
 

 

 

 

 

 

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今

年度の運営方針や事業計画についてご協議いただきました。 

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。 

 新型コロナウイルスによる感染防止に十分注意を払い、3 密にならないよ

う対処しながら各種事業に取り組んでいきます。不安を感じられることがあ

りましたら、ご遠慮なさらずにどんどん教えてください。できる限りご希望

に添えるように考えていきたいと思っています。 

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。 

 

 

令和元年度は、丹波篠山市誕生と市制 20 周年の年でした。それを記念して、人権推進

課では人権啓発標語の募集を行いました。募集にあたり、「小学１～3 年生の部」「小学 4

～6 年生の部」「中学生の部」「高校生の部」「一般の部」と５部門に分けました。これから

毎月それぞれの部の最優秀賞と優秀賞を紹介していきます。 

日常生活の中の何気ないことばや行いが、他人を傷つけることがあります。そんなつも

りで言ったりしたりしたのではなくても、傷ついた心はなかなか快復しません。相手の心

に思いを馳せる、痛みを想像するということを常に心がけたいものです。 

小学１～３年生の部 

 最優秀賞 「かがやこう じぶんのいろに なりたいよ」 

 優 秀 賞 「ともだちと いっしょにわらった たのしいな」 

   〃   「ケンカして ごめんねいったら なかなおり」 

 

 

 

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 

令和 2(2020)年６月１９日発行 



 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                        

                            

                           

 

                         

                         

                          

                         

 

                        

 

 

伝承料理を楽しみましょう 

コロナ緊急事態宣言が解除されて、久し

ぶりに料理教室を開催できるようになり

ました。手洗いやマスク着用を心がけてい

ただきながら、丹波篠山に古くから伝わっ

てきているおいしいごちそうを習います。 

 

＊調理室にもエアコンが設置されました。 

熱中症の心配なく調理していただけます。 

 

日時 7 月 16 日（木） 10 時から 

講師 田中のぶ子さん 

内容 夏の郷土料理 

参加費 600 円程度 

申込 7 月 14 日（火） 

   17 時まで 

防火講習会を行います 

 日ごろからご利用いただいているふれあ

い館で、もしも火事になったら？ 

もしもの時に慌てずに避難できるように

講習会を行います。 

消防本部職員から、非常ベルや消防設備

の使い方などを指導してもらいますので、

皆様のご参加をお待ちしています。 

 

日時 ７月 13 日（月） 11 時から 

講師 丹波篠山市消防本部職員 

内容 ふれあい館の消防設備の説明・ 

   消火器の使い方 

申込 不要 

＊ 同 時 刻 に か ご 

サロンを開催し

ていますが、ご参

加くださいます

ようお願いしま

す。 

 

熱中症予防～食べ物で予防 

 つい最近まで「寒い寒い」と言ってい

たのに、今度は「暑い暑い」という季節

になりました。熱中症が心配です。 

熱中症に効く成分と食べ物は👇👇👇 

【カリウム】ほうれん草・ひじき・じゃがい

も・バナナ 

不足すると、細胞内の脱水症状が起こり

ます。 

【ビタミン B1】豚肉・大豆・のり 

疲れにくい体作りに役立ちます。 

【クエン酸】梅干し・レモン・酢 

疲労回復の効果があります。 

 

のどの渇きを感じなくても、こまめに水

分と塩分を補給しましょう！ 

夏こそ野菜たっぷりのお味噌汁！カリウ

ムと塩分が補給できます。 

 

7月のサロン 

＊カラオケサロン  

 7 月 9 日（木） 席の間隔をあけて歌いま

しょう。 

 

＊コミュマサロン 

 7 月の第 4 金曜日は祝日 

のためお休みします。 

 

＊かごサロン 

 開館日の毎週月曜日 午前 10時から午後

4 時まで。 

  

 



 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 

                              

【令和 2 年度「熱中症予防行動」】 

 新型コロナウィルス感染防止のポイントについて環境省・厚生労働省から発表がありました。 

1.暑さを避ける。(エアコンを利用するなど、部屋の温度を調整する。) 

2.こまめに水分を補給する。(のどが渇く前に水分補給。1 日 1.2リットルを目安に。 

大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに。) 

3.健康管理。(体調が悪いと感じた時は、無理せず静養。)  

4.暑さに備えた体作り。(暑くなり始めの時期から適度な運動を。) 

※これに加え今までの常識と反して、「適宜マスクをはずしましょう」が加わりました。(気温・

湿度の高い中でのマスク着用は要注意。屋外で 2メートル以上の距離を確保できる場合は、マスクを

はずしても良い。マスクを着用している時は、負荷のかかる作業や運動を避け、周囲の人との距離を

十分にとった上で、適宜マスクをはずして休憩をとる)と。「新しい生活様式」が求められています。 

手洗い、うがいは当然のことながら、夏の対策にもこれからは、注意しなければなりません。 

 日置ふれあい館も、「体操教室」をはじめ「かご作り」を始めました。 

以前のように皆が笑顔で集える場となるよう新型コロナウィルスに対する正しい知識を学び、注意

しながら運営していきたいと思います。 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪７月のサロンほか≫ 

〇体操教室 

 〇日 時 ７月 9 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 

 ・持ち物 飲み物は、各自お持ちいただきますようお願いします。 

 〇日 時 7 月 16日(木)  午前 9 時 30分～ 

 ・講 師 中村和泉指導員 

 ・場 所 日置ふれあい館 2 階大会議室 

・持ち物 飲み物は、各自お持ちいただきますようお願いします。 

〇めだかの学校 

 ・日 時 ７月 16 日（木）10 時 30分～ 

・場 所 2 階大会議室 

・内 容 色画用紙で風鈴を作ろう！ 

 ・材料費 200 円 

 ・締切日 準備がありますので７月１3日（月）までに申込んでください。 

  ☎556-2850(西 由利子・中村 和泉) 

〇かご作り  

  今回は、６月に引き続きオーバルバスケットを作ります。 

他の作品を作りたい方は、レシピをご準備くださいね♪ 

・日 時 7 月 27 日(月) 午前 10時から午後 4 時 

・講 師 久保田 幸さん 

・場 所 日置ふれあい館 

・材料費 120 円～350 円程度  

・持ち物 はさみ・ボンド・洗濯ばさみ 

・締切日 7 月 20 日(月)  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、新型コロナウィルス感染症の拡大状況により中止 

する事がありますが、ご了承ください。 



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。 

事前に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（7 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  

 

ふれあい館では体験型人権学習活動（解放学級）の支援をしています。 

解放学級は身近な生活の中にある差別や不合理を見抜く力を培い、それを解決しようとす

る意欲や実践力を身につけることを目的としています。また、交流を通じた仲間づくりに

も取り組んでいます。西紀ふれあい館では、わかあゆ学級（小学校）、やまなみ学級（中学

校）の支援をしています。 

 

 ＊＊4月の教室とサロン＊＊    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
毎年楽しみにしている川 

      

 

  

ｓます。 

 

  

☆タレ作り教室の案内（西紀南まち協共催） 

今年は甘口と辛口の２種類のタレを作り

ます。今年は同じ内容で２日間開催します。 

と き：7月 9日（木）、7月 10日（金） 

両日とも午前 9時 30分～12時。 

ところ：西紀ふれあい館 

講 師：小林廣子さん 

費 用：500円（当日集金します） 

持ち物：エプロン・三角巾・マスク 

※容器は西紀南まち協で準備して頂きます。 

申 込：7月 2日（木）午後５時までに 

お願いします。 

その他：参加希望日を連絡ください 

 
☆お菓子作り教室の案内 
 今回は爽やかで冷たいお菓子を作りたい

と思います。何を作るのか楽しみにしていて

ください。 

と き：7月 17日（金） 

午前 9時 30分から 11時 30分まで 

ところ：西紀ふれあい館 

講 師：大江 与吏子さん 

費 用：600円程度 

持ち物：エプロン・三角巾・マスク・持ち帰

り用の容器 

申 込：7月 10日（金）午後 5時までに 

お願いします 

  
                

＊＊7月の教室とサロン＊＊ 

＊成人書道教室（月謝 1500円）  

1日（水）・15日（水） 14：00～ 

＊子ども書道教室（月謝 1000円） 

7日（火）・21日（火） 16：00～ 

＊カラオケサロン 16日（木）13：30～ 

 おやつ代 200円  

＊かご作りサロン 27日（月） 

10：00～16：00 

材料代 100円くらいから 

＊ホッとサロン ２日（木）13：30～              

材料代 200円・おやつ代 100円 

今回は園芸療法士植西惠子さんから

指導いただきます。 

毎年楽しみにしている川西納涼祭です

が今年は中止になりました。大変残念で

すが来年の開催を楽しみにご理解をお願

いします。                        

        

 



 

 

 

 

 

  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹南児童館より新しいおもちゃや絵本が入りました。畑のサツマイモ苗が育っていた

り、アジサイの花が咲いていたり、館内外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を予定しています。 

７月  2日（木）11:00おはなし広場         ７月  9日（木）11:00つくしんぼ広場  

７月 16日（木）11:00つくってあそぼう…※少人数の申込制です 

７月 30日（木）11:00 うたってあそぼう♪…場所：味間ふれあい館 大会議室 

 ［お知らせ］  

(1) ７月の夏まつり、子ども日帰りキャンプは、今年度は中止にします。 

    (2) 夏休み子ども教室 １回目：８月 11・12日、２回目：８月 18・19日（いずれも火水曜、どちらか 

    ２日間参加）を計画しています。案内チラシは７月初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りますように。 

♡ 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：内藤芳明・中道唯公美・酒井道子 - 

大正琴教室     10 日・31 日(金)13 時 30 分～ 

茶道教室       3 日・17 日(金)19 時 30 分～ 

パソコンサークル   3 日・17 日(金)13 時 30 分～ 

３Ｂ体操      13 日・27 日(月)13 時 15 分～ 

手まりサークル    7 日・21 日(火)10 時～ 

舞踊教室(桜喜会)   2 日・16 日(木)13 時 30 分～ 

(丹南音頭保存会)    6 日(月)13 時 30 分～ 

ナンプレサークル  4 日(土)・15(水)13 時 30 分～ 

グラウンドゴルフ  9 日(木)９時～ 

フォークダンス   3・10・17・31 日(金)13 時 30 分～ 

健康料理教室    28 日(火)10 時～ 

 

 

思いやりの心 
 5月下旬のことです。小学生女子 3人がふれあ

い館に自転車をとめて、徒歩でどこかへ行こうと

していたので声をかけました。「どこへ行くん？」

「友達の家です。」「自転車で行かへんの？」「○○

ちゃんの自転車のタイヤの空気が減ってて運転し

にくいから、3人とも歩いていくねん。」とのこと。  

3人にとっては当たり前の行動だったかもしれ

ませんが、友達のことを思いやり、行動に移す姿

に心がほっこりとなりました。 

 こんな気持ちが、社会いっぱいに広がればいい

なと思いました。 

7 月のおしゃべり広場 

と き 7 月 30 日(木)  

13 時 30 分～  

内 容 簡単工作♪ 

（折り紙でうちわ作り） 

参加費 200 円 

7月 28日(火)までにお申し込み 

ください。マスクの着用をお願いします。 

 

人権研修会のお知らせ 7 月 27 日(月) 

兵庫県人権啓発協会(201２年作成)のビデオ

「ほんとの空」を活用しての研修会です。 

誤解や偏見に気付き、人と深く向き合うこと、

他者の気持ちを我がこととして思うこと、すべて

の人権課題を自分に関わることとしてとらえ、日

常生活につなげていくことの大切さが学べるビ

デオです。当日は、助言者として、丹波篠山市人

権推進課人権教育指導員も参加します。 

日時 7月 27日(月) 10時～11時 30分 

※事前申し込みは不要です。 

 マスクの着用をお願いします。 



 

レンジでチンするだけ

の簡単レシピ！ 

作ってみてね♪ 

 

 

 

 

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  

 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 ７月２１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 実費 

持ち物 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。 

 

【寄ってこ会】始めます 
 

そこに行けば誰かがいる！ 

今日は誰が来てるかな？ 

ちょっと『寄ってこか』！ 

お茶を飲みながらおしゃべりができたり、困

っていることの相談もできる 

たまには、体を動かしたり、ゲームをしてみ

たり・・・みんなで楽しく過ごしましょう！ 

多くの方のご参加をお待ちしています 

 

日 時 7 月 17 日(金) 

午後１時 30分から午後３時30分 

場 所 第 1 回目 古市ふれあい館  

※場所は牛ケ瀬、犬飼、初田と順に回ってい

きます 

※ 自分の好きなお茶やお菓子を持ってきて

くださいね 

超簡単！『新玉ねぎのレンジ丸蒸し』 

材料 2 人分 

・新玉ねぎ          ２個 

・かつお削り節        適量 

・貝割れ菜、スプラウトなど  適量 

〈調味料〉 

 ●濃口醬油       大さじ 2 杯 

 ●みりん         大さじ 1 杯 

 ●バター              小さじ 1 杯 

  ※ ●が濃いければだし汁又は水を少 

し入れて調節する 

 

※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。 

 

 

『焼肉のタレと２種類のドレッシン

グ』作り！  
 

日 時 ７月 1６日（木）10 時から１２時 

場 所  古市ふれあい館  

材料費 実費（６00 円程度） 

持ち物 エプロン、三角巾 

    （持ち帰り容器は館で準備します） 

講 師 小林廣子さん 

申込締切日 7 月９日（木） 

 

 

 

〈作り方〉 

1.新玉ねぎは上下を切り落として皮をむき、

上面に１㎝程度の切り込みを十字に入れる 

2.①を皿に乗せ、フワッとラップをかけてレ

ンジで 10 分程度加熱します 

（玉ねぎ１個に付き 600W のレンジ 5～7

分） 

3.●を煮立てて味をみて、濃いければだし汁

か水少々で割ります 

4.玉ねぎが柔らかくなったら③のタレをか

け、削り節、貝割れ菜などを天盛にします 

     

 


