
 

 

 

 

 

 

 

障がい者に関係する様々なマークがあります。障がいのある人に対応した施設、設備や

ルールなどの存在を示したり、見た目ではわかりにくい障害を持った人が自分の状態を表

したりしています。それぞれのマークの正しい意味を理解することで、誰にでもできる支

援や配慮があります。そうすることでお互いに暮らしやすい町をめざしましょう。 

※内閣府ホームページ参照 

 

令和元年度募集 人権啓発標語 
今回は「一般の部」の最優秀賞と優秀賞を紹介します。人権について学び

つづけることが、差別をなくしていくことにつながります。 

最優秀賞  「学び続けて 新に気づく 自分の中の差別心」 

優 秀 賞  「声掛けて！ 小さな気付きが 街つくる」 

  〃     「人権尊重 三つの愛 話し合い(愛)、許し合い(愛)、 

認め合い(愛) 
 

 

聴覚障害者標識（聴覚障害者マーク） 

聴覚障害であることを理由に免許に条件を付さ

れている方が運転する車に表示す

るマークで、マークの表示につい

ては、義務となっています。周囲の

運転者は、聴覚に障害のある人が

警音器の音では危険を認知できな

いことがあることを理解して、必要に応じて徐

行・減速をするなどし、安全に運行できるよう配

慮しましょう。 

耳マーク 

聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえな

い人・聞こえにくい人への配慮を表

すマークでもあります。このマーク

を提示された場合は、相手が「聞こ

えない・聞こえにくい」ことを理解

し、コミュニケーションの方法等への配慮につい

てご協力をお願いします。 

ほじょ犬マーク 

身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。

身体障害者補助犬とは、盲導犬、

介助犬、聴導犬のことを言いま

す。「身体障害者補助犬法」におい

て、公共の施設や交通機関はもち

ろん、デパートやスーパー、ホテル、レストラン

などの民間施設は、身体障害のある人が補助犬を

同伴するのを受け入れる義務があります。補助犬

を同伴していても援助が必要な場合があります。 

障害者のための国際シンボルマーク 

障害者が利用できる建物、施設であることを明

確に表すための世界共通のシン

ボルマークです。マークの使用

については国際リハビリテーシ

ョン協会の「使用指針」により

定められています。 

このマークは車イス利用者だけではなく「すべ

ての障害者を対象」としたものです。 

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 



伝承料理教室 

伝承料理本の、ささやまごはん、ごちそう

さま。「よろしゅうおあがり」から、冬の料

理を教えてもらいます。今回は体が温かくな

って免疫力が上がるごちそうを作ります。 

 

とき：2 月 25 日（木） 

10 時から 13 時頃 

内容：免疫力を上げるごちそう 

講師：田中のぶ子さん 

参加費：600 円程度 

締切：2 月 22 日（月）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・中村和泉 

 

 

  

                       

                           

                                              

                          

                         

 

                        

2 月のサロン 

＊カラオケサロン お休みします。                        

＊かごサロン 開館日の毎週月曜日  

午前 10 時から正午 

午後 1 時から 4 時  

＊コミュマサロン 26 日（金） 

午後 1 時から 4 時時頃 参加費無料 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止の為

や、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。 

認知症になっても大丈夫！ 

 寒さが本格的になってきました。ストーブ

の前でのんびりとテレビを見るのも楽しみな

時間ですね。でも気が付けば、肩こりや腰痛

が出てきて、動きにくくなっていませんか？ 

農作業が落ち着く冬の間だけですが、健康

サロンを開催しています。 

前半は、誰もが心配している「認知症」に

ついて学びます。その後は、ゆっくりと全身

をほぐすヨガ教室を行います。 

足や腰などに不安のある人でも大丈夫で

す。ぜひともご参加ください。 

 

第 2 回 1 月 28 日（木） 

健康教室 13 時 30 分から 

「認知症になっても大丈夫！進行予防編」 

脳トレやレクリエーション 

講師：丹波篠山市役所長寿福祉課 

西山保健師 

ヨガ教室 14 時 30 分から 

講師：渡辺 顕さん（丹波市） 

 

第 3 回 2 月 18 日（木） 

健康教室 13 時 30 分から 

「認知症になっても大丈夫！進行予防編」 

社会資源活用編 

講師：東部地域包括支援センター 

横井保健師 

ヨガ教室 14 時 30 分から 

講師：渡辺 顕さん（丹波市） 

 

ヨガ教室は定員 12 名ですので、各回とも前

日の 12 時迄に必ずお申込みください。 

動きやすい服装と飲み物持参でご参加くだ

さい。 ＊健康教室の申し込みは不要です。 

 

第 4 回は 3 月 11 日（木）です。 

 

 

健康料理教室で習った豚肉の紅茶煮 

豚肉のかたまり 500gを紅茶で40分煮ます。 

煮汁には調味料は入れません。それだけ！ 

余分な脂やあくが抜けますが、肉のうまみ

はしっかり残って抜群に美味しいです。 

薄くスライスして、特製ダレをかけていた

だきます。ぜひお試しください。 

特製ダレ：砂糖と醤油は各大さじ 2 杯、酢

とみりんは各大さじ 1 杯を混ぜます。 

＊もっと詳しく知りたい方は畑ふれあい館まで 



 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 西由利子・酒造宗和 

                              

 

 

 

 

《2 月のサロン》  
 

○体操教室(月 2 回) 

☆日 時 ２月 4 日（木） 

午前９時 30分～ 

・講 師 木戸 夕皎さん 

・場 所 日置ふれあい館２階大会議室 

 

☆日 時 ２月１８日（木） 

          午前９時 30分～ 

・講 師 酒造指導員 

・場 所 日置ふれあい館 2 階大会議室 

 

※マスク・汗拭きタオル・飲み物は各自

でお持ちください。 

 

○かご作り(クラフトバンドで編む) 

☆日 時 ２月 22日（月） 

午後 1 時～ 

・講 師 久保田 幸さん 

・内 容 各自作りたいレシピをお持ち

ください。館にもあります。 

・参加費 120 円～350 円程度 

     (選ぶクラフトバンドによって

値段が変わります。) 

・持ち物 はさみ、ボンド、洗濯ばさみ 

 

〇グラウンドゴルフ(月 2 回) 

☆日 時 ２月 ９日(火)午後１時30分 

     2月１６日(火)午後１時30分 

・場 所 西荘グラウンド 

※マスク、汗拭きタオル、飲み物は各自

でお持ちください。 

 

 

 

 

 
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。 

新型コロナウィルス感染症の拡大状況に

より中止する場合があります。ご了承くださ

い。 

 

 

 

麹作りと黒豆味噌作り(再掲) 
 

【麹作り】スケジュール 

・日 時 ２月 21日（日）米を洗い一晩浸ける 

（自宅でお願いします。）  

        ２２日（月）午前９時 30分～ 

米を蒸す・種菌をまぶす 

        ２３日（火）休ませる 

         ２４日（水）午前１０時～ 

           天地返し 

        ２５日（木）麹完成 

・参加費 麹作りのみで参加の場合 ５００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２5 日（木）午前９時３０分～ 

・参加費 麹作りと黒豆味噌作り参加の場合  

５００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２5 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１6日（火） 
※ 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１0 日（水） 

午後１時３０分～ 

・内 容 「バレンタインのお菓子」を作ろう！ 

・参加費 実費（5００円程度） 

・持ち物 エプロン、三角巾、マスク  

・締切日 ２月 5日（金） 

・講 師 本荘 賀寿美さん 

 

８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（2 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 

お菓子作り教室の案内 
2 月 14 日はバレンタインデーですね。 

日頃、お世話になっている家族や自分へのご褒美
にチョコレートを作りませんか。親子での参加や

子どもたちの参加をお待ちしています。 
 

＊ところ：西紀ふれあい館調理室 

＊と き：2 月 13 日（土）10：00～ 

＊講 師：大江 与吏子さん   

＊参加費：700 円程度 

＊持ち物：エプロン・三角巾・マスク・飲み物 

     持ち帰り容器 

＊締切り：2 月 8 日（月）午後 5 時まで 

＊その他：高学年は子どもさんだけの参加でも大

丈夫です。 

 
健康教室の案内 

2 月に 2 回、3 月に 2 回計 4 回開催します。 

認知症について西部地域包括支援センターから講
師に来ていただきます。大変寒い時期ですがゆっ

くりお話を聞きませんか。 

第 1 回 

＊ところ：西紀ふれあい館和室 

（座椅子を準備しています。） 

＊と き：2 月 15 日（月）10:00～11：00 

＊講 師：西部地域包括支援センター職員 

＊内 容：「これって年のせい？ 

それとも認知症？」 

第 2 回 

＊ところ：西紀ふれあい館和室 

（座椅子を準備しています。） 

＊と き：2 月 26 日（金）10：00～11：00 

＊講 師：西部地域包括支援センター職員 

＊内 容：認知症になっても大丈夫！進行予防編 
 

※両日とも参加申し込みは不要です。マスク、飲み
物持参で参加ください。 

3 月の日程は 3 月のふれあい館だよりで案内しま

す。 

 

ヨガ教室の案内 

寒さで硬くなった身体をヨガでリフレッシュ

しませんか？ゆっくりとした動きで身体をほぐ

しましょう。 

＊ところ：西紀ふれあい館和室 

＊と き：2 月 18 日（木）10：00～11：30 

＊講 師：渡辺 顕さん（丹波市） 

＊締切り：2 月 15 日（月）午後 5 時まで 

＊その他：マスクと飲み物を準備ください。 

    ヨガマットを準備します。 

2月の教室とサロン 

⚘成人書道教室（月謝 1,500 円） 

 10 日（水）・17 日（水）14:00～ 

⚘子ども書道教室（月謝 1,000 円） 

 9 日（火）・16 日（火）16:00～ 

⚘カラオケサロン 18 日（木）13:30～ 

 おやつ代 200 円 

⚘かご作りサロン 

 22 日（月）13：00～16：00 

 材料代 100 円くらいから 

⚘ホッとサロン 4 日（木）13：30～ 

 材料費 200 円 

今回はアロマインストラクターの寺本秀代さん

からご指導いただきます。 

 

  

 

 

 

やまなみ学級（体験型人権学習活動）の閉級式

を昨年 12 月 17 日に行いました。学級生が塚

本先生からの人権講話や神戸で人権活動に取り

組んでおられる地域のフィールドワークをとお

して感じたことを発表しました。西紀ふれあい館

の和室にやまなみ学級の取り組みを展示してい

ますので、是非ご覧ください。 

各事業、教室については午前 8 時に警報が発表

されている場合は中止することがあります。 

新型コロナウイルス感染症拡大の状況により中

止することもあります。事前にふれあい館にお問

い合わせください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  ３日（水）11:00 ハローイングリッシュ（３才～定員あり）  ２月  ４日（木）11:00 おはなし広場  

２月 18日（木）11:00 つくってあそぼう              ２月 25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：内藤芳明・中道唯公美・酒井道子 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

２月のおしゃべり広場 

日 時 2月 18日(木) 13時 30分～  

内 容 クラフトテープで干支の小物作り 

材料費 200円 

材料準備の都合上、2月 17日(水)までに 

必ずお申し込みください。 

 

大正琴教室    12 日・26 日(金)13 時 30 分～ 

茶道教室     2 月はお休みです。 

パソコン教室    5 日・19 日(金)13 時 30 分～ 

３Ｂ体操      1 日・15 日(月)13 時 15 分～ 

手まりｻｰｸﾙ    2 日・16 日(火)10 時～ 

舞踊教室(桜喜会)18 日(木)13 時 30 分～ 

ﾅﾝﾌﾟﾚｻｰｸﾙ    6 日(土) ・17 日(水)13 時 30 分～ 

グラウンドゴルフ 25 日(木)13 時 30 分～ 

フォークダンス 5・12・19・26(金)13 時 30 分～ 

健康料理教室   ３月までお休みです。 

 

 

 

今年の節分は 2月 2日 124年ぶり 

節分とは、ブリタニカ国際大百科事典によると、

「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。」 

今年は立春が 3 日です。節分が 2 日になるのは

1897年 2月 2日以来 124年ぶりとのことです。 

 この節分を機に新型コロナウイルス感染の収束を

願います。 

 

人権研修会のお知らせ 2 月 22日(月) 

兵庫県人権啓発協会(2016年)のビデオ「風の匂い」

を活用しての研修会です。 

このビデオは、スーパーマーケットで働く二人の青

年が主人公です。その一人には知的障害があります

が、子どもの頃は共に遊び、共に学ぶ「大切な友だち」

でした。しかし、大人になった二人を隔てる「健常者

と障害者という壁」。二人の成長と職場での人間模様

を通して、この「壁」について自らを振り返り、今後

の生き方について考えることのできるビデオです。 

当日は、助言者として、丹波篠山市人権推進課人権

教育指導員も参加します。 

日時 2月 22日(月) 10時～11時 30分 

※事前申し込みは不要ですが、感染症防止対策上、25

名を定員とします。検温と手指消毒を行います。 

マスクの着用をお願いします。 

 
※感染症拡大状況や各事業開催日の気象警報発表により、事業

を中止する場合があります。お問い合わせはふれあい館まで。 

ふれあい館にお問い合わせください。 



― 花粉症について ― 
 

日本人の４人に 1 人は花粉症と言われていま

す。「スギ＋ヒノキ」両方の花粉が飛ぶ３月に

症状が重くなる方も多いのではないでしょう

か。 

花粉症の症状―くしゃみ・鼻水・鼻づまり、

加えて目のかゆみ・涙が出るなどの症状が強

く出る方もいます。 

対策として―外出するときには、マスク・花粉

症用のメガネ・つばの広い帽子などをかぶり

花粉がつかないようにしましょう。 

家に帰ってきたら―衣服についた花粉をよくは

らい、顔を洗いうがいをしましょう。 

空気清浄機の活用も効果的です。 

腸内環境を整えよう―水溶性食物繊維を多く含

む、人参・大根・玉ねぎなどを積極的に摂り

善玉の腸内細菌を増やし、病原体から体を守

ろう！ 

 

 

 

 

 

 

丹波篠山市古市ふれあい館 / 〒669-2106 丹波篠山市牛ケ瀬 78-1 tel＆fax：079-594-1001 

熊岡 操・羽馬知代 / e-mail:fureai-furuichi@city.sasayama.hyogo.jp 

               

                 

 

 

 

 

 

かごサロン  
・日 時 令和 3 年２月１６日(火) 

午後１時から午後４時 

・場 所 古市ふれあい館 

・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 
 

※ 事前申込みは不要です。 

 
【寄ってこ会】のお知らせ 
・・・そこに行けば誰かいる！ 

今日は誰が来てるかな？ 

ちょっと『寄ってこか』！・・・ 
 

・日 時 令和 3 年２月１９日(金) 

午後１時 30 分から午後３時 

・場 所 犬飼公民館  

・講 師 丹波篠山市役所 長寿福祉課職員 

・テーマ 「取り組みましょう！ 

“脳活”“友活”」 

※ 飲み物等は各自でご準備ください。 

※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。 

また、コロナウイルス感染症の拡大状況により中止することもありますがご了承ください。 
 

 

麹作りと黒豆味噌作りのお知らせ 
 

自分で育てた黒豆を使ってお味噌を作ってみませんか。 

麹づくりから習います。麹づくりだけの参加も大歓迎で

す。「我が家の味」を作りましょう。 

 

【麹作り】スケジュール 

・日 時 ２月８日（月）米を洗い一晩浸ける 

（ふれあい館で行います） 

 午前 9 時３０分～ 

        ９日（火）米を蒸す・種菌をまぶす 

              午前９時３０分～ 

        10 日（水）天地返し 午前１０時～ 

        11 日（木）休ませる 

        12 日（金）麹完成 

・参加費 麹作りのみで参加の場合 ４００円 

（麹４㎏と塩・袋をお持ち帰りいただきます） 

・持ち物 生米３㎏（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 12 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 5００円 

（塩・袋込みで１０㎏の味噌を持ち帰り）  

・持ち物 黒豆（乾燥状態で）３㎏を炊いたもの 

煮汁１ℓほど（煮豆とともに 12 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２日（火） 
 

● お申込みの際に・・・ 

・「麹作りのみ参加」または「麹作りと黒豆味噌作りに

参加」のどちらかをお伝えください 

・8 日・9 日・10 日・12 日のうち、参加できる日を

お伝えください 

 

※黒豆について・・・ 

数名の方の準備はできますので、ご希望の場合はふれあ

い館までごお問合せください（参加費が変わってきます

のでご注意ください） 

 


