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男女が互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性
と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の形成に向け、「男女共同参画社会基本
法」（平成 11 年 6 月 23 日法律第 78 号）の交付・施行日
である 6 月 23 日から 29 日までの 1 週間を「男女共同参
画週間」として、目的や基本理念について理解を深めること
をめざしています。
男性も女性もお互いに相手を尊重しつつ、職場で、学校で、
地域で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画
社会」を実現するためには、政府や地方公共団体だけでなく
私たち一人ひとりの取組が必要です。
令和 2 年度「男女共同参画週間」キャッチフレーズ

(内閣府男女共同参画局ホームページより引用)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため家庭で過ごす時間
が長くなりました。この機会に家族が家庭内でどのような家事
や役割を担っているのか再確認し、もしも一人に偏っているよう
でしたら、夫婦で、親子で話し合いをしてみませんか。今までし
たことがないからしないのではなく試してしてみてください。自
分でも気づかなかった能力を発見できるかもしれません。
一人一人が自分にできることをすることで子
どもの自立を促し、高齢者も充実した生活を感
じることができるのではないでしょうか。このような身近な取組によってみんなで
喜びを感じあえる社会につながっていくよう願っています。
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窓を開けましょう
ふと窓の外を見ると、田んぼには水面一
面に、早苗が明るい陽を受けてキラキラと
まぶしいです。丹波篠山が一番きれいな表
情を見せてくれる季節だと感じます。
換気も兼ねて窓を開けてみましょう。
そこで、気になるのが窓の汚れです。い
つかやろうと先延ばしにしていた窓ふき、
この機会にやりませんか？きれいになった
窓を開けると、さわやかな風が部屋に取り
込めて心も体も元気になりますよ。
☆窓枠のお掃除のポイントと道具
① 竹べらまたは割りばしと雑巾を用意し
ます。
② 竹べらの先に雑巾を巻き付けます。
③ 窓枠を拭きます。（カメムシや越冬して
いる虫は掃除機で吸い取ります）

免疫力を高めて元気な暮らしを
☆免疫力を高める食材ランキング
1 位、納豆
3 位、きのこ
5 位、かぼちゃ

2 位、ヨーグルト
4 位、味噌

ほかにも、発酵食品、
はちみつ、バナナ、
ニンニク、キムチ、
漬物、生姜、玉ねぎなども免疫力アップに
つながるようです。

6 月のサロン
新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、カラオケサロンと、コミュマサロン
はしばらくお休みします。
かごサロンについては、席を離れて座る
ことと、マスクを着用、近くに寄って会話
をしないように気を付けながら実施しま
す。
無理のないところでご参加ください。お
茶などの飲み物も、各自で用意してくださ
い。（新型コロナウイルスの感染状況によ
り、中止になることもあります）

新型コロナウイルスの３つの顔
～負のスパイラルを断ち切るために～
この感染症は、“３つの顔”を持っており、
これらが“負のスパイラル”としてつながる
ことで、更なる感染の拡大につながってい
ます。
第１の感染症は「病気そのもの」
第２の感染症は「不安と恐れ」
第３の感染症は「嫌悪・偏見・差別」

第 3 の感染症によって、PCR 検査を恐れ、
病気の発見ができなくなることで、患者の
増大に拍車をかけます。
見えない敵への不安や恐れは人間の生き
延びようとする本能を刺激しますが、自分
の安全や健康の為に必要なことを見極めま
しょう。
そして、それぞれの立場でできることを
行い、みなが一つになって負のスパイラル
を断ち切りましょう。
参考：日本赤十字社ホームページ

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・中村和泉

暑くなりましたね。コロナウィルス対策に加え、熱中症対策にも力を注がないといけな
い時期になりました。５月の「めだかの学校・簡単お菓子作り」が中止となりましたが、
皆さんと楽しくクッキングしようとしていたレシピをご紹介します。甘酒は体に良いとい
っても糖分が多いので摂り過ぎには注意です。1 日 200ml と言われています。おなじみ
の飲む点滴「甘酒の水ようかん」です。

甘酒水ようかん
材料 甘酒
190ml
粉ゼラチン
5ｇ
こしあん
160ｇ
1.鍋に甘酒・粉ゼラチンを入れ、弱火で温めゼラチンを溶かします。
鍋を一度火からおろし、こしあんを加え混ぜ合わせる。
2.こしあんがなじんだらもう一度鍋を中火にかけ、ふつふつしたら火
を止める。
3.粗熱をとって型に【2】を流し入れ冷蔵庫で冷やし固めたら出来上がり。
※カップに入れて生クリーム・ハートのクッキーを添えたら可愛くでき
ました。

体操教室
６月 11 日(木) 午前 9 時 30 分～

指導は、木戸先生です。

6 月 25 日(木) 午前 9 時 30 分～

指導は、中村指導員です。

※組体操はしません。

グラウンドゴルフ
６月 9 日(火)、６月 23 日(火) 西荘グラウンド
※６月から９月まで９時 30 分から始めます。ご注意ください。

かご作り
６月 22 日(月)10 時から 3 密防ぐため全館で行います。
４月からご案内しているオーバルバスケットを作ります。
講 師
久保田 幸さん
材料費
350 円程度
★コロナウィルス感染拡大の状況により中止する事もあります。ふれあい館にお問い合わ
せください。飲み物・タオル・マスクなどはお持ちくださいますようお願いします。

西紀ふれあい館だより
水無月号（6 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

６月といえば梅雨入りですが花をたくさん見ることのできる時期です。６月の花と言え
ばアジサイ、クチナシ、ドクダミ、ヤマボウシ、ラベンダー、クレマチス等々たくさんあ
ります。西紀ふれあい館の花壇もポーチュラカを植える予定です。
後半には二十四節気の「夏至」を迎え、１年でもっとも昼間の時間が長く
夜が短い期間です。植物の生長するエネルギーがとても高い時期です。
今年の夏は全国的に気温は平年並みか高い予想で、梅雨時は蒸し暑く、盛夏は強い日差
しが照り付け、厳しい暑さの日が多いとのことです。暑さ対策が必要となってきますね。

☆健康料理教室の案内
＊＊4 月の教室とサロン＊＊
新玉ねぎ、ジャガイモ等の旬の食材を使

＊＊6 月の教室とサロン＊＊

って作りましょう！
と き：6 月 26 日（金）
午前 9 時 30 分から 12 時 30 分まで
ところ：西紀ふれあい館
講 師：本荘賀寿美さん
費 用：500 円（当日集金します）

＊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）
６月から再開します。
２日（火）・16 日（火） 16：00～
＊カラオケサロン 18 日（木）13：30～

持ち物：エプロン・三角巾・マスク
申 込：6 月 19 日（金）午後５時までに
お願いします。

おやつ代 200 円
＊かご作りサロン 22 日（月）
10：00～16：00
材料代 100 円くらいから
＊ホッとサロン ４日（木）13：30～
材料代 200 円・おやつ代 100 円
今回は川崎昌代さんから臨床美術を
指導いただきます。

☆介護予防教室の案内
今回は認知症との付き合い方についての
お話を聞きます。
と き ：6 月 26 日（金）
午後 1 時 30 分から 3 時 00 分まで
ところ：西紀ふれあい館
講 師：キャラバン・メイト
（認知症サポーターを育成するための研修を受
講した講師です。
）

費 用：なし
ｓます。
申 込：事前申し込みは
不要です。

コロナ対策の３密対策を取りながら
十分に換気を行い、手洗い消毒を勧奨し
ながら事業、教室を開催します。
各事業、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
また、コロナウイルス感染症の拡大の状況
により中止することもあります。ふれあい館
にお問い合わせください。

丹波篠山市中野 28

電話 (079)594-1003/ FAX

(079)594-1079

担当：内藤芳明・中道唯公美・酒井道子

お気軽にご相談ください

高齢者等福祉サービスについての学習会

新型コロナウイルスによる非常事態の一日も早
い解除が待たれる今日この頃ですが、ふれあい館で
は開館を続け、状況を見ながら事業を行っていると
ころです。ふれあい館では、人権に関わる相談や生
活上の各種相談についても、各関係機関と連絡をと
りながら、対応させていただいています。

丹波篠山市が実施している高齢者福祉
サービスについて、市の担当者が丁寧に
具体的に説明してくださいます。
私たちが利用できるサービスや制度に
ついて学ぶいい機会です。質問もお受け
しますので、是非おこしください。

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。
訪問活動も随時、行っております。

日時 6 月 29 日（月）10 時 30 分～
講師 丹波篠山市長寿福祉課職員
※ 事前申し込みは不要です。

相談日…月～金

9 時～17 時（年末年始祝日を除く）

大正琴教室
茶道教室

5 日(金)・19 日(金) 19 時 30 分～

パソコン教室

6 月はお休みです。

３Ｂ体操

1 日(月)・15 日(月) 13 時 15 分～

手まりｻｰｸﾙ

6 月はお休みです。

舞踊（桜喜会）

4 日(木)・18 日(木) 13 時 30 分～

(丹南音頭保存会)

１日(月) 13 時 30 分～

ナンプレ(数独)サークル

６日(土)・17(水) 13 時 30 分～

グラウンドゴルフ

６月のおしゃべり広場

12 日(金)・26 日(金) 13 時～

日
内

参加費

新型コロナウイルスの感染状況や気
象警報の発表によって、事業を中止す
ることもあります。ふれあい館までお
問い合わせください。

10 時～

丹南児童館より

200 円（飲み物・材料代）

※

11 日(木)・25 日(木) 13 時 30 分～
30 日(火)

6 月 25 日(木)13 時 30 分～
簡単工作（タイルクラフト)
コースターを作ろう♪

６月 22 日(月)までにお申し込みください。

フォークダンス 5・12・19・26 日(金)13 時 30 分～
健康料理教室

時
容

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）

感染予防の観点から、手洗い、咳エチケット（マスク着用等）のご協力をお願いします。

※

開館時間

９：００～17：００

※

利 用 者

０才～１８才までの児童、およびその保護者の方など

【今月の行事予定】
６月

４日（木）11:00 おはなし広場

６月 17 日（水）10:00 ほっとママ広場 （布ぞうり作り）※

６月 11 日（木）11:00 つくしんぼ広場
６月 18 日（木）11:00 つくってあそぼう※

６月 24 日（水）10:00 ほっとママ広場 （布ぞうり作り 2 回目）※
６月 25 日（木）11:00 うたってあそぼう♪…かえるのうた、あまつぶりんダンスなど♪

場所：児童遊園

※少人数の申込制です。詳しくは児童館にお問い合わせください。
※５月のつくしんぼ広場の動画は、YouTube でご覧になれます。「つくしんぼ広場 動画 ユーチューブ」で検索！

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

見た目は地味だけど
とっても美味しいよ！
作ってみてね♪

『新じゃがのごま味噌バターあえ』
材料

2 人分
・新じゃがいも 5～6 個（300ｇ）
〈調味料〉
・バター
10ｇ
・味噌、すり白ごま 各大さじ 1
・砂糖
小さじ 1
〈作り方〉
1.新じゃがいもはよく洗い半分に切る
2.耐熱ボールに切ったじゃがいもを重なら
ないように並べ、ふんわりとラップをか
け、電子レンジ 600W で約 6 分加熱
3.じゃがいもに竹串が通るようになったら、
ペーパータオルで余分な水分を拭き取る
4.熱いうちに調味料を加え、フォークなどで
軽く潰しながら、混ぜ合わせるたら出来上
がり
5.器に盛って、お召し上がりください

『脳トレ』しましょう会
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のた
め、自宅待機などで家の中で引きこもってい
ませんか？
脳をさび付かせていませんか？
皆さんと一緒に「脳トレ」をして元気になり
たいと思います。
日

時 6 月 19 日（金）10 時から１２時

場

所 古市ふれあい館 ２階大会議室

※ 事前申し込みは不要です。

かごサロン
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
講 師
材料費
持ち物

6 月 1６日(火) 10 時から 16 時
白井悦子さん、佐藤由紀恵さん
実費
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。

健康教室
～認知症についてのお話し～
最近ちょっと物忘れがひどくなったなあ・・
と感じることはありませんか？
もしかして「認知症」かも・・とお悩みの方
はおられませんか？
認知症の病気の理解や、認知症のある方への
接し方、早めに気づく方法などについて学習
します。
多くの方のご参加をお待ちしています。
日
場
講

時
所
師

6 月 26 日(金)10 時から 12 時
古市ふれあい館 ２階大会議室
丹波篠山市役所長寿福祉課職員

※ 事前申し込みは不要です。

※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。
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。

