツアー 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪１０月のサロン≫ 

○歌声サロン 

 ・日 時 １０月３日（木） 

午後１時３０分～ 

 ・参加費 １００円 

○かご作り 

 ・日 時 １０月２８日（月） 

      午前１０時～ 

 ・内 容 鉄線編みのトレー 

 ・参加費 ８００円程度 

 ・持ち物 はさみ、ボンド、洗濯ばさみ 

 ・申込締切日 １０月２１日（月） 

○わいわいサロン 

 ・日 時 １０月３１日（木） 

午前９時３０分～ 

 ・内 容 焼サバ寿司といなり寿司 

 ・参加費 実費（１０００円程度） 

 ・持ち物 エプロン、三角巾、 

持ち帰り用容器 

 ・締切日 １０月２１日（月） 

 

 

 

地域交流視察研修会のご案内 

日置ふれあい館では、地域交流視察研修会を計画しま

した。みなさんと交流を深めながら楽しく１日を過ご

しましょう。 

多くの方のご参加をお待ちしています。 

 

記 
 

○日  時  令和元年１１月２４日（日） 

○行 き 先  淡路島 

        高田屋顕彰館・歴史文化資料館（見学） 

薫寿堂（見学、お香づくり体験） 

○参 加 費 ３,５００円 

○交通機関 中型バス 

○定    員 ２６名 

○申込方法 日置ふれあい館まで、電話又はファクス

でお申し込みください。 

○申込締切日 令和元年１１月８日（金） 

 

※但し、定員になり次第締め切らせていただきます。 

生野コリアタウンでは、異文化に触れ「キ

ムチ作り」の体験をしました。 

『アンニョンハセヨ（こんにちは）』や『カ

ムサハムニダ（ありがとう）』などのあい

さつの言葉も習いました。 

お昼ご飯の「ビビンバ」も最高においしか

ったです。 

川村義肢株式会社では、広報係の

方にとても丁寧に分かりやすく、

展示物や工場の説明、作業されて

いる工程などの説明をしていただ

きました。作られた「義手・義足」

などにも触れることができ、まさ

に『触って、学んで、感じる』学

習ができました 

生野コリアタウン 

川村義肢株式会社 

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。 

ふれあい館にお問合わせください。 

支えるとも読みます 



西紀ふれあい館だより 

 神無月号 
丹波篠山市川西 70 電話・ファクス 593-0093 

山西 和子 籾井 美紀 

秋のケーキ作り教室 

金曜日の午後、ふれあい館でケーキを

作りませんか？ 今回材料にさつま芋を

使います。どんなケーキが焼けるか楽し

みです！ 

とき：10月 4日（金）午後 1 時 30分から 

講師：大江 与吏子さん 

参加費：600円程度 

持ち物：エプロン、三角巾、持帰り容器 

締切り：材料準備のため 10 月 1 日（火）

までに申込みお願いします 

＊＊10月の教室とサロン＊＊ 

＊成人書道教室（月謝 1500 円） 

 2日（水）・16日（水） 14：00～ 

＊子ども書道教室（月謝 1000 円） 

 1日（火）・15日（火） 15：00～ 

＊カラオケサロン 17 日（木）13：30～ 

 おやつ代 200 円 

 大きな声を出して歌う事は、気分転換

にも健康にも最適です。皆さんとても楽

しい雰囲気で、好きな歌を歌って楽しま

れています。 

お気軽にお出かけください。 

＊かご作りサロン 28 日（月） 

10：00～16：00 

材料代 100円くらいから 

＊ホッとサロン 3日（木）13：30～ 

 おやつ代 100 円 

 材料代  200 円 

 締切り 10月 1日（火）午後 5時まで 

今月は園芸療法講座です。 

兵庫県認定園芸療法士植西惠子さんか

ら指導いただきドライフラワーの壁飾り

を作ります。 

 

健康料理教室 

 季節の食材を使って、美味しい料理を

作りましょう。 

とき：11月７日（木）午前 10 時～ 

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：材料準備のため 11 月 1 日（金）

17時までに申込みお願いします。 

  

スマホ・ケータイ安全教室 

日常生活に欠かせない便利なスマホ･ケ

ータイですが、反面、危険性もいっぱい

あります。今回はスマホ・ケータイにつ

いて専門の方に来ていただき安全教室を

開催します。多くの方の参加をお待ちし

ています。 

とき：11 月 7日（木）午後１時 30分～ 

講師：ＮＴＴドコモより派遣していただ

きます。 

参加費：無料 

 

 

お気軽にご相談ください 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 ※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

へお問い合わせください。 

人権に関わる相談や生活上の各種相談に

ついて、各関係機関と連絡を取りながら、

お話を聞かせていただきます。 

 プライバシーを守り、相談内容を他に漏

らすことはありませんので、安心してご相

談ください。 

相談日・・月曜日～金曜日 9時～17 時 

      訪問活動も行っています。 

 

 



 

 

どなた様でも参加していただけますので、お誘い合わせの上ぜひご来館ください。 

事前申し込みはいりません。 

と き/ １０月３０日（水）１３時３０分～  

ところ/ 味間ふれあい館２階 大会議室    

演 題/ 「知って安心!悪質商法撃退法」 

講 師/  丹波篠山市消費生活センター職員  
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遊びに行こうよ！みんなの『丹南児童館』へ！ 

食欲の秋・スポーツの秋・読書の秋というように様々な活動を行うのに適した季節です。しかし、季節の変わり

目でもある時期です。そこで、子どもたちが風邪にも負けない体づくりの秘訣を３つ紹介します。①手洗い・うがい

を必ず実行する。②早寝早起きをして体を休める。③好き嫌いせずしっかり食べる。この秘訣を守るのは、大人

の仕事です。 

１０月の楽しい行事 

  10月  3日（木）11:00おはなし広場     10月 10日（木）11:00つくしんぼ広場  

    10月 17日（木）11:00つくってあそぼう    10月 24日（木）11:00 うたってあそぼう♪ 

10月 23日（水）・31日（木）10:00 ほっとママ広場 －きんちゃく袋作り－（託児あり） 

【連絡】 

○「ほっとママ広場」や 11月２日実施予定の「体験学習教室」についてのチラシを受付に置いていますので、ご 

覧ください。 
○新しく小学生向けの本が入りました。「おしりたんてい」「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」など。 

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 

 

大正琴教室    11 日(金)・25 日(金)13 時 30 分～ 

茶道教室      4 日(金)・18 日(金)19 時 30 分～ 

パソコン教室   10 月はお休みです。 

３Ｂ体操       7 日(月)・21 日(月)13 時 15 分～ 

手まりｻ-ｸﾙ    1 日(火)・15 日(火)10 時～ 

舞踊教室(桜喜会) 17 日(木)13 時 30 分～ 

(丹南音頭保存会) 15 日(火)13 時 30 分～ 

ナンプレサークル  5 日(土)9 時 30 分～・16(水)13 時３０分～ 

グラウンドゴルフ 10 日(木)・24 日(木)13 時 30 分～ 

フォークダンス   4・11・18・25(金)13 時 30 分～ 

健康料理教室   29 日(火)10 時～ 

 

10月のおしゃべり広場 

と き 10月 24日(木) 13時 30分～  

内 容 ハロウィンの工作 

参加費 200円(飲み物・材料代) 

 

 

10月 21日(月)までにお申し込みください。 

 



 

 

 

 

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 

 

さば寿司作り 10 月 11 日（金） 

 秋のお祭りにおなじみで、保存食でもある

さば寿司を、講師の先生に学びながら作って

みませんか。※都合により、野中さんと澤さ

んに講師が変わりました。 

日 時 １０月 11 日(金) 9 時 30 分から 

講 師 野中 陸子さん、澤 嘉子さん 

材料費 800 円程度（実費） 

持ち物 エプロン、三角巾、お米 1 合 

申込み締切り日 10 月 7 日(月) 

※電話かファクスでふれあい館まで連絡願いま

す。 

 

 

 

合同子ども会(犬飼・初田・牛ケ瀬地区)夏のお楽しみ会 

夏休みも終わりに近づいた 8 月 24 日、合同子ども会(犬飼・初田・牛ケ瀬地区)が古市

小学校区の幼稚園児と小学生に広く参加を呼びかけた「夏のお楽しみ会」がありました。 

当日は、第五寿会のメンバーさんとグラウンドゴルフをして、その後、焼きそばをいた

だきながら交流しました。焼きそばづくりは、合同子ども会保護者と児童が担当しました。 

最初は緊張気味だった子どもたちや保護者も、おじいさんやおばあさんのショットの様

子を見ながらプレーしていくうちに慣れてきて、楽しくプレーすることができました。な

んとホールインワンも出ました。プレー中や食事の時に、「楽しかった。」「またおいでね。」

「また一緒にさせてください。」との会話もあり、心温まる交流となりました。 

今後ともこういった交流の輪が一層広がり、お互いをいたわり合い、理解が深まるよう、

ふれあい館としても努力していきたいと考えています。 

  

昨年の写真です。 

写真のさば寿司を食し

た後、さば寿司を 1 本

ずつお持ち帰りいただ

きました。 

※ 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。 

 かごサロン 10 月 15 日(火) 

 今回は、写真のダストボックスを作ります。 

 実用的で、置く場所を選ばないダスト 

ボックスになると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 10月15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 500 円程度（実費） 

持ち物 はさみ、木工用ボンド、 

    せんたくばさみ（20～30 個） 

※事前申込みは不要です 

 

 


