
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ふれあい館は、市内に 5 館あります。新年度を迎え各ふれあい館運営委員会を開催しま

した。ふれあい館は【福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点とな

る「開かれたコミュニティーセンター」として住民のニーズに応じた地域

福祉の推進を総合的に行う】とされています。ふれあい館で行う様々な交

流事業は、地区内外の住民がふれあい館に集い、いろんな体験や作業を共

に助け合いながらすることで、お互いの思い込みや偏見が取り払われ、人

と人がつながっていくことを目的としています。また、ふれあい館では生活上の何気ない

事柄やどこに相談すればよいのかわからないという相談など何でもお聞き

します。お話を聞きながら専門の部署につないだり解決への糸口を一緒に

探したりしています。 

運営委員会ではそれぞれの運営委員さんから『人権は身近な問題として

自ら力を付けていくべき。常に意識を持つ努力を続けることが大切だ。』 

『館だよりやチラシで的を絞って参加者募集をしてみたらどうか。』 『ふ

れあい館のことをもっともっと多くの市民に知ってもらいたい。』等々、たくさんのご意見

をいただきました。これからも【福祉と人権のまちづくり】を目指して活動を推進してい

きます。皆さま方のご協力とご理解をいただきますようよろしくお願いします。 

 

  

 

 

 むずかしく、とっつきにくいイメージがある男女共同参画について、ドラ

マやコマーシャルの事例を使って楽しみながらともに考えましょう？ 

 多くの方の参加をお待ちしております。 

と き  7 月5 日（金）午後 7 時 30 分～9 時（予定） 

ところ  丹南健康福祉センター ２階 研修室 

講  師  小川 真知子(おがわ まちこ) さん 

（NPO 法人 SEAN 理事長・大阪市立大学非常勤講師） 

申 込 み  不要、当日直接会場にお越しください。 

託  児  あり（7 月 1 日(月)までに下記人権推進課までお申し込みください） 

手話通訳  あり 

 

 
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 



 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 

 

「畑地区女性発 交流学習会」で学びましょう。 

1981 年の事業開始以来 38 年間にわたって、畑地区の女性が学習会を「発信」しています。 

この学習会は女性だけのものではありません。老若男女全ての住民を対象とした内容となっ

ています。 

今年度 1 回目の学習会は「丹波篠山市こども発達支援センター」を訪問して研修します。 

「畑地区内にある施設なのに、どんなことをされているのかわからない、ぜひとも見学して

みたい」という要望にお応えしたものとなっています。下記の日程により開催しますので、セ

ンターへ直接おでかけください。事前申し込みは不要です。 

 

とき：7月 4日（木）午前 10時から 

ところ：丹波篠山市こども発達支援センター（畑宮 324番地２ 旧畑小学校） 

講師：センター長兼言語聴覚士 河南秀和さん 

内容：施設の概要説明、施設見学、発達支援に関わる懇談 

＊お車でお越しの方は、みたけ会館西隣の駐車場をご利用ください。 
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臨床美術を楽しみましょう。 

絵を描く事で脳がリラックスし、認知症

予防や意欲の向上につながるアートセラ

ピーです。絵を描く事が苦手な人でも楽し

く取り組めます。 

 

とき：7月 18日（木）午後 1時 15分から 

講師：川崎昌代さん 

参加費：200円 

締切り：7月 12日（金）まで 

＊材料準備のため、事前申込が必要です。 

 

第 2 回伝承料理教室を行います。 

当地に古くから伝わる夏の伝承料理

を教えて頂きます。 

試食のみの参加も歓迎です。 

 

とき：7月 18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：7月 12日（金）まで 

＊材料準備のため、 

事前申込が必要です。 

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。 

7 月のサロン 

＊カラオケサロン 11 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 

 

 

日帰り視察研修旅行へ行きましょう。 

京都方面へ日帰り視察研修会を行いま

す。詳細は畑ふれあい館までお問い合わせ

ください。 

 

とき：7月 20日（土）午前 8時 30分出発 

行き先：国際平和ミュージアムと八つ橋庵 

参加費：5000円 ＊締切は 7月 12日 13時

もしくは乗車定員 24名になり次第です。 



 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 

                              

【夏休み行事のご案内】 

日置ふれあい館と城東小学校ドリーム学級の共催で、夏休みにワクワクするような楽しい

行事を計画しました。地域の皆さん、児童たちと楽しい時間を一緒に過ごしましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪７月のサロン≫ 

○歌声サロン 

 ・日 時 ７月４日（木）午後１時３０分～ 

 ・参加費 １００円 

○かご作り 

 ・日 時 ７月２２日（月） 

      午前１０時～ 

 ・内 容 花模様のバック 

 ・参加費 １８０円～７００円 

      （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 

 ・申込締切日 ７月８日（月） 

 ※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 

○めだかの学校 

第１回の夏休み行事と一緒にします 

 ・日 時 ７月２５日（木）午前９時３０分～ 

 ・内 容 あまごのつかみどりと竹細工！ 

 ・持ち物 タオル、軍手 

 ・締切日 ７月１２日（金） 

 

 

 

≪第１回≫ 

★あまごのつかみどりと竹細工！ 

・日 時 ７月２５日（木） 

     午前９時３０分～１２時頃まで 

・場 所 日置ふれあい館 

・参加費 無料 

・持ち物 タオル、着替え、軍手、水筒 

・締切日 ７月１２日（金） 

※地域の方たちと一緒にします 

≪第２回≫ 

★手作りうどんと夏のデザート作り！ 

・日 時 ７月３１日（水） 

     午前９時３０分～午後１時頃まで 

・場 所 日置ふれあい館 

・参加費 無料 

・持ち物 エプロン、三角巾 

     直径２５センチくらいのボウル 

・講 師 本荘賀寿美さん 

・締切日 ７月１２日（金） 

日置ふれあい館では・・・ 

『生命（いのち）の貯蓄体操』を実施して 

います。 

開催日：毎月第２・第４木曜日の２回 

時 間：午前９時３０分～午前１１時頃 

会 費：無料 

※随時受付けていますのでご連絡くださ

い 

 

篠山東中学校ドリーム学級 

（第２回セミナー）ご案内【再掲】 
 

『ハンセン病』ってどんな病気か知っています

か？ 

誰もが人間として幸せな生活ができる社会を目

指して、地域の皆さん・・ともに学びましょう 
 

・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：加藤めぐみさん 

（ハンセン病回復支援センター） 

山中 進さん 

（ハンセン病関西退所者原告団） 

・内 容：ハンセン病について  

生
命
（
い
の
ち
）
の
貯
蓄
体
操
と
は 

今年は、学校から朝９時に市バスをだします！ 

生徒さん大募集！ 

東洋医学の力で、身体の芯を（インナーマッス

ル）調え、丹田呼吸法を使った体の動きでコリ

をとり、体をほぐし、内臓の働きまで活発にし

ます。頑固な「首・肩こり」「ひざ痛」「腰痛」

などの病気症状や身体の歪みなどに素晴らしい

効果が発揮される体操です（個人差があります） 

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。 

 

 



西紀ふれあい館だより

文 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 

タレ作り教室（西紀南まち協共催） 

 焼肉のタレを作りましょう！ 

毎年恒例の焼肉のタレ作り教室を開催し

ます。甘口の焼肉タレと、ごまドレッシ

ングを作ります。簡単な試食もあります 

と き：７月２２日（月）午前９:３０～ 

場 所：西紀ふれあい館調理師室 

講 師：小林廣子さん 

材料費：５００円 

持ち物：エプロン、三角巾、マスク 

タレの入れ物（洗ったペットボトル 2 本） 

申込み：7 月 16 日(火)17 時まで 

川西納涼祭で遊びましょう 

小さな子どもさんが楽しめるお店もた

くさん用意します。とってもおいしい出

店もたくさん！皆さん遊びに来て下さい。 

とき：7月 27日（土） 

16：30から 21：00頃まで 

ところ：西紀ふれあい館  

雨天決行！ 

こんなお店が有りますよ♪ 

遊びコーナー 

毎年、大変好評となっています、50 円の

おもちゃやさん、ヨーヨーつり、あても

の、おかしのつかみ取りで遊んでね。 

食べ物コーナー 

[美味し懐かし飴細工] が来ます！ 

どんな飴を作ってもらえるのか楽しみ♪ 

ドリンク類・松尾焼き鳥店（予定）など、

他にもたくさんのおいしい出店を計画し

ていきます。お楽しみにご家族お揃いで

お越しください♪ 

主催：川西自治会・納涼祭実行委員会 

後援：西紀ふれあい館 他 

お問い合わせは 090-3700-0415（中道）

奈良漬けを作ろう 

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 

＊材料準備のため 7月 26日(金)17時まで

に申込みが必要です。 

 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。 

夏休親子クッキング ピザ作り 

楽しい夏休みに夏野菜を使ったピザと冷たい

デザートを親子で一緒に作りましょう♪ 

＊と き：8 月 9 日（金）9:30～ 

＊場 所：西紀ふれあい館調理室 

＊講 師：南野恵津子さん 

＊持ち物：エプロン、三角巾、マスク 

＊参加費：大人 300 円、子ども 200 円 

材料準備のため 8 月 2 日(金)午後 17 時ま

でに事前申込みが必要です。 

＊＊7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） 

 2 日（火）・16 日（火） 15：00～ 

＊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 29 日（月） 

10：00～16：00  

材料代実費 100 円くらいから 

＊ホッとサロン(アロマテラピー講座) 

4 日（木）13：30～ おやつ代 100 円 

         材料代 200 円 



 

 

 

 

 

  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹南児童館より５月に新しいおもちゃや本が入り、６月には福寿会や母親クラブの方

に美化作業をお世話になり、児童館内や周辺、児童遊園がきれいなりました。おかげで、初夏を気持ちよ

く迎えています。７月は、次のような楽しい行事があります。 

７月  3日（水） 9:30 ふれあいクッキング    ７月  4日（木）11:00おはなし広場 

７月 11日（木）11:00つくしんぼ広場        ７月 18日（木）11:00つくってあそぼう※ 

７月 19日（金）15:00夏まつり※           ７月 25日（木）11:00 うたってあそぼう♪ 

７月 29日（月） 9:00子ども日帰りキャンプ※        ※は申込制です。詳しくは児童館にお問い合わせください。 

   もうすぐこども園や学校では１学期が終わります。児童館では、恒例の「夏まつり」や小学生対象の「子 

ども日帰りキャンプ」「夏休み子ども教室」※（８月５日～９日）を計画しています。これらの開催案内チ 

ラシは、６月下旬に児童館に置きますので、ぜひご覧ください。たくさん遊んで暑い夏を乗り切りましょ 

う！子どもたちにとって充実した夏になるようにと願っています。 

♡ わかってくれる人がいなかったら、児童館にいってみよう。  

♡ がまんできないほどしんどくなる前に、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     12 日(金)・26 日(金)13 時～ 

茶道教室       5 日(金)・19 日(金)19 時 30 分～ 

パソコンサークル   5 日(金)13 時 30 分～ 

３Ｂ体操       1 日(月)・22 日(月)13 時 15 分～ 

手まりサークル    2 日(火)・16 日(火)10 時～ 

舞踊教室(桜喜会)   4 日(木)・11 日(木)13 時～ 

(丹南音頭保存会)    1 日(月)13 時 30 分～ 

ナンプレサークル  6 日(土)９時 30 分～ 

グラウンドゴルフ 11 日(木)・25 日(木)９時～ 

フォークダンス   5 日・12 日・26 日(金)13 時～ 

健康料理教室    30 日(火)10 時～ 

 

 

 
～生地をコネコネ・夏野菜チーズたっぷりの 

ピザを焼きましょう～                                           

と き   7月 3日(水) 9時 30分～   

ところ  味間ふれあい館調理室・和室 

講 師  丹波篠山市地域活動栄養士会  

材料費  500円(当日集金します)  

持ち物  エプロン・三角巾  

 申込みは 6月 28日(金)までに当館までお電話ください。 

7月のおしゃべり広場 

と き 7月 25日(木)  

13時 30分～  

内 容 冷たいお菓子作り     

参加費 200円（おやつ・材料代） 

7月 23日(火)までにお申し込み 

ください。 

 

奉仕作業お世話になりました！ 

6月 1３日早朝から「第六福寿

会」「中野母親クラブ」の皆さん

に、児童館・ふれあい館周辺の草

引きや剪定など奉仕作業にご協

力いただきました。とてもきれい

で安全な環境となりました。 

本当にお世話に 

なりありがとう 

ございました。 



 

 

 

 

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 

 

第五寿会のみなさんによる環境整備作業 ありがとうございました！ 

 ５月 31 日、第五寿会のみなさんが、ふれあい館と児童公園の草刈りや樹木の剪定をしてくだ

さいました。おかげさまで大変きれいになりました。暑さを心配しましたが、幸い暑くもなく、

寒くもない中で、作業をしていただきました。本当にありがとうございました。 

熱中症にはご注意を 

これからの季節、熱中症には十分ご留意ください。熱中症の予防対策としては、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のようなことが言われています。 

これからの季節、暑さに負けず、健康に留意 

してすごしましょう。健康第一です。 

 

 

昨年の茶道教室には、夏休み

でふれあい館に勉強に来て

いた小学生も参加しました。 

※ 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 7 月 16 日（火） 

 今回も、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。    

和やかにお話しながら、かご作りを楽しみ

ましょう。 

 今回から、指導者として、白井悦子さんに

もお世話になります。佐藤さんと白井さんと

の二人体制で指導にあたっていただきます。 

 

日 時 7 月 16 日(火)午前 10 時～16 時 

講 師 佐藤由紀恵さん、白井悦子さん 

材料費 実費   

持ち物 はさみ、洗濯ばさみ（10～15 個）、

木工用ボンド 

※ 事前申し込みは不要です。 

 

茶道教室 ７月 25 日(木) 

 ふれあい館では、例年この時期に、第五寿会

のみなさんと茶道教室を行ってきました。 

 今年は、より交流を深めるため、広く古市小

学校区のみなさんに参加を呼びかけることとし

ました。7 月末で、夏まっさかりの暑い日にな

ると思われますが、心を静め、一服の清涼を味

わいましょう。 

日 時 ７月２５日（木）13:30～ 

講 師 市嶋弘昭さん 

材料費 300 円（当日集金します） 

申込み締切り日 7 月 16 日（火） 

※ 電話かファクスでふれあい館まで連絡願い

ます。 

 

・暑いと感じなくても、猛暑日・熱帯夜には適切に冷房を使用する。 

・熱帯夜で暑いからといって、寝るときに冷房の温度を下げすぎないように注意する。 

・木陰等で心地よい風が吹いている所では、肌の露出を多くし、皮膚からの熱の放散を多くする。 

・炎天下で活動をする場合には薄手の白っぽい衣服を着用し、通気性のよい帽子をかぶる。 

・外出時には、輻射（ふくしゃ）を防ぐために日陰をつくる黒っぽい日傘や、衣服は太陽熱の吸収

の弱い白っぽい物を利用する。 

・衣服内の風の流れをよくし皮膚からの熱の放散を促すため、身体にぴったりした衣服よりも、少

し緩めの衣服にする。 

・スポーツや作業の前には水分を補給し、大量に発汗する状況での休憩時には、スポーツドリンク

等塩分の含まれた水分の補給に努める。（環境省ホームページより） 

 


