
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

「子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）」をご存知ですか？ 

 これは、世界中の子どもたちが幸せな生活を送るために、人間として当然持っている権利をみ

んなで守らなければならないとした条約です。1989 年の国連総会で採択され、1990 年に発

効しました。日本は 1994 年に批准しています。 

 この条約は大きく分けて４つの権利を守るように定められています。 

［参考］日本ユニセフ協会子どもの権利条約特設サイト(https://www.unicef.or/jp/crc/) 

 子どもは親の所有物ではありません。子どもの人生の主役は親ではなく子ども自

身です。親の希望を押し付けるのではなく、子どもの成長を温かく見守りながら応

援するのが親の愛情ではないでしょうか。 

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 

  生きる権利 

 防ぐことができる病気で命を奪われない

ことや、病気や 

けがをしたら治療 

を受けられること 

など、あらゆる方 

法で命が守られる 

権利のことです。 

１   育つ権利 

 教育を受けるために学校へ行くことや、

遊ぶことができる 

こと、考えや信じ 

ることの自由が守 

られることなど、 

自分らしく生きら 

れる権利のことです。 

２ 

  守られる権利 

 差別されたり、暴力 

をふるわれたり、心を 

傷つけられたり、放置 

されることから守られ 

る権利のことです。 

障がいのある子どもや 

少数民族の子どもなどは、特別に守られる

権利が保障されなければなりません。 

３   参加する権利 

 自分の意見を自由 

に表すことや、みん 

なで集まってグルー 

プを作ったり、活動 

したりすることがで 

きる権利のことです。 

４ 



 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 

 

伝承料理教室を行います。 

丹波篠山市では、当地に古くから伝わる伝承料理のレシピ本

『ささやまごはん、ごちそうさま。「よろしゅう おあがり」』

を出版しています。 

今回は、この本の出版に協力された田中のぶ子先生に、本に

も掲載されている初夏のレシピを教えて頂きます。 

試食のみの参加も歓迎です。 

 

とき：6月 27日（木） 午前 10時から 

講師：田中のぶ子さん 

参加費：600円 

締切り：定員の 16人になり次第締め切ります。 

＊材料準備のため、事前申込が必要です。 
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畑ふれあい館をご利用ください。 

畑ふれあい館で、こんな催しをやってほ

しい、こんな教室が有ったら楽しそう・・

など、改善した方が良い事や、職員につい

てのご意見など、お気づきのことがありま

したら声をおかけください。 

皆様のお声により、畑ふれあい館が今よ

りももっと身近に、そして心のよりどころ

となる施設になるよう努めていきたいと

思います。皆様からのお声かけをお待ちし

ています。 

 

もしもの時のために防火講習会 

あってはならないことですが、もしも

火を出してしまったときどうすれば良い

のか？ また、どんなことに気をつける

ことが火災を防ぐのか？ 実際に消火器

を使ってみたり、煙からの避難訓練を行

うことで、防火について学びましょう。 

 

とき：6月 27日（木）午後 1時から 

講師：丹波篠山市消防本部職員 

 

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。 

6 月のカラオケサロンは  

13 日（木）です。                       

午後 1 時 30 分から 4 時ころまで。 

                       

参加費 300 円（お菓子代） 

 



 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 

                              

 

ドリーム学級が始まります 
『篠山東中学校ドリーム学級人権セミナー』も今年で６年目を迎えます。 

部落問題にとどまらず、様々な人権課題に取り組み、毎年多くの生徒や地域の方たちに、参加

していただいています。 

今年度の内容については「人権学習」「ハンセン病について」「篠山市内のフィールドワーク」・・・

そして、第 2回目となる「小・中合同学級」を開催します。 

自分自身の問題として、１人でも多くの方にご参加いただきたく思います。 

お問い合わせ、お申込みは日置ふれあい館までお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 健健康康教教室室ののごご案案内内  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪６月のサロン≫ 

○歌声サロン 

 ・日 時 ６月１３日（木）午後１時３０分～ 

 ・参加費 １００円 

○かご作り 

 ・日 時 ６月２４日（月） 

      午前１０時～ 

 ・内 容 レジ袋収納バック 

 ・参加費 ３００円程度 

 ・持ち物 はさみ、ボンド、洗濯ばさみ 

 ・申込締切日 ６月１０日（月） 

○わいわいサロン 

 ・日 時 ６月２０日（木）午前９時３０分～ 

 ・内 容 中華ちまきを作ろう！ 

 ・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 ６月１２日（水） 

 

 

 

●開級式・第１回セミナー 

 ・日時：６月１３日（木） 

午後４時１０分～午後５時４０分 

 ・場所：日置ふれあい館 

 ・講師：森田 恭弘さん 

（人権推進課 人権教育指導員） 

 ・内容：人権学習 

 
●第３回セミナー（小・中合同学級） 

 ・日時：８月１日（木） 

     午前９時～午前１１時 

 ・場所：日置ふれあい館 

 ・講師：丹波篠山市栄養士会 

 ・内容：防災食の調理実習 

●第４回セミナー 

 ・日時：８月２９日（木） 

     午前９時～午前１１時 

 ・場所：丹波篠山市内（市バス使用） 

 ・講師：今井 進さん 

 ・内容：フィールドワーク 

●第２回セミナー 

 ・日時：７月１８日（木） 

午後４時１０分～午後５時４０分 

 ・場所：日置ふれあい館 

 ・講師：検討中 

 ・内容：ハンセン病について 

 

交交通通安安全全教教室室とと防防犯犯教教室室のの

ごご案案内内  

高齢者を狙った詐欺は後を絶ちません。

知っているつもり・・でも、だまされた！

なんてことのないように、しっかりと学

習しましょう。 

また、日置駐在所には新しい駐在さんが

来られていますので、顔合わせを兼ねて 

お話を聞きます。 

      記 

◎日 時 ６月６日（木） 

午後１時３０分～ 

◎場 所 日置ふれあい館 

◎講 師 篠山警察署職員 

     日置駐在所 宮本巡査部長 

        



西紀ふれあい館だより 

  水無月号  
丹波篠山市川西 70 電話・ファクス 593-0093 

山西和子  籾井美紀 

 

高齢者健康料理教室 

季節の食材を使って、おいしい料理を

作りましょう。高齢者向けの料理教室で

すので、65 歳以上の方の申込をお待ちし

ています。 

とき：6月 13日（木） 午前 10時から 

講師：田中のぶ子さん 

参加費：600円 

締切り：定員の 16人になり次第締め切り

ます。 

＊材料準備のため、事前申込が必要です。 

6 月 6 日(木)午後 5 時までにお申込くださ

い。 

＊＊6月の教室とサロン＊＊ 

＊成人書道教室（月謝 1500 円） 

 5 日（水）・19 日（水） 14：00～ 

＊子ども書道教室（月謝 1000 円） 

 4 日（火）・18 日（火） 15：00～ 

＊カラオケサロン 20 日（木）13：30～ 

 おやつ代 200 円 

＊かご作りサロン 24 日（月） 

10：00～16：00 

材料代 100 円くらいから 

申込不要 

＊ホッとサロン 6月6日（木） 

 13:30～15:30 

 おやつ代 100 円・材料代 200 円 

 今回は講師にアロマ環境協会アロマイ

ンストラクター寺本秀代さんにお世話に

なりハンドマッサージの指導とワックス

バー作りをします。香りでリラックスし

てみませんか！ 

 

健康講座「介護予防教室」 

 介護式車椅子・自走式車椅子を使って介

護予防教室を開催します。ふれあい館の周

りを実際に車椅子に乗り段差を実感して操

作もします。また介護者の立場からの車椅

子操作も学びます。 

と き：6月 13日（木）午後 1時 30分から 

講 師：酒井節代さん 

参加費：無料 

＊車椅子準備のため事前申込が必要です。 

6 月 6 日(木)午後 5 時までにお申込くださ

い 

      

介助式車椅子     自走式車椅子 

「パン教室」参加者募集 

 自分で粉からこねたパンは格別です。

焼きたてのパンはとても美味しいです。   

初心者の方も大歓迎。 

とき：7 月 5 日（金）午前 9:30 から 

講師：南野恵津子さん 

参加費：600 円程度（当日清算します） 

※材料準備のため、事前申込が必要です。 

6 月 28 日（金）午後 5 時までにお申込く

ださい。 

日帰り研修旅行のご案内 

余部鉄橋空の駅の見学と現地ガイドさん

から余部鉄橋の歴史などを学習します。 

豊岡市の「かばんのたなか」でバック作

りを体験します。 

とき：7月 12日(金) 

行き先：余部鉄橋（空の駅） 

かばんのたなか 

参加費：5,000円 

締め切り：定員の 26名になり次第締め切

ります。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwij5sfdnOXhAhWAxIsBHcDTAnoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fshinbunsozai.info%2Fassistance-wheelchair%2F&psig=AOvVaw2RJVT5bipZEVwA453RBMV4&ust=1556074141708054
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi599HEneXhAhV7KqYKHWMjD_cQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fshinbunsozai.info%2Fself-wheelchair%2F&psig=AOvVaw2RJVT5bipZEVwA453RBMV4&ust=1556074141708054


     

 

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹南児童館より 天気の変わりやすい季節になりました。汗をかいている子どもも多

く見られますので、水分補給や着替えなどして体調を整えていきましょう！ 
※ 利用時間  月曜日から金曜日（祝日・年末年始は除く） 

※ 開館時間  午前９：００から午後５：００ 

※ 利 用 者 ０才～１８才までの児童、およびその保護者の方など 

   今月も楽しい行事がたくさんありますので、ぜひ遊びに来てくださいね。 

６月  ６日（木）11:00おはなし広場     ６月 12日（水）10:30ほっとママ広場 （親子ヨガ）※ 

６月 13日（木）11:00つくしんぼ広場    ６月 20日（木）11:00つくってあそぼう※  

６月 27日（木）11:00 うたってあそぼう♪     ※申込制です。詳しくは児童館にお問い合わせください。 

こども園や保育園、幼稚園、学校が終わってからの放課後の時間帯でも気軽に立ち寄って遊んだり宿題

をしたりできます。友だちを誘って、ぜひ児童館に遊びに来てください。 

 ♡ 居るところがなかったら、児童館にいってみよう。  ♡ やることがなかったら、児童館にいってみよう。        

 ♡ 話せる人がいなかったら、児童館にいってみよう。    （児童健全育成推進財団メッセージより）                          

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    14 日(金)・28 日(金) 13 時～ 

茶道教室       7 日(金)・21 日(金) 19 時 30 分～ 

パソコン教室    7 日(金)・21 日(金) 13 時 30 分～ 

３Ｂ体操      3 日(月)・17 日(月) 13 時 15 分～ 

手まりｻｰｸﾙ     4 日(火)・18 日(火) 10 時～ 

舞踊（桜喜会）  6 日(木)・20 日(木) 13 時 30 分～ 

(丹南音頭保存会)   3 日.10 日.17 日(月) 13 時 30 分～  

ナンプレ(数独)サークル 1 日(土) 9 時 30 分～      

グラウンドゴルフ   13 日(木)・27 日(木) 13 時 30 分～ 

健康料理教室    25 日(火)  10 時～ 

 

 

 

６月のおしゃべり広場 

と き 6月 27日(木)  

13時 30分～  

内 容 簡単工作♪     

参加費 200円（飲み物・材料代） 

6月 24日(月)までにお申し込みください。 

 

梅雨の日の楽しみ方 

しとしとと降る雨が長く続くと肌寒く感じたり、じめじめ

とした空気によって、心身ともに不快を感じることが多い季

節です。しかし、そんな時だからこそ出来る楽しみを見つけ

てみてはいかがでしょうか？例えば、読みたかった本をじっ

くり読んでみたり、絵を描いたり、資格取得や教養を身につ

けるため、勉強をしてみたり…。雨の日は憂鬱に感じる反面、

意外と心が落ち着くので、集中して作業が出来るものです。 

 味間ふれあい館でも、さまざまな教室・事業を開催してい

ますので、興味がある方はぜひお問い合わせください。 

 雨の日も晴れの日も、気軽に立ち寄っていただけるふれあ

い館でありたいと思っております。 

 

お気軽にご相談ください 

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とりながら、対応させてい

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～金曜 ９時～１７時 

      （年末年始を除く） 

味間ふれあい館（５９４－１００３）まで。 

 

※訪問活動も随時、行っております。   

                  

  

 

 
      

 



 

 

 

 

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 

内藤芳明・羽馬知代 / e-mail:fureai-furuichi@city.sasayama.hyogo.jp 

 

かごサロン 6 月 18 日（火） 

 今回は、特にテーマは設けずに参加者さん

が作ってみたいかごを作って頂きます。どん

なかごを作りたいか考えておいてください。 

 

日 時 6 月 18 日(火) 10 時から 16 時 

講 師 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（10～20 個） 

※事前申込みは不要です。 

 

健康料理教室 6 月 21 日(金） 

～旬の野菜を使って～ 

今回の健康料理教室は、旬の野菜を使っ

た料理を作ります。 

どんな野菜を使うのかも楽しみにして

いただきながら、当日は、楽しく和やかに

時間を過ごしましょう。 

 

日 時 6 月 21 日(金) 10 時から 

講 師 田中 のぶ子さん 

参加費 500 円程度 

持ち物 お米 1 合、エプロン、三角巾 

申込み締切り日 6 月 14 日（金） 

※電話かファクスでふれあい館まで連絡

願います。 

 

指導員が着任しました よろしくお願いします! 

５月２０日、古市ふれあい館の指導員として、羽馬知代（はばともよ）が着任しまし

た。指導員不在中は何かとご迷惑をお掛けしました。今後とも、地域に密着した、より

よいふれあい館活動を目指して努力していきますので、よろしくお願いします。 

花の栽培 

 昨年咲いてくれた花からとった、ひまわり、ホウセンカ、マリーゴールド、朝顔の種

まきをしました。また、今年は、昨年さし芽したカーネーションも育てています。（右下

写真）うまく根付いてくれました。カーネーションは開花時期が長く、次々と咲いて気

持ちを和ませてくれます。 

 また、昨年とった種は、地域の方にもおゆずりもしていますので、地域でも花を咲か

せてくれることと楽しみにしています。 

花は、人の心をあたたかくしてくれます。花を育てることを通じ、生き物を大切にす

る心、やさしさや思いやりの心を育んでいくことができると思います。 

地域の皆さんと一緒に花の成長を楽しんでいけたらと思っています。 

※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。(市内ふれあい館共通) 

救急法講習と消火訓練 ６ 月２７日（木） 

突然家族が倒れた! AED の使い方は？消

火器の使い方は？けがをしたときの止血の

しかたは？など、救急法や初期消火の仕方を

学びましょう。 

日時 6 月 27 日（木）午前 10 時から１１時 

講師 丹波篠山市消防本部救急救命士 

※ 事前申し込みは不要です。 

 

 

 

 


