人権文化あふれる社会とは、一人ひとりが大切にされ、個人が個人としていきいきと輝
いている社会です。私たち一人ひとりが人権感覚を磨き、意識を高め、人権が尊重された
社会をつくっていきましょう。
私たちは一人ではなく、いろんな人と関わり合いながら生きていま
す。おしゃべりをしたり、励まし合ったり、助け合ったりすることで
日々の暮らしに潤いがうまれ、生きていく元気をいただいています。
しかし、何気なく発した言葉が相手の心を傷つけてしまうことがあり
ます。相手が傷ついていることに気が付かないこともあります。そんなことになると、せ
っかく今まで良い関係だったのが壊れてしまって、苦しい思いをしなければならなくなる
かもしれません。できればお互いにそんな思いはしたくないですよね。
時にはその一言を発する前に、一呼吸間を置くことが必要かも
しれません。私たちには「想像する力」というものがあります。相
手の思いを想像し、配慮できるようになりたいものです。ともに輝
ける社会をめざし、より良い人間関係を継続し築いていく
ために一人ひとりが想像力を育んでいきましょう。

ふれあい館が、地域の中でなくてはならないと言っていただくにはどうすれば良いのか、
全国隣保館連絡協議会の川﨑顧問を講師にお迎えし、
「部落差別解消推進法をふまえてふれ
あい館に期待すること、できること」をテーマに講話いただきます。
ふれあい館の可能性について一緒にお話を聞き、考えてみましょう。
みなさまのご参加をお待ちしています。
と き
令和元年８月１日（木）午後７時３０分～９時（予定）
ところ
四季の森生涯学習センター東館 1 階会議室
テーマ
部落差別解消推進法をふまえてふれあい館に期待することできること
講 師
川﨑 正明 さん（全国隣保館連絡協議会 顧問）
※ 手話通訳有ります

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
日置ふれあい館 Tel/Fax 079-556-2850
丹 南 児 童 館
西紀ふれあい館 Tel/Fax 079-593-0093
古市ふれあい館

Tel
079-594-1003
Fax 079-594-1079
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

納涼大会で楽しく交流しましょう

会場：畑ふれあい館

8 月 10 日（土）雨天決行
★お店屋さん★
17：00 開会あいさつ
会食・懇親会
カラオケ お楽しみイベント
19：00 ビンゴゲーム

生ビール 300 円 缶ビール 200 円
缶チューハイ・ノンアルコールビール 100
円 ジュース 50 円 おでん 300 円 焼き
そば 200 円 串フランク・鳥バラ焼き・鳥
の唐揚・フライドポテト 100 円
＊売り切れの場合はご容赦ください。

20：30 閉会あいさつ
菅自治会以外の方もご参加お待ちしています。
主催：菅納涼大会実行委員会
後援：畑ふれあい館
問い合わせ：畑ふれあい館

552-4401

コミュニケーション麻雀（コミュマ）
やってみませんか？

8 月のサロン
＊カラオケサロン

お休み

神戸で誕生したこの麻雀は、8 人から 12
人で大きな卓を囲み、相談しながら行うゲ
ームです。チーム制なので自然と会話も弾
みます。麻雀パイはタワシサイズ。子ども

＊かごサロン 毎週月曜日
午前 10 時から 午後 4 時まで

から高齢者まで、そして麻雀経験がない人
でも簡単に楽しめます。
毎月第４金曜日に開催します。

す。ご注意ください。

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

7 月と 8 月のコミュマサロン
7 月 26 日（金）午後 1 時 30 分から
8 月 23 日（金）午後 1 時 30 分から
参加費：100 円 飲み物代
写真はイメージです。
事前申し込みは不要です。

大きな麻雀パイで楽しそう
～

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

ドリーム学級開級式及び第１回セミナー開催
今年度で６年目となりました人権セミナーが始まりました。
１回目は、人権教育指導員の森田恭弘さんにお世話になり、
「自らを見つめて
～学び続けること～」と題して、講演をしていただき学習をしました。
“道徳・人権学習・体験などで「人の心・気持ち・痛みを想像する力」をつけ、学び続け意識しつづけ
ていくことが大切。人権の拠点施設である「日置ふれあい館」で学ぶ意義はそこにある。今日この場に
参加しているみなさんは、地域の人たちや丹波篠山市の人たちに人権文化を広げてくれる中心となる人
だと感じています。”とのことばが印象的でした（中村）

ドリーム学級第４回セミナーのご案内
～丹波篠山市歴史フィールドワーク～
・日 時 ８月２９日（木）
午前９時～午前１１時３０分頃
・行 程 日置ふれあい館 ９;００
曽地河原刑場跡
柿ノ木地蔵
臼井半左衛門の碑
藤木幸助旧宅跡
日置ふれあい館着/閉会 １１:３０
・持ち物 筆記用具、水筒
・講 師 今井 進さん
・交通手段 丹波篠山市バス
※参加希望の方は、８月１５日（木）までに
日置ふれあい館へお申し込みください（定員２５名）

●日時 令和元年８月１０日（土）
午後６時３０分～
●場所 日置ふれあい館前広場（雨天決行）
≪プログラム≫
・午後６時３０分～オープニングイベント
体操教室生による歌
カラオケ大会
ビンゴゲーム大会
ラッキーカード抽選会
お菓子まきなど

≪８月のサロン≫
○歌声サロン
・日 時 ８月１日（木）午後１時３０分～
・参加費 １００円
○かご作り
・日 時 ８月２６日（月）
午前１０時～
・内 容 ひし形模様のバック
・参加費 ２１０円～７００円程度
（編む紐によって変わります）
・持ち物 はさみ、ボンド、洗濯ばさみ
・締切日 ８月１３日（火）
※簡単なかごも作っていますので、どなたでも
ご参加ください
○わいわいサロン
・日 時 ８月１９日（月）午前９時～
・内 容 パン作り
・参加費 実費（７００円程度）
・持ち物 エプロン、三角巾、持ち帰り用容器
・講 師 野中睦子さん
・締切日 ８月９日（金）
●模擬店コーナーでは・・・
・焼きそば・フランクフルト・フライドポテト
・生ビール・ジュース・アイスクリーム
など、美味しい食べ物や飲み物がいっぱい！
●子どもコーナーでは・・・
楽しいゲームがいっぱいあり、楽しさ満載！
ご近所お誘い合わせのうえ遊びにきてください。
待ってま～す。

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

※文月号では夏休み親子クッキングピザ作り
の日程を 8 月 9 日（金）と掲載していました

葉 月 号
丹波篠山市川西 70

が、都合により 8 月 5 日（月）に変更とし

電話・ファクス 593-0093
山西

和子

ます。皆様の参加をお待ちしています

籾井 美紀

夏休み子ども工作教室
奈良漬けを作ろう（再掲）
今年は塩漬け、本漬け 2 回行います。
1 回目の塩漬けは
＊と き：8 月 2 日(金)9:30～
＊場 所：西紀ふれあい館調理室
＊講 師：小林廣子さん
＊持ち物：エプロン、三角巾
2 回目の本漬けは
＊と き：8 月 23 日（金）9:30～
＊場 所：西紀ふれあい館調理室
＊講 師：小林廣子さん
＊持ち物：エプロン、三角、マスク、
ゴム手袋、お持ち帰りの容器
＊材料代：1000 円程度（当日集金します）
＊その他：終了後避難訓練と消火訓練を
行います。

＊＊8 月の教室とサロン＊＊
＊成人書道教室（月謝 1500 円）
7 日（水）・14 日（水） 14：00～
＊子ども書道教室（月謝 1000 円）
6 日（火）・20 日（火） 15：00～
＊カラオケサロン 22 日（木）13：30～
おやつ代 200 円

子ども達にとっては楽しい楽しい夏休
み！夏休みの一日をふれあい館で、クラ
フトでかわいい壁掛け・リースを作って
遊びましょう！
とき：8 月 19 日（月） 10 時～
講師：白井悦子さん 佐藤由紀恵さん
参加費：1 年～3 年 250 円（材料代）
4 年～6 年 350 円（材料代）
締切り：8 月 13 日（火）午後 5 時までに
お願いします。
＊材料準備のため、事前申込が必要です。
1～3 年生壁掛け
・時間
10 時～12 時

3 まで
年生
時間：10
・持ち物 時～12 時
持ち物：洗濯
洗濯ばさみ
1010個・水筒
個・水筒

4

で

・時間

410年～6
時～4年生
時頃
時間：10 時～4まで

＊かご作りサロン 26 日（月）
10：00～16：00
材料代 100 円くらいから
＊ホッとサロン 1 日（木）13：30～
臨床美術 講師：川﨑昌代さん
材料代 200 円、おやつ代 100 円

時頃まで
・持ち物
・はさみ食
はさみ、
にぎり・水筒
昼食用おにぎり
水筒

4～6 年生リース
※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。
ふれあい館へ問い合わせください。
お問い合わせください。

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

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

８月のおしゃべり広場
内

容 ペットボトルでリサイクル！
手作り風鈴づくり

日

時 ８月２９日（木）１３時３０分～

持ち物 ５００ｍℓのペットボトルひとつ
（洗って乾かしておいてください）
参加費 ２００円
８月２６日までに、必ずお申し込みください♪

大正琴教室
茶道教室

2 日(金)・23 日(金)13 時 30 分～
2 日(金)・16 日(金)19 時 30 分～
パソコンサークル 8 月はお休みです。
３Ｂ体操
5 日(月)・19 日(月)13 時 15 分～
手まりｻｰｸﾙ
8 月はお休みです。
舞踊教室(桜喜会) 22 日(木)13 時 30 分～
(丹南音頭保存会) 5 日(月)13 時 30 分～
ナンプレｻｰｸﾙ

8 月はお休みです。
グラウンドゴルフ 22 日(木)９時～
フォークダンス 9・23・30 日(金)13 時～
健康料理教室
27 日(火)10 時～

～熱中症予防に甘酒を～
甘酒は水分・糖分・塩分のバランス
がよく、ビタミンＢ群や必須アミノ酸
が豊富に含まれています。そのため、
飲む点滴と呼ばれるほど栄養価が高い
そうです。喉が渇いた時というよりは、
食欲がない時や朝食のかわりに飲むと
効果的です。
夏本番。暑い夏を乗り切るひとつの
方法として、興味のある方はぜひ試し
てみてください。

丹南児童館よりじめじめとした季節が終わると、いよいよ本格的な夏の到来です。
「じどうかんは、子どもの根っこを支えます！」８月は、次のような楽しい行事があります。
８月 １日（木）11:00 おはなし広場
８月 ５日（月）～９日（金） 夏休み子ども教室 （参加申込は終了しています）
８月２２日（木）11:00 うたってあそぼう♪

「けん玉できるかな？」
けん玉は、日本では古くからある遊びの一つで、いろいろな技があります。昨年度から本館では
小・中学生を対象に日本けん玉協会の級位に準じて技のレベルにランクをつけて「ＴＣけん玉検定」
を開催しています。はじめは十級から。十級は玉を大皿に１回のせます。来館した子どもたちが挑
戦しています。上手な子にコツを２つ教えてもらいました。集中すること、玉をまっすぐ上に持ち
あげることだそうです。あとは練習あるのみ。児童館では、ＴＣけん玉検定に挑戦する皆さんをお
待ちしています。

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

カーネーション・朝顔・夕顔・ひまわり・ホウセンカ !
ふれあい館の玄関周りと花壇、そして児童公園のフェンス沿いに、カーネーション、朝顔・
夕顔、ひまわり、ホウセンカを育てています。色とりどりの花が咲いてくれています。来館
者に見守られながら、どんどん花開いてくれるものと楽しみにしています。花は心をほっこ
りさせてくれます。人の心を和らげてくれます。やさしい気持ちになります。
今年は、天候の加減でカーネーション以外は種まきを
遅らせたため、昨年に比べて生育もゆっくりしています。
植物は正直だと思います。手間をかければかけた分だ
け応えてくれます。このことは人間関係にも言えると思
います。コミュニケーションをとればとる程、理解が深
まり、人とのつながりも豊かになると思います。
花壇のひまわりの様子とフェンスの朝顔（7/16）

かごづくり教室

8 月 20 日(火)

今月は、7 月に引き続き、とばし編みの手提げかごを作ります。
今月からの開始でも大丈夫です。（右写真）
夏休みの工作に、子どもさんの参加も大歓迎です。
和気あいあいとした雰囲気でかご作りを楽しみましょう。
日

時 8 月 20 日(火)午前 10 時～午後 4 時

材料費 500 円程度
持ち物 はさみ、木工用ボンド、せんたくばさみ（10～15 個）
※事前申込みは不要です。

夏のお楽しみ会

8 月 24 日(土)

今年も、犬飼・初田・牛ヶ瀬の合同子ども
会と古市ふれあい館が、古市幼稚園・小学校
の子どもたちに呼びかけて、交流・親睦を深
める「夏のお楽しみ会」を実施します。
（子ど
もたちには学校園を通じて募集チラシを配っ
ていただいています。）
今回も昨年と同様に、毎週土曜日に児童公
園で練習されている第五寿会のグラウンドゴ
ルフ練習に参加させていただき、メンバーの
皆さんと交流し親睦を深めます。
また、その後、子どもたちは「焼きそば」
作りに挑戦します。
多数の子どもたちや保護者に来ていただき
楽しい一日になることを願っています。
日時

8 月２４日（土）
午前 9 時～午後 1 時

安心安全教室 8 月 29 日(木)
篠山警察署の方に来ていただいて、
「特殊
詐欺にあわないために」や「交通安全」
「生
活安全」等についてお話をしていただきま
す。多数お越しください。
日時
講師

8 月 29 日(木)
午前 10 時 30 分～12 時
篠山警察署員

※事前申込みは不要です。

※ 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。

