
 

 

 

 

 

 

 
 

 基本的人権及び自由を尊重し確保するために、昭和２３年(1948 年)12 月

10 日の第 3 回国際連合総会において「世界人権宣言」が採択され、この日を「人権デー」

と定めました。 

 このことから日本では、12 月 10 日を最終日とする 1 週間を人

権週間と定めました。 

 丹波篠山市では人権週間に合わせ、「人権フェスタ in 丹波篠山」

を毎年行ってきましたが、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大

と 3 密を避けるため、各種表彰行事や基調講演等のメインイベント

は中止します。 

 しかし、体験型人権学習活動支援事業（解放学級）の活動をまとめた人権作品、介護と福祉

施設の作品、各種団体のパネル等の展示は行います。是非ご覧ください。 

      と き   １２月 1日(火)～6日(日) 

             火～金＝9:00～19:00、土・日＝10:00～17:00 

      ところ   四季の森生涯学習センター東館 1階 

      問合せ先 人権推進課（TEL 552-6926） 

  

 

 
 
 

 日本政府は、拉致被害者に関する捜査・調査及び情報収集活動を進

めており、今後の動向が注目されます。政府認定拉致被害者 17 人の

うち、兵庫県関係者では有本恵子さん、田中実さんの二人が認定を受

けています。さらに、拉致の可能性を排除できない行方不明者の中に

も兵庫県関係者の方がおられます。 

 拉致問題は一刻も早く解決しなければならない人権侵害問題です。

この機会に、拉致問題についての関心と認識を深めましょう。 

 上記、第 18 回人権フェスタ in 丹波篠山でも「北朝鮮による日本人

拉致問題」啓発パネルを展示します。 

 
 
 
 

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 



畑地区女性発 交流学習会 

今年度の共通テーマは、「新型コロナウイルス

を正しく知ろう」です。 

感染者や濃厚接触者への差別やバッシングが

見受けられます。感染者への風当たりが強くな

ると体調不良を訴えることが怖くなり、結果的

に感染が広まることにもなりかねません。 

こういったことを防止するためにもこの学習

会で学びましょう。老若男女問わず、全ての住

民を対象にした内容となっていますので、皆様

のご参加をお待ちしています。 

 

日時 12月 3日（木）  

19時 30分から 21時頃 

会場 畑ふれあい館 

講師 一般社団法人ひょうご部落解放・ 

人権研究所研究員 北川真児さん 

内容 見えない敵への不安や恐れから生まれる 

   「負のスパイラル」に気づく 

内容 見え 

＊事前申し込みは不要です。 

マスク着用でご参加ください。 

クリスマスのご馳走を作りましょう 

何歳になってもクリスマスと聞くと、なん

だかうきうきしてきます。そんなクリスマス

を彩るご馳走を教えてもらいましょう。 

 

とき：12月 17日（木） 

9時 30分から 13時頃 

内容：クリスマスのご馳走 

講師：本荘賀寿美さん 

参加費：500円程度 

締切：12月 14日（月）17 時まで 

 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・中村和泉 

 

 

  

                       

                           

                                              

                          

                         

 

                        

12 月のサロン 

 

＊カラオケサロン 10 日（木）                       

午後 1 時 30 分から 3 時 30 分頃   

参加費無料          

＊かごサロン 開館日の毎週月曜日  

午前 10 時から正午 

午後 1 時から 4 時  

＊コミュマサロン 25 日（金） 

午後 1 時から 4 時頃 参加費無料 

 

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し

ます。ご注意ください。 

安心安全教室を行いました。 

（10 月 15 日） 

篠山警察署畑駐在所の井原巡査部長か

ら、安心安全に暮らすために気を付けるこ

とを詳しく聞かせてもらいました。 

特に最近では、「あおり運転」の相談が毎

日のように寄せられるそうです。対処法と

して、次のように話されました。 

「後方からの著しい接近や、安全運転を

妨害されたときには、車を左に寄せて先に

行かせてください。また解決しない時には

110 番通報を行ってください。7 分以内にパ

トカーが到着します。待つ間は、絶対に車

からは出ないで、窓を閉めドアをロックし

てください。可能ならば、スマートフォン

などで相手の車の状況などを撮影してもら

えると証拠になります」と。また、「ドライ

ブレコーダーは、あおり運転だけでなく交

通事故全般に有効的なので、ぜひ設置を検

討してください」とのことでした。 



く 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西由利子・酒造宗和 

                              

 

 

いきいき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

こんにゃく作り教室のご案内 

出来たては、おさしみで・・田楽やステーキに・・ 

また、お正月のお煮しめにも・・。 

生芋から作る『こんにゃく』は、食感もひと味違

う美味しさです。 

ぜひ、手作りの味を楽しみましょう！ 

          記 

★日 時 １２月 19日（土）午前９時３０分～ 

★場 所 日置ふれあい館（調理室） 

★内 容 生芋からこんにゃくを作ろう！ 

★材料費 実費（５００円程度） 

★持ち物 エプロン、三角巾、マスク、厚手のゴ

ム手袋、持ち帰り用容器。 

★講 師 小林廣子さん 

★申込締切日 １２月１1日（金） 

 

      

《ドリーム学級・地域の方と 

一緒にバスケットを編む》 
ナイフやフォーク、スプーンなどを入れるカト

ラリーバスケットを編みます。鉛筆・小物入れと

しても使えます。テープビーズで飾って仕上げれ

ばバッチリ。初心者の方も是非チャレンジしてく

ださい。 

 

 

 

●日 時 １２月２５日（金）9時 30分～ 

              11時 30分頃 

●場 所 日置ふれあい館 2 階大会議室 

●内 容 カトラリーバスケットを編む。 

●講 師 久保田 幸
みゆき

さん 

●準備のため申込みが必要です。 

締め切り日 １２月 3日（木） 

☆問い合わせ先 日置ふれあい館 

☏556-2850 西由利子・酒造宗和 

 

椅子に座って「いきいき健康体操」 

激しい運動ではありません。 

毎日運動している方も、そうでない方も「笑い

あり」の時間を過ごしませんか? 

 

記 

・日  時 １２月９日（水）午後１時 30分～              

午後2時30分頃                

・場  所 日置ふれあい館（2F 大会議室） 

・講  師 いきいき健康教室 

飯窪 雅宏さん(三田市在住) 

・参 加 費 無料 

・持 ち 物 汗拭きタオル・飲み物 

※運動の出来る服装でお越しください。 

《12月のサロン》 

〇体操教室(月２回) 

☆日 時 １２月１０日(木)午前９時３０分～ 

・講 師 木戸 夕皎
ゆ う か

さん 

・場 所 日置ふれあい館 2階大会議室 

☆日 時 12 月 24日(木)午前９時 30 分～ 

・講 師 酒造 宗和指導員 

・場 所 日置ふれあい館 2階大会議室 

※汗拭きタオル・マスク・飲み物は各自でお

持ちください。  

 

〇かご作りは、12 月お休みです。 

次回は、 

☆日 時 １月２５日(月) 

           午後 1時～ 

・講 師 久保田 幸
みゆき

さん 

・内 容 作りたいレシピをお持ちください。 

作品にもよりますが、材料費は、平均 120円

から３５０円程度です。見学だけでも・・・。 

 

 

 

 

 

 



 

西紀ふれあい館だより師走号（12 月）   

丹波篠山市川西 70 電話・ファクス 593-0093 山西和子・籾井美紀  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
毎年楽しみにしている川 

      

 

  

  

 

たつの市の高級レザーで干支を作ります。 

 

 

 

 

 

 

～わかあゆ学級の取り組み～ 
 

10月 15日にわかあゆ学級の保護者に講師をして

いただき、「川西のことをもっと知ろう！」～お話

とフィールドワークを通して～と題して学習をし

ました。昔の川西の分村運動について簡単に紙芝居

で学習した後、フィールドワークで西誓寺の境内と

お寺を見学し、神社と橋も見学しました。昔は今あ

る 2つの橋の真ん中に古い橋がかかっていたことや、

昔の川はよく氾濫していたので河川改修が進み、堤

防が新しくなったこと等聞きました。実際に古い橋

があった場所も確認しました。 

 

 

 

 

こんにゃく作り教室の案内（西紀南まち協共催） 

 西紀南まちづくり協議会と共催でこんにゃ

く作り教室を開催します。写真のような、

大きなこんにゃく芋を使って、こんにゃく

を作ります。市販されているこんにゃくと

は、全く違う歯ごたえと風味でとても美味

しいです。 

 と  き：12月 11日（金） 9時 30分～ 

 場 所：西紀ふれあい館調理室 

 講 師：小林廣子さん 

 材料費：400円 

 持ち物：エプロン・三角巾・マスク 

厚手ゴム手袋 

 締切り：12月 3日（木）午後 5時まで 

＊ミキサーにかけたこんにゃく芋を混ぜる

作業は、かなり熱いので、厚手のゴム手袋を

用意してください。 

＊その他：10:30～11：30 避難訓練と消火

訓練を行います。 

     訓練への参加をお願いします。 

                 

料理教室の案内（西紀南まち協と共催） 

西紀南まち協と共催で料理教室を開催し

ます。お正月に向けておめでたい料理を

作ります。 

皆さんの参加をお待ちしています。 

☆と き：12月 17日（木）9時 30分～ 

☆場 所：西紀ふれあい館調理室 

☆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 

☆締切り：12月 10日（木）午後 5時まで 

 

 

 ＊＊12月の教室とサロン＊＊ 
＊成人書道教室（月謝 1500 円）  

2 日（水）・16 日（水） 14：00～ 

＊子ども書道教室（月謝 1000 円） 

1 日（火）・15 日（火） 16：00～ 

＊カラオケサロン 17 日（木）13：30～ 

 おやつ代 200 円  

＊かご作りサロン  

21 日（月）13：00～16：00 

材料代 100 円くらいから 

＊ホッとサロン 3 日（木）13：30～              

材料代 200 円・おやつ代 100 円 

今回は臨床美術を川崎昌代さんからご

指導いただきます。 

※各事業、教室については午前 8 時に警報が 

発表されている場合は中止する場合があります。

新型コロナウイルス感染症拡大の状況により中

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。 

 

年末年始休館日のお知らせ 

西紀ふれあい館は年末 12 月 29 日（火）～ 

年始 1 月 3 日（日）まで休館となります。 

ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjZt4XchtXlAhWMzIsBHVVvC78QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.photo-ac.com%2Fmain%2Fsearch%3Fq%3D%25E3%2581%2593%25E3%2582%2593%25E3%2581%25AB%25E3%2582%2583%25E3%2581%258F%25E8%258A%258B%26srt%3Ddlrank&psig=AOvVaw1Mhxt_mrtigojYV5wsz6ax&ust=1573110108756537
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.irasutoya.com/2014/01/blog-post_9137.html&psig=AOvVaw35d_vfLXsUUMURb3eCmNg0&ust=1604367987621000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCCxPXe4uwCFQAAAAAdAAAAABAD


しめなわ作り講習会 

 

と き １２月１４日(月) ９時３０分～ 

ところ 味間ふれあい館(ふれあい交流センター) 

講 師 西田 幸夫さん 

 ご自身で作ったお飾りで、新年を迎える準備をし

ましょう。 

事前申込が必要です。参加費は無料です。参加希

望の方はふれあい館までご連絡ください。当日は寒

い場所での作業となりますので、あたたかい服装で

ご参加ください。 

 

※参加される方は、わら切り用はさみや、ひも等を

ご準備ください。マスクの着用もお願いします。 

 

奉仕作業お世話になりました 

10月 15日、第六福寿会・中野母親クラブのみなさんに草引きや植木の剪定などをお世話になりました。  

児童遊園や館周辺をきれいにしていただき、とてもすっきりしました。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ★★★ 丹南児童館からのお知らせ ★★★ 

12 月の楽しい行事 

12月  3日（木）11:00おはなし広場     12月 10日（木）11:00つくしんぼ広場 

12月 17日（木）11:00つくってあそぼう   12月 24日（木）13:00冬のおたのしみ会 （定員あり） 

12月 25日（金）8:50冬休み子ども教室（定員あり） 

  地域交流冬のおたのしみ会 で楽しい時間をすごしましょう。 

  と き…12月 24日(木) 第１部：幼児向け 13時～14時  第２部：小学生向け 14時 15分～15時 15分 

  ところ…丹南児童館 味間ふれあい館  参加費…子ども１００円  定員各３０人  

 ●申し込み用紙は児童館にあります。         児童館前の木→ 

今回は２部制とし、申込みを受付けます。      マスコットキャラクター 

うんと楽しい時間を過ごしましょう。        「丹（たん）ちゃん」誕生！ 

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

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

------ 

12 月のおしゃべり広場 

 

と き 12月 17日(木) 13 時 30分～  

内 容 クリスマス工作 

参加費 200円 

※12月 14日(月)までに必ず 

お申し込みください。 

 

大正琴教室   11 日・18 日(金)13 時 30 分～ 

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・21 日(月)13 時 15 分～ 

手まりｻｰｸﾙ わ 1 日・15 日(火)10 時～ 

舞踊教室(桜喜会) 3 日・17 日(木)13 時 30 分～ 

ナンプレサークル 5 日(土)・16 日(水)13 時 30 分～ 

グラウンドゴルフ 10 日・24 日(木)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。 

一年の振り返りと新年に向けて 

 

月日の経つのは早いもので、もう一年のしめくく

りの 12月を迎えました。今年は新型コロナウイル

ス感染拡大に始まり、学校の休校、東京オリンピッ

ク・パラリンピックの延期、自粛生活の長期化、新

しい生活様式への転換の中で、感染が収束すること

なく年の瀬を迎えました。 

コロナ禍の中で、正確な情報の収集、人とのつな

がり、思いやりの大切さが再認識された年であった

とも思います。みなさんにとって、この一年はどん

な一年だったでしょうか。この一年の振り返りにも

少し時間をとり、来年が今年よりも充実したよい年

になるよう振り返りを生かしていきたいものです。 

 

よ
ろ
し
く
！ 

年末年始、12月29日から1月3日まで休館します。 



ラク☆楽☆うまいなサロン 
 

・日 時 １２月２４日（木） 

（午前の部）午前９時３０分から 12 時頃 

（午後の部）午後 1 時 30 分から午後 4 時頃 

・場 所 古市ふれあい館 

・内 容 豚まん作り 

・材料費 実費（６00 円程度） 

・持ち物 エプロン、三角巾、マスク 

・講 師 小林廣子さん 

・募集人数 午前８名・午後８名 

・申込締切日 １２月１７日（木） 

 

 

 

 

 

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@city.sasayama.hyogo.jp 

               

               

               

 

 

 

 

 

かごサロン  
・日 時 1２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 
 

・日 時 １２月１８日(金) 

午後１時 30 分から午後３時 30 分 

・場 所 初田公民館  

・伴奏者 （アコーディオン）前川 龍雄さん 

（ギター）        井上 博さん 

※ 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。 
 

 

サロン等のお申込みについて（お願い）・・・ 

コロナウイルス感染症の拡大を防止するために、古

市ふれあい館では、サロン等の参加に人数制限を設

けており、ご迷惑をおかけしています。 

●ラク☆楽☆うまいなサロンは、原則として第 3 木

曜日開催としております。 

●その他、ふれあい館が主催となって開催する教室

等につきまして、申し込み受付日を、毎月 28 日か

らとさせていただきますので、よろしくお願いしま

す。（28 日が土、日、祝日の場合は次の月曜日から） 

 

クリスマスケーキを作ろう！ 
 

女性交流学級と合同子ども会の合同事業と

して、クリスマスケーキ作り教室を開催し

ます。 

・日 時 12 月 19 日（土） 

     午前 9 時 30 分から 12 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 

     持ち帰り容器  

・講 師 大江与吏子さん 

・募集人数 ８名 

・申込締切日 12 月 11 日（金） 

年末年始休館日のお知らせ 

古市ふれあい館は・・・ 

12 月 29 日（火）～1 月 3 日（日）

まで休館となります。 

ご迷惑をおかけしますがよろしくお

願いします。 

キムチ作り教室のお知らせ 

古市ふれあい館女性交流学級  

古市まちづくり協議会共催事業 

 

日 時 １２月９日（水） ９時３０分～ 

場 所 古市コミュティー消防センター 

講 師 上田 恵さん 

材料費 1000 円程度（当日集金） 

持ち物 エプロン、三角巾、持帰り用容器、 

ゴム手袋、白菜の塩漬け 1/4 株４つ 

募集人数 １２名 

申込み １１月３０日（月）までに、電話又

はファクスでふれあい館または古市

コミセン（595-1085）まで連絡願

います。 
※今回は、一品料理はなくキムチ作りのみとな

ります 

白菜の塩漬けは 

古市ふれあい館

だより 11 月号

をご覧ください 

 


