「子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にあ

る子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等
を図るため、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とする。」
これは、子どもの貧困対策の推進に関する法律の第 1 条に記されてい
ます。子どもは生まれてくる環境を選ぶことはできません。親の収入が少
なくて、十分な教育が受けられなくて、就職も困難になるなど、生まれ育
った環境によって、チャレンジする機会さえも与えられないとすれば･････それでも良い、仕方
がないと思いますか？

子どもに責任があるのでしょうか。

貧困だけではなく、いじめや虐待、面前 DV、ひきこもり、自殺など子どもや若者を取り巻く
問題はどんどん深刻化しているように思います。
同じ地域に暮らす一員として私たちに何ができるのでしょうか。
ふれあい館では「我がごと丸ごと」として地域の課題にともに取り組んでいきたいと考えてい
ます。自分以外の誰かに支援を求めることは恥ずかしいことではありません。また、お気づきの
ことがありましたら是非ふれあい館にもお知らせください。

と

き

平成３１年４月２４日(水)

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

西館

内

講演：「地域から、子ども・若者の人権を考える」（仮）

容

講師：幸重

忠孝

多目的ホール

さん

龍谷大学非常勤講師、幸重社会福祉士事務所代表
※

託児有り(要申込・下記人権推進課までお名前等お知らせください)

※

手話通訳・要約筆記有り、参加申込不要

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：篠山市菅 239-6 電話▪ファクス：552-4401 三宅 勝・西村優子

―

２月のふれあいサロン

―

２月のサロンは、講師として本荘賀寿美さんにお世話になりました。
「温かいおかず」として、①古代米ごはん、②鮭の香り漬け、③丹波
酒粕スープ、④ヨーグルトケーキ（炊飯器）でした。
酒粕は身体を温める効果もあり、具を同じ大きさに切りそろえるこ
とにより、食感もととのえられ温かい一品料理となりました。また、
炊飯器はお米を炊くというイメージでしたが、炊飯器でヨーグルトケ
ーキが作れるなんて、想像もしなかった刺激的な調理方法でした。

―

１年をふり返って

―

一年間、大変お世話になりました。時を刻むのは同じ速さですが「一年が早いなー」と感じて
ます。情報が多くありすぎて、時間に追われているようにも感じます。物が豊かになり、人間関
の希薄化に伴ないお互いを助け合うという意識が薄れていく感じがします。ふれあい館は人権を
軸とした拠点施設であり、「人と人が認め合う人間関係づくり」をめざしています。皆さんの参
があってこそのふれあい館です。今年度もよろしくお願いします。

4 月のサロンは 25 日（木）です
≪ 子どもの日のわくわく料理≫
○時 間
○参加費
○講 師
○持ち物
○締切日

午前９時 30 分～
実費
本荘賀寿美さん
エプロン、三角巾
4 月 19 日（金）

☆☆ 参加者募集！ ☆☆
《 かごサロン 》
○実施日は・・毎週月曜日です
○時間は・・午前 10 時～午後 4 時まで
の間で都合のよい時間に来
てください。
○申込みは・・不要です
○材料代は・・実費です

ふれあい館では・・
皆様の声を募集しています。
やってみたいこと、習ってみたいこと、読
んでみたい本、行ってみたい所・・・等々
ご意見お待ちしています。

☆☆ 参加者募集！ ☆☆
《 カラオケさろん 》
開催日は、毎月第 2 木曜日の午後１時 30 分～

参加費は３００円で、茶菓子代です。
心なごやかに、楽しく、愉快に、朗らかに、
和気あいあいに、ゆったりと・・・歌を通
して、お互いに仲良く交流を深めましょう。

※気象警報が発表されている場合、事業を中止する場合があります。畑ふれあい館にお問合せください。

日置ふれあい館だより
住所：篠山市西荘 202 電話・ファクス：556-2850 熊岡 操・酒造宗和

麹づくりと黒豆味噌づくりを開催しました
『今年もお味噌づくりやって欲しいわ～』と嬉しい声をいただきましたので
講師として小林廣子さんにお世話になり「麹づくりと黒豆味噌づくり」
を開催しました。
麹は「甘酒・塩麹・麹漬」などにも使え、「冷凍保存」が
ができるので、
「教えてもらえると助かる！」
上手く潰れてるわ！
黒豆味噌は「自分で育てた黒豆ででき、減塩で無添加
家族も美味しいと喜んで食べてくれる！」
「みんなで作ると色んなお話も聞けて
楽しい！」など参加者は大満足の様子でした。
綺麗な麹ができたよ～！ええ匂いや！

ふれあい館では・・・
地域コミュニティの活性化につながる事業とし
て、皆さまのお声を大切にしながら、下記のよう
なサロンを実施しています。
老若男女問わず、どなたでも何時からでも、参
加できます。

大勢の方の参加をお待ちしています。
≪歌声サロン≫
○実施日…毎月第１木曜日
○時 間…午後１時３０分～午後４時頃まで
○参加費…１００円（お茶やお菓子代です）
※聞くだけでもいいですよ

≪かご作り≫
○実施日…毎月第４月曜日
○時 間…午前１０時～午後４時までの間で都合
の良い時間に来てください
○材料代は実費です

≪４月のサロン≫
○歌声サロン
・日 時 ４月４日（木）午後１時３０分～
・参加費 １００円
○かご作り
・日 時 ４月２２日（月）
午前１０時～
・内 容 鯉のぼりのリース
・参加費 ２００円程度
・持ち物 はさみ、ボンド、洗濯ばさみ
・申込締切日 ４月１５日（月）
○わいわいサロン
・日 時 ４月１８日（木）午前１０時～
・内 容 竹の子の瓶詰め（保存食）と
竹の子料理
・参加費 実費（６００円程度）
・持ち物 エプロン、三角巾、持ち帰り用容器
・講 師 小林廣子さん
・締切日 ４月９日（火）

≪わいわいサロン≫
○実施日…隔月で第３木曜日又は第４木曜日
○時 間…午前９時３０分～約２時間程度
○参加費…実費

≪めだかの学校≫高齢者の居場所づくり
○実施日…隔月で第３木曜日又は第４木曜日
※毎週木曜日は館を解放（自由に来てね）

花粉症の人におススメしたい「食べ物」
○朝食には・・・
ヨーグルトや納豆などの発酵食品を！
○おやつには・・・
ポリフェノールたっぷりのチョコレートを！
○夕食には・・・
鰯や鯖などの青魚を！

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
卯

月 号

篠山市川西 70 電話・ファクス 593-0093
西田

直美・山西 和子

春の郷土料理教室
（西紀南まち協と共催）
春の食材を使って、郷土料理を作りましょう。
と

き：4 月 25 日（木）

本年度もよろしくお願いします。
時の経つのは本当に早いもので、もう３月も
終わろうとしています。住民の皆様、関係機関
の皆様に大変お世話になって、数々の事業を
行ってきました。本当にありがとうございます。
本年度も、気楽に集まれる居場所となるよう
運営していきます。どうぞお立ち寄りください。

＊＊4 月の教室とサロン＊＊
＊成人書道教室（月謝 1500 円）
3 日（水）・17 日（水） 14：00～
＊子ども書道教室（月謝 1000 円）

午前 9 時 30 分から 12 時 30 分まで
ところ：西紀ふれあい館
講 師：小林廣子さん

2 日（火）・16 日（火） 15：00～
＊カラオケサロン 18 日（木）13：30～
＊かご作りサロン 22 日（月）

費 用：500 円（当日集金します）
持ち物：エプロン・三角巾
申 込：必要。締め切りは 4 月 22 日（月）

10：00～16：00
＊ホッとサロン
4 日（木）13：30～

子ども書道教室生募集！
31 年度の子ども書道教室生（幼稚園児
と小学生対象）を募集します。
（年度途中からの参加も受け付けます）
教室の開催日は、第 1・第 2 か第 3 火曜
日の 15 時からです。また、月によっては
変更になることがあります。
月謝は 1000 円、半紙代 100 円
幼稚園児は硬筆です。
（幼稚園児は墨汁代
は不要です）
4 月は、2 日(火)、16(火)

ハラスメントをなくしましょう。
カラオケハラスメント(カラハラ)
カラオケで歌いたくない人に無理矢理歌わ
せるいやがらせです。歌わない人に「お前も
何か歌えよ」がカラハラに当たる可能性があ
ります。ストレス発散の一環として一般的な
カラオケですが、歌が得意ではない、人前で
歌うのは恥ずかしい、などの理由でカラオケ
が苦手な人は意外と多いのです。
スモーク・ハラスメント（スモハラ）
喫煙者が非喫煙者に行ういやがらせです。煙

ふれあい館をご利用ください。
ふれあい館は、地域社会における福祉の向
上、人権啓発の住民交流の拠点となる施設で
す。篠山市が設置・運営しています。
施設や備品は無料でご利用で
きます。ご利用に際しては、事前
にお問い合わせください。

草の煙で非喫煙者に受動喫煙をさせたり、非
喫煙者に煙草を吸うことを強要したりする
ことがスモハラに当たります。煙草を吸って
いる人の近くにいるだけで服に煙草の匂い
が付き、人によっては目が痛くなる、咳が止
まらなくなる人もいます。また、喫煙者が勤
務時間中に取る「一服」の時間が非喫煙者の
休憩時間より不当に多い状態も、スモハラに
なる可能性があります。

篠山市中野 28

電話 (079)594-1003/ FAX

(079)594-1079

担当：西由利子・中村和泉・酒井道子

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------文化教養教室の紹介をします
味間ふれあい館では多様な文化教養教室を開設しています。新年度を迎えるにあたり、簡単ですが
開設日時等をご紹介させていただきます。興味のある方はぜひ一度、味間ふれあい館(594-1003)まで
お問い合わせ下さい。
教

室

講

３Ｂ体操丹南教室

師

三宅 幸子先生

開

設 日 時

第１・３月曜 13 時 15 分～
(４月は第 1・第４月曜です。)

舞踊教室

芦田 喜美子先生

月２回(不定期) 13 時 30 分～

茶道教室

市嶋 弘昭先生

第１・３金曜 19 時 30 分～

大正琴教室

小稲 泰子先生

第２・４金曜 13 時～

パソコン教室

上山 良一先生

第１・３金曜 13 時 30 分～

手まりサークル“わ”

松田 千栄子先生

第１・３火曜 10 時～

健康料理教室

本荘 賀寿美先生

毎月最終火曜 10 時～

グラウンドゴルフをしています。味間ふれあい館隣接の遊園で、毎月第２・第４木曜に練習をしていま

す。７月と８月は９時から、その他の月は 13 時 30 分からしています。

大正琴教室

4 月 12 日(金)・26 日(金)13 時～

茶道教室

4 月 5 日(金)・19 日(金)19 時 30 分～

パソコン教室

4 月 5 日(金)・19 日(金)13 時 30 分～

３Ｂ体操

4 月 1 日(月)・22 日(月)13 時 15 分～

手まりｻｰｸﾙ

4 月 2 日(火)・16 日(火)10 時～

舞踊教室

4 月 8 日(月)・15 日(月)13 時～

ﾅﾝﾌﾟﾚ(数独)ｻｰｸﾙ 4 月 6 日(土) 9 時 30 分～
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ

4 月 11 日(木)・25 日(木)13 時 30 分～

健康料理教室

4 月 30 日(火) 10 時～

４月のおしゃべり広場
と

き 4 月 25 日(木) 13 時 30 分～

内

容 簡単おやつづくり

参加費

200 円

4 月 22 日(月)までに

必ずお申し込み
ください。

丹南児童館から 「みんな またひとつ おおきくなったね おめでとう」
子どもたちがひとつ大きくなりました。小さな園バッグを持って、ランドセルを背負って、お家でも・・・、
健やかに元気に成長してほしいと願っています。４月は出会いの季節です。児童館でも新しい友だちをたく
さんつくって、みんなで楽しく遊びましょう。

４月の楽しい行事
４月 ４日（木） おはなし広場
４月 11 日（木） つくしんぼ広場
４月 18 日（木） つくってあそぼう
４月 25 日（木） うたってあそぼう♪「あたま かた ひざ ポン」
※４月から 上記の催しは すべて１１時から はじまります！

篠山市古市ふれあい館 / 〒669-2106 篠山市牛ケ瀬 78-1 / tel＆fax：079-594-1001
内藤芳明・中道唯公美 / e-mail:fureai-furuichi@city.sasayama.hyogo.jp

文化教養教室の新規受講者募集、人権・福祉・生活相談等もお気軽に
古市ふれあい館は、地域社会における福祉の向上及び人権啓発における住民の
活動拠点となるコミュニティセンターとして、部落問題をはじめあらゆる人権問題
の解決のための事業を行っています。その活動の一環として、古市ふれあい館では、
年間を通して様々な文化教養教室を開設しています。
古市ふれあい館で開設している文化教養教室は下表のとおりです。
教室に参加して、楽しく交流して親睦を深め、お互いの理解を深めながら心豊かに
暮らしましょう。新規受講者を募集しますので、お申込をお待ちしております。
人権や福祉に関する相談も随時受け付けていますのでお気軽にお声掛けください。
教

室

〔講 師〕

開設日時

会

費

料理教室
〔細見多恵子先生〕

毎月第４月曜日
9:30～12:00

月 1,100 円(食材費含

パッチワーク教室
〔坂萩信子先生〕

毎月第４木曜日
9:30～11:30

半年約 4500 円（材料

パソコン教室

毎月第１・第２月曜日(講習日)
毎月第３月曜日(復習日)

１回 500 円(月 1,000

9:30～11:30

復習日は費用不要

毎月第 1 月曜日
13:00～15:00

無料（8 月と 12 月に寸

〔遠藤正和先生〕
パソコンクラブ
〔遠藤正和先生〕

む、６カ月毎に集金)
実費６カ月前納）
円

６カ月前納)

志）

新規募集
定員(名)
若干名
若干名

若干名

若干名

大正琴教室Ａ（上級） 毎月第１・３木曜日
〔小稲泰子先生〕
10:00～12:00

１回 1,000 円

若干名

大正琴教室Ｂ（中級） 毎月第２・４金曜日
〔小稲泰子先生〕
10:00～12:00

１回 1,000 円

若干名

大正琴教室Ｃ（初級） 毎月第 1・3 火曜日
〔小稲泰子先生〕
10:00～12:00

１回 1,000 円

若干名

書道教室
〔谷村桂華先生〕

毎月第３水曜日
14:00～16:00

６か月分 5,000 円
(人数により変動)
および材料実費

篠 山 点 訳 ア イ サ ー ク 毎月第 1・４金曜日

無料(ただし、本代・保険

ル〔森由起子先生〕

料等実費)

13:30～15:30

若干名

若干名

(注)パソコン教室：会場は四季の森生涯学習センターIT 講習室です。各自パソコン持参可。
※ お問合わせ・申込先は、古市ふれあい館までお願いします。年間を通じて募集してい
ます。定員になり次第締切ります。
※ 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。

