
 

 

 

   

 毎年 9 月 10 日は、WHO 世界保健機関が定めた「世界自殺予防デー」です。 

 日本では 9 月 10 日からの 1 週間を自殺予防デーにちなんで「自殺予防週間」としてい

ます。また、3 月 1 日から 3 月 31 日を「自殺対策強化月間」としています。 

 どうして日本では 3 月を「自殺対策強化月間」としているのでしょうか？ 

春先のこの季節は、大人だけでなく子どもの自殺率も高くなっています。大人も子ども

も新年度を迎えると、人事異動やクラス替えなど大きく環境が変わるかもしれません。人

によってはどうなるかわからないという不安がどんどん大きくなり、精神的な

ストレスも大きくなります。 

聞いてもらうだけで気持ちが和らぐことがあります。 

誰か信頼できる人に話してみましょう。 

 

 

 

 

兵庫県・兵庫県人権啓発協会では、新型コロナウイルス感染症に関

連する差別・誹謗中傷等の弁護士相談窓口を開設しています。 

☎ ０７８－８９１－７８７７ 
【実施期間】令和４年１月２０日(木)～３月３１日(木) 

【実施曜日】毎週木曜日 【実施時間】１５時～１７時 

※相談は無料ですが、通話料がかかります。 

 新型コロナウイルス感染症について、人権侵害につながることのな

いよう、冷静な行動をお願いします。 

 

相談窓口 電話番号 時 間 曜 日 

健康課 ５９４－１１１７ 

8:30～17:15 

月～金曜日 

社会福祉課 ５５２－７１０２ 

市ふくし総合相談窓口 ５５２―５３４６ 

丹波健康福祉事務所 ０７９５-７３-３６５４ 
9:00～12:00 
13:00～17:00 

兵庫県いのちと心の 
サポートダイヤル 

０７８-３８２-３５６６ 
18:00～翌 8:00 
(土日祝は 24 時間) 

兵庫県こころの健康 
電話相談 

０７８-２５２ｰ４９８７ 
9:30～11:30 
13:00～15:30 

火～土曜日 

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 
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畑ふれあい館だより 3月 
住所：丹波篠山市菅 239-6 電話・ファクス 552-4401 山西和子・中村和泉 

 

健康教室とヨガ教室のご案内 

4回目の健康教室とヨガ教室を開催します。 

健康教室のテーマは「エンディングノートの大

切さ」です。丹波篠山市長寿福祉課が「私の大

事をつなぐノート」を作成されました。このノ

ートは「死」ではなく、「生きる」に焦点を当

てたノートです。担当課職員からお話を聞きな

がら実際にノートに書いてみませんか。 

健康教室の後はヨガ教室で固くなった体をゆっ

くりほぐしましょう。ヨガマットを使用せず、

椅子に座った状態から始めます。一度体験して

ください。 

開催日：3月 11日（金） 

時間：午後 1時 15分～2時 15分 健康教室 

   午後 2時 30分～4時 00分 ヨガ教室 

場所：畑ふれあい館 2階会議室 

講師：丹波篠山市保健福祉部松本課長 

   ヨガ教室は渡辺 顕さん（丹波市） 

参加費：無料 

持ち物：マスク、飲み物 

締切り：3月 7日（月） 

午後 5時まで 

その他：ヨガ教室は動き 

やすい服装で 

ご参加ください 

 

 

 防火講習会のご案内 
大変寒い日々が続きますね！寒い時期は火災が

多く発生します。火災の原因や火災時の煙の怖

さについて丹波篠山市消防本部職員からお話を

聞きます。消火器の使い方も指導いただきま

す。 

と き：3月 10日（木） 

時 間 :午前 10時 00分～11時 00分 

場 所：畑ふれあい館 

講 師 :丹波篠山市消防本部職員 

事前申し込みは不要です。 

マスク着用と飲み物持参でご参加ください 

 

 

              

 

3月のサロンの案内 

⚘カラオケサロン お休みします。 

⚘かごサロン 開館日の毎月曜日 

（7日、14日、28日） 

午前 10時 00分～12時 00分 

午後 1時 00分～4時 00分 

上記の時間で都合の良い時間にお

越しください。 

材料代は実費です。 

⚘コミュマサロン 毎月第 4金曜日 

3月は 25日金曜日です 

午後 1時 00分～4時 00分 

 

 料理教室のご案内 

3月は、お雛祭り、卒業式、進学の準備等忙しい

時期になり、また、少しずつ暖かくなり始め農作

業も忙しくなりますね。 

3月の料理教室は変わり寿司を作ります。 

どんな変わり寿司ができるか楽しみにご参加く

ださい。 

と き：3月 18日（金） 

時 間：午前 9時 30分～11時 30分 

場 所：畑ふれあい館 調理室 

講 師：本莊 賀寿美さん 

参加費：500円 

持ち物：エプロン・三角巾・マスク・飲み物 

締切り：3月 14日（月）午後 5時まで 

マスク着用と飲み物持参でご参加ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各事業に参加される際には、検温と手指消毒、

マスク着用にご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 

 

各事業については午前 8時に警報が発令されて

いる場合は中止することがあります。新型コロ

ナウイルス感染症の拡大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。 

 

 



～教科書無償化運動～ 

今、小・中学校の教科書は無償ですが、

約 60 年前までは有料でした。多くの方が

無償でもらえるのがあたり前と思ってお

られると思います。 

しかし、当時は貧しさから学校へ行けても教科書

や文房具が買えないという家庭が多くありました。

そんな中、被差別地域の人たちが教科書無償化に向

けて立ち上がりました。 

このことから 1963(昭和 38)年、国会で「義務教 

育諸学校の教科用図書の無償に関する法律」が成立

し、翌年から順次施行され今に至っています。 

 今一度、憲法第 26 条に掲げる義務教育の精神を

考えてみましょう。 

 日置ふれあい館だより 
 丹波篠山市西荘 202 電話・ファクス：556-2850西由利子・井関ゆかり 

 

 

防火講習会のお知らせ 
 

住宅火災のいちばんの原因は何でしょうか。 

さまざまな家電製品や調理中の火の扱い、タコ足配線や延長コードなど、毎日あたりまえに 

使っているからこそ、注意、点検が必要です。 

下記のとおり、住宅防火のお話と、消火器の正しい使い方を学ぶ講習会を開催します。 

ぜひ、ご参加ください。 

生活の基盤である住宅、自分自身と大切な家族を火災から守りましょう。 

記 

         日 時   令和４年３月１７日（木） 

              午後１時３０分～午後３時頃まで    

        場 所   日置ふれあい館 

        講 師   丹波篠山市消防本部職員 

        ☆申込不要・参加費無料です。 

 

 

 

 
 

≪３月のサロン≫ 
 

○体操教室（月２回） 

☆日 時 ３月 10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 ３月 24日（木）午前９時 30分～ 

・講 師 ふれあい館指導員 

・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。 

○グラウンドゴルフ（月２回) 

☆日 時  3月 8日（火）午後 1時 30分～ 

     3月 22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。 

道具はあります。気軽にご参加ください。 

○かご作り（クラフトバンドで編む） 

☆日 時 ３月 28日（月）午後 1時～ 

・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。 

・材料費 １２０円～３５０円程度 

・持ち物 はさみ、ボンド、洗濯ばさみ 

     館にもあります。 

※各事業開催日に気象警報が発表されている場合は、

事業を中止することがあります。ふれあい館にお問い

合わせください。 

 また、新型コロナウイルス感染症の拡大により中止

することがありますが、ご了承ください。 



3月の教室とサロン 

⚘成人書道教室（月謝 1,500円） 

9日（水）16日（水）14：00～16：00 

⚘子ども書道教室（月謝 1,000円） 

8日（火）15日（火）16：00～17：00 

⚘かご作りサロン 

28日（月）13：00～16：00 

⚘カラオケサロン休止中→（手作りサロン） 

17日（木）13：30～15：00 

注：新型コロナ感染予防のため、時間内に

完成できる小物を作ります。 

⚘ホッとサロン 臨床美術 

講師：川崎昌代さん 

3日（木）13：30～15：00材料代 200円 

＊ホッとサロンは、材料の準備のため、開催

日の 3日前までにお申し込みください。 

 

   西紀ふれあい館だより 
住所：丹波篠山市川西 70 電話▪ファクス：593-0093 

          メール：fureai-nishiki@gw.city.sasayama.hyogo.jp 西田直美・籾井美紀 

 

 

 

  

                       

                           

                                              

                          

                         

 

                        

ご注意ください。 

＊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

止することがあります。ご注意ください。 

健康教室と体験ヨガ （４回シリーズ） 

4回目は「自分らしく生きて逝くために」 

（エンディングノート）の大切さ 

「これからの人生をどのように過ごして

いくか」を考えることは、高齢者のみなら

ず、どの世代にも大切なことです。 

ノートを見ながら「これまで」を振り返

り、「これから」の暮らしを前向きに考えま

しょう。 

 

日 時：3月 11日（金）9：15～10：15 

講 師：丹波篠山市保健福祉部 松本課長 

内 容：「わたしの大事をつなぐノート」の重

要性 

 

健康教室の後（10：30～）は 

体験ヨガ教室で身体をほぐしましょう。 

講 師：渡辺 顕さん（丹波市） 

費 用：無料 

持ち物：マスク・飲み物 

ヨガ教室については人数制限がありますの

で、開催日の 3 日前までにお申し込みくだ

さい。＊動きやすい服装でご参加ください。 

 

黒豆づくし料理教室 西紀南まち協共催 

丹波黒大豆を使った料理の数々を教えてい

ただきます。生産地ならではの黒大豆をふん

だんに使ったご馳走料理を作りましょう。 

 

日 時：3月 25日（金）9：30～12：00 

講 師：小林廣子さん 

費 用：500円 

持ち物：エプロン・三角巾・マスク・飲み物    

申込み：3月 22日（火）午後 5時まで 

＊試食はせずに、持ち帰ります。 

ぜひ読んでいただきたい図書・・・ 

「パパは女子高生だった」 著：前田良  

女の子だったパパが最高裁で逆転勝訴してつか

んだ家族のカタチ 

僕の家族は、四人。僕、妻、二人の子ども

たちの四人家族だ。どこにでもいる、家族。 

ただひとつ。たったひとつだけ、違ったこ

とといえば、僕が女の子として生まれたと

いうことだった。（本文より引用） 

みんなが生きやすい社会にしていこうとい

う願いが込められています。西紀ふれあい

館にありますのでぜひ読んでください。 



 

 

 

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹南児童館から 子どもの成長を確かめ、この１年間を振り返りましょう。 

 子どもは日々成長しています。４月当初を思い出し、今と比べてみてください。 体の成長と共に心も大

きく育ち、できることがどんどん増えています。３月は子どもの成長を確かめる絶好の機会です。ぜひ「よ

くがんばったね！」と、言葉を添えて愛情を目一杯注いでください。ハグが加わると、なおいいです。 

 

【３月の楽しい行事】  

3日（木）11:00おはなし広場         10日（木）11:00つくしんぼ広場  

17日（木）11:00 うたってあそぼう♪    24日（木）13:00進級お祝い会（2部制、定員あり）※① 

25日(金) 春休み子ども教室（小学生・卒業生対象 定員あり）※② 

※上記①②の申し込み用紙は、児童館に置いています。３月もうんと楽しい時間を過ごしましょう。 

☆ＴＣギャラリーで『一年間の思い出』を展示中。一度、児童館にお越しください。 

 

丹波篠山市中野 28 電話 (079)594-1003/ FAX (079)594-1079 担当：岡澤章好・中道唯公美・酒井道子 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

大正琴教室     ３月までお休みです。 

茶道教室      4 日・18 日(金)19 時 30 分～ 

パソコン教室     4 日・18 日(金)13 時 30 分～ 

３Ｂ体操     14 日・28 日(月)13 時 15 分～ 

舞踊教室(桜喜会)  8 日(火)13 時 30 分～ 

ﾅﾝﾌﾟﾚ(数独)ｻｰｸﾙ  5 日・19 日(土)13 時 30 分～ 

グラウンドゴルフ 11 日・１８日(金)13 時 30 分～ 

フォークダンス  4・11・18 日(金)13 時 30 分～ 

健康料理教室    3 月までお休みです。 

 

 

 

－ 何事もプラス思考で行きましょう － 
「１月は行く、２月は逃げる、３月は去る」など言いま

すが、本当にあっという間に３月を迎えます。 
４月には年度も変わり、進級、進学、就職、転勤など色々

と変化が生じる時期でもあります。 
皆さんにも色々な変化がある時期なのかも知れません

が、ぜひ何事も「プラス思考」で考えてください。 
「口」（くち）に「＋」（プラス）と書くと「叶う（かな

う）」になります。「＋」なことを言い続けると夢や願いが
叶うかも知れません。 
逆に「叶う」（かなう）に「－」（マイナス）を付けると

「吐く」（はく）になってしまいます。 
やはりマイナスを言うのはよくありません。 
色々な夢や願いが叶うようにマイナスなことは言わず

にプラスな事を言い続けたいと思います。 

 高齢者の健康教室の開催  

脳や体の活性化を図るために、簡単な脳を刺

激する手遊びや記憶力を高めるゲームなどを行

います。 

また、「わたしの大事をつなぐノート」(エン

ディングノート)の重要性などについてもお話し

いただきます。 

日 時 3 月１４日(月) 10 時～12 時 

講 師 西部包括支援センター 保健師 

    丹波篠山市保健福祉部 松本課長  

※参加費無料、事前の参加申込みは不要です。 

気軽にご参加ください。  

感染症予防のためマスク 

着用でお越しください。 

※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・児童館まで。 

 

3 月のおしゃべり広場 

と き 3 月 1７日(木) 13 時 30 分～  

内 容 切って貼るだけ！ 

     フェルトでお雛様作り または 

          鯉のぼり作り 

材料費 各１００円       

※材料準備のため３月１１日(金) 

までに必ずお申し込みください。 



 

 

 

 

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@gw.city.sasayama.hyogo.jp 

               

   

 

     
 

 

かごサロン  
・日 時 3 月１5 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 3 月１8 日(金) 

午後１時 30 分から午後３時 

・場 所 古市ふれあい館  

・内 容 オリジナルカレンダーを作ります 

・材料費 100 円 

・申込締切日 3 月 11 日（金） 

 

※ 材料準備のため、申込みが必要です。 

  電話又はチラシにてふれあい館までお申込み

ください。 

※ 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。 
 

 

ラク☆楽☆うまいなサロン 

黒豆を使ってお豆腐を作りましょう！ 

薄紫色できれいな色にできあがりますよ。 

 

 ・日 時 3 月 17 日（木） 

      午前 9 時～午後 1 時頃 

 ・場 所 古市ふれあい館 

 ・内 容 黒豆豆腐とよもぎ大福作り 

 ・材料費 実費（500 円程度） 

 ・持ち物 エプロン、三角巾、厚手のゴム手

袋、持ち帰り容器 

 ・講 師 小林廣子さん 

 ・募集人数 8 名 

 ・申込締切日 3 月 10 日（木） 

パン作り教室のお知らせ 
 

手作りのパンは、焼きあがった時の小麦の匂い

が何とも言えない美味しさですね。 

基本をしっかり習いましょう！ 

 

・日 時 3 月 14 日（月） 

午前 9 時～午後 1 時頃 

・場 所 古市ふれあい館 

・材料費 実費（700 円程度） 

・持ち物 エプロン、三角巾、マスク 

・講 師 野中陸子さん 

・募集人数 8 名 

・申込締切日 3 月 7 日（月） 

 

安心安全教室のお知らせ 
 

丹波篠山市で多い犯罪が詐欺です。 

その手口は巧妙になり、狙われるのはやはり高齢者

がとても多い状況です。 

騙されないためにも「知っておくこと」はとても大

事なことです。 

被害者とならないように、対処法を聞きましょう。 

多くの方のご参加をお待ちしています。 

 

●日 時：３月３日（木） 

     午前 10 時 30 分～１１時 30 分 

●場 所：古市ふれあい館 2 階会議室 

●内 容：丹波篠山市で起きている 

詐欺のお話 

●講 師：篠山口駅前交番  

中谷俊策巡査部長 

 

※事前申込みは不要です 

サロン等申込み受付について 

サロン等のお申込みは 28 日から受付ますのでご

注意ください。27 日までにお申込みいただいて

も受付できませんのでご了承ください。 

定員になり次第締め切ります。 


