丹波篠山市誕生・市制２０周年を記念して、人権尊重の大切さを訴え、親しみの
ある人権啓発標語を募集しています。
人権に関する標語の制作を通じて、人権を尊重することの大切さに関心を深めて
いただくとともに、優秀作品を人権啓発資料として活用することで、人権意識の高
揚を図ります。
応募期限
応募方法

令和元年９月２０日（金）
小中学生は学校を通じて。高校生、一般の部は電子メール
かファックス、郵送、直接にて人権推進課までご応募くださ
い。用紙は自由ですが文字数は３０字以内とします。
表
彰
１０月に審査会を行い各部門の入賞作品を決定し、12 月
7 日の人権フェスタで表彰状の授与を行う予定です。
※詳細については市のホームページをご覧いただくか下記人権推進課
までお問い合わせください。

世界平和アピール七人委員会は、出版社「平凡社」を創設した下中弥三郎さん(丹波篠山市出身)の世
界連邦思想に賛同した、不偏不党の知識人・文化人が集まり、昭和３０年に７人で結成されました。そ
の後「世界平和をめざして」
「命を大切にする世界をめざして」、社会にアピールを続けられています。
本講演会は、下中弥三郎没後５０周年記念事業を、生誕の地である丹波篠山市で開催したのを始まり
として、本年で９回目を迎えます。
令和元年度は、日本を代表する宗教学者の島薗進さんを迎え、
「戦争の記憶と悲しむ力の回復」と題し
てお話しいただきます。

と
き 令和元年 9 月 25 日（水） １９時 30 分～２１時（予定）
と こ ろ 丹波篠山市民センター 多目的ホール（丹波篠山市黒岡１９１）
平和講演 ≪第１部≫19：30～20：30 講師：島薗 進(しまぞの すすむ)さん
「戦争の記憶と悲しむ力の回復」～戦後７５年に向けて～
≪第２部≫20：30～21：00
「世界平和アピール七人委員会委員による対談」
島薗進(しまぞの すすむ)さん(宗教学者)×小沼通二(こぬま みちじ)さん(物理学者)
※手話通訳、託児あり。託児は９月 20 日までに下記人権推進課までお申し込みください。

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：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。

今年度 2 回目の学習会は「部落差別解消推進法」を私たちはどう活かすか？というテーマで
研修します。
同和問題（部落差別）をなくすためには、私たち一人一人が同和問題を正しく理解すること
から始まります。だれもが幸せに暮らすことが出来る社会の実現に向けて、自分自身の問題と
して考え、行動するために、この法律をどう活かすかを学びましょう。
下記の日程により開催します。事前申し込みは不要です。
とき：9 月 5 日（木）19 時半から 21 時頃まで
ところ：畑ふれあい館 1 階会議室
講師：一般社団法人ひょうご部落解放・人権研究所
人権研究員 北川真児 さん
内容：部落差別解消推進法を私たちはどう活かすか？
畑地区女性発 交流学習会について・・・
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。多くの方のご出席をお待ちしています。

手作り和菓子とお抹茶
和菓子を手作りして、
お抹茶を頂きましょう。

季節の花をかたどったきれいなお饅頭「練
りきり」を手作りして、そのお饅頭とお抹茶
を頂きましょう。
和菓子は 2 種類作ります。もう一つは当日
のお楽しみです。
とき：9 月 26 日（木）午後 1 時 30 分から
講師：田邊眞由美さん（小原）
参加費：500 円
締切：9 月 20 日（金）
17 時まで

9 月のサロン
＊カラオケサロン 12 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
＊コミュニケーション麻雀 27 日（金）
午後 1 時 30 分から 3 時 30 分まで
参加費 100 円（お菓子代）

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。

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

夏休み行事大盛況！

手作りうどんと夏のデザート作り

～あまごのつかみどりと竹細工～

から
なかなかの

ふれあい館前にプー

手つき！

ルを作り、あまごのつ

未来の料理

かみどりに挑戦！

人誕生？

狙いを定めて！

初期消火講習会と防災講話

ドリーム学級（第２回セミナー）
～ハンセン病について～
ハン セン病に か
かり、偏見や差別
を受 けてきた 辛
い体験談を、退所
者の方から「生の
声」で聞くことが
できた、貴重な時
間でした

≪９月のサロン≫
○歌声サロン
・日 時 ９月５日（木）
午後１時３０分～
・参加費 １００円
○かご作り
・日 時 ９月９日（月）午前１０時～
・内 容 麦わらぼうしのオーナメント他
小物類
・参加費 １２０円～（作った数で変わります）
・持ち物 はさみ、ボンド、洗濯ばさみ
・申込締切日 ８月３０日（金）
※日程変更になっていますのでご注意ください
○めだかの学校
・日 時 ９月１２日（木）午前１０時～
・内 容 ワンプレートでキーマカレー
・参加費 実費（５００円程度）
・持ち物 エプロン、三角巾、持ち帰り用容器
・締切日 ９月５日（木）

知ってはいても「いざ！」という時には「気が動
転」して何もできなくなります。
もしも・・の時に、できることを知っていること
はとても大切なことです。
ともに学びましょう！
記
・日 時 ９月２７日（金）
午前１０時～１１時３０分頃まで
・場 所 日置ふれあい館
・内 容 初期消火講習会と防災講話
・講 師 丹波篠山市消防本部職員

交流グラウンドゴルフ大会
○日 時 ９月１９日（木）
午前８時３０分

日置ふれあい館出発

午後５時３０分頃に帰ってきます
○場 所 二王公園（☎ 0795-76-0511）
（京都府綾部市睦寄町和上 50）
○参加費 ２,５００円
（内訳 プレー料金、保険、昼食代、参加賞）
○交 通 丹波篠山市バス
○締切日 ９月４日（水）
※綾部温泉に入浴可能です（別途 500 円必要）
※先着２３名になり次第締め切ります
※天候不順により中止の場合は、前日に連絡し
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。
ふれあい館にお問合わせください。

西紀ふれあい館だより
長 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

9 月 20 日（金）は一日ゆっくり
ふれあい館でお過ごしください

健康料理教室
今年の夏も厳しい暑さでした。
猛暑の夏を乗り切った身体に優しくて
おいしい料理を作りましょう。
とき：9 月 20 日（金） 午前 10 時から
午後 1 時頃
講師：田中のぶ子さん

＊＊9 月の教室とサロン＊＊
＊成人書道教室（月謝 1500 円）
4 日（水）・18 日（水） 14：00～
＊子ども書道教室（月謝 1000 円）
3 日（火）・17 日（火） 15：00～
＊カラオケサロン
おやつ代 200 円

19 日（木）13：30～

大きな声を出して歌う事は、気分転換
にも健康にも最適です。このサロンは、
とても楽しい雰囲気で、好きな歌を歌っ
て楽しまれています。
お気軽にお出かけください。

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。
9 月 12 日（木）午後 5 時までに申込みお
願いします。

＊かご作りサロン 24 日（火）
10：00～16：00
材料代 100 円くらいから
初心者の方も大歓迎です。必ず完成で
きるようお手伝いします。作って使う楽
しみを体験してください。

安心安全教室
丹波篠山市でも不審電話が多く、いつ被
害者になるかわからない状態です。スマホ
に関する危険な事案も発生しています。
また交通事故や不審者からの被害にあわ
ないための対処方法等を教えて頂きます。
みなさまの参加をお待ちしています。
と

＊ホッとサロン 5 日（木）
13：30～15：30
おやつ代 100 円
材料代
200 円
今月は川﨑昌代さんから臨床美術を
教えていただきます。一度、臨床美術を
体験してください。

き：9 月 20 日（金）午後 1 時 30 分から
午後 3 時 30 分頃まで

講

師：河内駐在所巡査

参加費：無料

久木田寛明さん
※各教室については午前 8 時に警報が出ている場

合は中止する場合があります。ふれあい館へお問

事前申込は不要です。

い合わせください。

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

秋が旬の鯖を使って、おいしい鯖寿司を作りましょう。
出来上ったお寿司はみなさんでわいわいといただきます。

と

き

９月２６日（木）９時３０分から１３時頃まで

と こ ろ 味間ふれあい館 調理室
講
師 田中 のぶ子さん
材 料 費 ８００円（当日集金いたします。
）
持 ち 物 エプロン、三角巾、タオル
募集定員 先着２０名様。
参加申込は９月１９日（木）までとしますが、定員になり次第しめきらせて
いただきます。

大正琴教室

13 日(金)・27 日(金)13 時 30 分～

９月のおしゃべり広場

茶道教室

６日(金)・20 日(金)19 時 30 分～

パソコンサークル

６日(金)・20 日(金)13 時 30 分～

と

３Ｂ体操

２日(月)・９日(月)13 時 15 分～

ところ 味間ふれあい館

手まりｻｰｸﾙ

３日(火)・17 日(火)10 時～

内

き ９月２６日(木)１３時３０分～
容 簡単デザート作り

舞踊教室(桜喜会) 12 日(木)・19 日(木)13 時 30 分～

参加費 ２００円(飲み物・材料代)

(丹南音頭保存会) ９日(月)13 時 30 分～

※９月２４日(火)までにお申し込み下さ

ナンプレサークル

い。

７日(土) ９時 30 分～・18 日(水)13 時 30 分～

グラウンドゴルフ 12 日(木)・26(木)13 時 30 分～
フォークダンス

６・20・27 日(金)13 時～

健康料理教室

24 日(火) 10 時～

丹南児童館より
～「夏まつり」大盛況！～
味間校区を中心に市内の子どもたちと保護者や地域の方が集まり、「地域交流夏まつり」を７月１９日、
「丹南児童館」や「味間ふれあい館」などで開催しました。当日は雨模様の天気を心配しましたが、多くの
方の参加を得てロールパンやさん・輪投げ・ヨーヨーつり・お楽しみゲーム・昔あそび・お菓子つり、マスコ
ットうらないなどで楽しみました。子どもスタッフも大活躍！夏まつりでのお店や遊びは、大人も郷愁をくす
ぐられます。その前後の大型紙芝居やパネルシアターでも、すてきな一時を過ごしました。熱気ムンムン、
多くの方とふれあい、地域とのつながりを感じました。来年度もぜひご参加ください。

９月の楽しい行事
９月 5 日（木）11:00 おはなし広場
９月 12 日（木）11:00 つくしんぼ広場
９月 19 日（木）11:00 つくってあそぼう
９月 26 日（木）11:00 うたってあそぼう♪
《お知らせ》幼児（１・２歳）用のトイレが新しくなりました。ご利用ください。

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

台風や自然災害にご注意を

備えあれば…

災害の発生を完全に予見し防ぐことはできませんが、備えておけば、
被害を小さくすることはできます。その時のキーワードとして、「自助」
「共助」「公助」という言葉がよく使われます。自助とは、「自分の身は
自分で守る」こと、公助は、「防災体制等を含んだ公的支援」こと、共助
とは、
「地域住民が協力し、自分たちのまちは自分たちで守る」ことと言えます。どれも防災・
減災にとって重要なことですが、地域の人と人とのつながりこそが、最大の防災力になるとも
言われています。近所同士のあいさつや世間話ができる関係づくりが、いざという時のつなが
りをつくります。ふれあい館でも、こういった関係づくりが深まるよう事業を進めていきたい
と考えています。お気軽にふれあい館にお越しください。

かごサロン

９月 17 日(火)

今回は、右下の写真の「八の字かがりの A4 サイズのかご」を作ります。
和やかな雰囲気の中で楽しく制作しましょう。
日

時 ９月 17 日(火) 10 時から 16 時

講

師 白井 悦子さん、佐藤由紀恵さん

材料費 600 円程度
持ち物 はさみ、木工用ボンド、洗濯バサミ（10～20）
※事前申込みは必要ありません。

健康料理教室

9 月 18 日（水）

「美味しく食べて、残暑を元気にのりきろう」
と題して、梅じゃこごはん、アジの南蛮漬け、
にがうりときくらげの五味和え、かぼちゃのグ
ラッセ、夏野菜スープ、トマト飴を作る予定で
す。みんなで楽しく調理しましょう。
日 時
講 師
材料費
持ち物

9 月 18 日(水) 10 時から
細見 多恵子さん
500 円
お米 1 合、エプロン、三角巾

申込み締切り日

9 月 11 日(水)

※電話かファクスでふれあい館まで連絡願います。

さば寿司作り

10 月 11 日（金）

秋のお祭りにおなじみで、保存食でもあるさ
ば寿司を、講師の先生に学びながら作ってみま
せんか。
日 時 １０月 11 日(金) 9 時 30 分から
講 師 小林 廣子さん
材料費 800 円（多少変動あり）
持ち物 エプロン、三角巾
申込み締切り日 10 月 2 日(水)
※電話かファクスでふれあい館まで連絡願います。

昨
年
の
様
子

※ 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。

