令和 2(2020)年 3 月 19 日発行

特定の国の出身者であること又はその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとした
り危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動が、一般に「ヘイトスピーチ」と呼ばれています。
例えば
（１） 特定の民族や国籍の人々を、合理的な理由なく、一律に排除・排斥することをあおりたてるもの
（「○○人は出て行け」、「祖国へ帰れ」など）
（２）

特定の民族や国籍に属する人々に対して危害を加えようとするもの
（「○○人は殺せ」、「○○人は海に投げ込め」など）
（３） 特定の国や地域の出身である人を、著しく見下すような内容のもの
(特定の国の出身者を、差別的な意味合いで昆虫や動物に例えるものなど)
などは、当事者はもちろんのことそれを見聞きした方々にも、悲しみや恐怖、絶望感などを抱かせるも
のであり、決してあってはならないものです。
もし自分が外国に暮らしていて、このような言動を浴びせられたら・・・・どうでしょう？
自分に置き換えて考えてみてください。人の心の痛みを想像するということが差別をな
くしていく第一歩になるのではないでしょうか。
同じ国に暮らす者同士、排除ではなくお互いに理解を深めるために、声を掛け合いな
がらつながりを築いていくことができたら、誰もが安心できる住みよい社会になることと思
います。
（法務省のホームページより引用）
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ところ
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令和２年４月２８日(火) 午後７時３０分～９時(予定)
四季の森生涯学習センター 西館 多目的ホール
「外国人の人権～違いを認め合い、仲間として共に生きていくために～」
パネルディスカッション
当事者、自治会、学校、企業、国際理解センターのそれぞれの立場から課題や現状、
これからめざしていくことなどについてお話いただきます
※ 託児有り(要申込・下記人権推進課へ 4 月 27 日までに年齢・お名前等お知ら
せください)
※ 手話通訳・要約筆記有り、参加申込不要

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

新年度がはじまります。

すぐできる！時短レシピ

3 月には、卒業式や職場の異動などで、親

これからの季節は、仕事や農作業などが

しくお付き合いしていた人たちとの寂しい
別れが有ります。
そして 4 月になると入学式や新しい職場
など、今までとは違う新しい暮らしが始ま
り、気持ちも身体的にも忙しくなります。
畑ふれあい館の事業も 3 月末で一区切り

大変忙しくなります。そんな忙しい毎日の
食事作りに役立つ時短レシピを教えてもら
います。

となります。館の運営にご協力いただきあ
りがとうございました。
4 月以降も福祉の向上や人権啓発のため
の住民交流の拠点となる「開かれたコミュ
ニティセンター」として運営していきます
ので、皆様のご利用をお待ちしています。

講師：本荘賀寿美さん
参加費：500 円程度
締め切り：4 月 20 日（月）午後 4 時

とき：4 月 23 日（木）
午前 9 時半から

また、館運営についてご意見やご要望が
ございましたらお聞かせくださいますよ
う、よろしくお願いします。

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。

4 月のサロン（サロンで健康増進！）
＊カラオケサロン 9 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）
懐かしい歌や演歌がふれあい館に響いて、楽しい気持ちになります。
「歌うことが苦手でも聞くことは好き！」な人も大歓迎です。ぜひ遊び
にきてください♪ ☆歌うと「幸せホルモン」が出るようです。
＊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

皆さん、すごく素敵な作品を作っておられます。
出来上がった作品を他の人が見て、
「教えて～」と。皆さんが教えられたり教えたりしながら、
和気あいあいと楽しまれています。
☆手芸は、リラックス効果と、心を落ち着かせる効果が有ります。
＊コミュマサロン

24 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）

開始当初はたわしほどの大きさの麻雀牌を使っていましたが、「大きくて手首が痛い、全体を
見にくい」という声が多く、最近では通常の大きさの牌でゲームをされています。
ルールをよくご存知の人とペアになって対戦するので、初心者でも楽しめます。
☆麻雀は、脳の活性化と、認知症予防に抜群の効果が有ります。

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

AED の講習会を開催しました
丹波篠山市消防本部の職員の方にお世話になり、心肺蘇生法と胸骨圧迫
（心臓マッサージ）の方法、AED の使用手順などを習いました。
実際にやってみると、1 分間に 100～120 回の速いテンポで絶え間なく
30 回圧迫・・・人工呼吸での気道の確保・・・はとても難しく、参加者
の方からは、「やってる間にこっちが倒れそうになるわ！」との声・・・
笑いが起きる場面もあり、とても和やかな講習会となりました。

★募集しています★

ふれあい館では、皆様からの「声」を募集しています
「こんな事もしてほしいな～」のご意見をお待ちしています

ふれあい館では・・・
地域コミュニティの活性化につながる事業とし
て、皆さまのお声を大切にしながら、下記のよう
なサロンを実施しています。
老若男女問わず、どなたでもいつからでも、参
加していただけます。

大勢の方の参加をお待ちしています。
≪歌声サロン≫
○実施日…毎月第１木曜日
○時 間…午後１時３０分～午後４時頃まで
○参加費…１００円（お茶やお菓子代です）
※聞くだけでもいいですよ

≪かご作り≫
○実施日…毎月第４月曜日
○時 間…午前１０時～午後４時までの間で都合
の良い時間に来てください
○材料代は実費です

≪４月のサロン≫
○歌声サロン
・日 時 ４月２日（木）午後１時３０分～
・参加費 １００円
○かご作り
・日 時 ４月２７日（月）
午前１０時～
・内 容 オーバルバスケット
・参加費 １２０円～３５０円程度
（選ぶ紐によって値段が変わります）
・持ち物 はさみ、ボンド、洗濯ばさみ
・申込締切日 ４月１３日（月）
○めだかの学校
・日 時 ４月１６日（木）午前９時３０分～
・内 容 ジャム作り
・参加費 実費（５００円程度）
・持ち物 エプロン、三角巾
・講 師 小林廣子さん
・締切日 ４月６日（月）

≪わいわいサロン≫
○実施日…隔月で第３木曜日又は第４木曜日
○時 間…午前９時３０分～約２時間程度
○参加費…実費

かご作り参加者の方より

≪めだかの学校≫高齢者の居場所づくり
○実施日…隔月で第３木曜日又は第４木曜日
※毎週木曜日は館を開放しています(自由に来てね)
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。

プリザーブドフラワーとクラフトの
紐を使って・・・春の玄関飾り

西紀ふれあい館だより
卯

地域の皆様、関係機関の皆様に大変お世

月 号

丹波篠山市川西 70

電話・ファクス 593-0093
山西

よろしくお願いします。

和子・籾井美紀

肉まんと中華ちまきを作りましょう
（西紀南まち協と共催）
手作りの肉まん・中華ちまきはとっても美味しい
ですよ！
と き：4 月 24 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：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
申 込：4 月 17 日（金）午後５時までに
お願いします。

子ども書道教室生募集！
令和 2 年度の子ども書道教室生（幼稚
園児と小学生対象）を募集します。
（年度途中からの参加も受け付けます）
教室の開催日は、第 1・第 2 か第 3 火曜
日の 15 時からです。また、月によっては
変更になることがあります。
月謝は 1000 円、半紙代 100 円
幼稚園児は硬筆です。
（幼稚園児は半紙代は不要です）
4 月の開催日は、7 日(火)、21(火)です。

話になって、数々の事業を行うことができました。
本当にありがとうございました。
本年度も、地域の皆様が集まれる居場所と
なるよう運営していきます。どうぞお気軽にお
立ち寄りください。

＊＊4 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） 15：00～
＊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
今月は園芸療法士植西惠子さんに
苔玉作りを指導いただきます

ふれあい館は今室内ではシクラメン、カラン

ふれあい館をご利用ください。

コエ、ガーベラ、ゼラニウム、屋外ではノース

ふれあい館は、地域社会における福祉の
向上、人権啓発の住民交流の拠点となる施
設です。丹波篠山市が設置・運
営しています。貸館もできます。
ご利用に際しては、事前にふ
れあい館までお問い合わせく
ださい。

ポール、スイートアリッサム、パンジー、シロ
タエギクなどの花が満開です。スイセン、チュ
ーリップも植えています。お花見にお立ち寄り
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

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

文化教養教室の紹介をします

味間ふれあい館では自主活動による多様な文化教養教室が開催されています。新年度を迎えるにあたり、簡
単ですが開設日時をご紹介させていただきます。興味のある方はぜひ一度、味間ふれあい館(594-1003)までお
問い合わせ下さい。
教

室

講

師

開 設 日 時

３Ｂ体操丹南教室

三宅 幸子先生

第 1・3 月曜 13 時 15 分～

舞踊教室(桜喜会)

芦田 喜美子先生

第 1・3 木曜 13 時 30 分～
第 1 月曜 13 時 30 分～

丹南音頭保存会
茶道教室

市嶋 弘昭先生

第 1・3 金曜 19 時 30 分～

大正琴教室

小稲 泰子先生

第 2・4 金曜 13 時 30 分～

パソコン教室

上山 良一先生

第 1・3 金曜 13 時 30 分～
第 1・3 火曜 10 時～

手まりサークル“わ”
健康料理教室

本荘 賀寿美先生

毎月最終火曜 10 時～

ナンプレサークル

上山 良一先生

第 1 土曜 9 時 30 分～・第 3 水曜 13 時 30 分～

フォークダンス

向井 寛先生

毎週金曜 13 時 30 分～

グラウンドゴルフをしています。味間ふれあい館隣接の遊園で、毎月第２・第４木曜に練習をしています。

７月と８月は９時から、その他の月は 13 時 30 分からです。
です。
大正琴教室
です。
茶道教室

10 日(金)・24 日(金)13 時 30 分～
3 日(金)・17 日(金)19 時 30 分～

パソコン教室

3 日(金)・17 日(金)13 時 30 分～

３Ｂ体操

6 日(月)・27 日(月)13 時 15 分～

手まりｻｰｸﾙ

7 日(火)・21 日(火)10 時～

舞踊教室(桜喜会)

２日(木)・16 日(木)13 時 30 分～

(丹南音頭保存会）

6 日(月) 13 時 30 分～

ﾅﾝﾌﾟﾚ(数独)ｻｰｸﾙ

4 日(土) 9 時 30 分～・15 日(水)13 時 30 分～

グラウンドゴルフ

9 日(木)・23 日(木)13 時 30 分～

フォークダンス

3・10・17・24(金)13 時 30 分～

健康料理教室

28 日(火)

４月のおしゃべり広場
と

き 4 月 30 日(木) 13 時 30 分～

内

容 簡単工作(つるし鯉のぼり作り)

参加費 200 円
4 月 27 日(月)までに

必ずお申し込み
ください。

10 時～

丹南児童館から 「みんな またひとつ おおきくなったね おめでとう」
４月は出会いの季節です。児童館でも新しい友だちをたくさんつくって、みんなで楽しく遊びましょう。
４月の楽しい行事
４月

２日（木） おはなし広場

４月 ９日（木） つくしんぼ広場

４月 16 日（木） つくってあそぼう

４月 22 日（水） ほっとママ広場 … かたつむりの形をした小物作り。申込は 4 月 15 日(水)まで
４月 23 日（木） うたってあそぼう♪ … 「チューリップ♪」「あしあしあし」「コロコロたまご♪」ほか
※上記の催しについては ほっとママ広場は 10 時から、それ以外は１１時に始まります！
※年間を通じて幼児には「すなあそび」が人気です。手で砂の感触を感じながら想像力を働かせて遊ぶ砂遊びは、
五感を刺激します。砂場セットも貸し出ししていますので、気軽にお越しください。

.

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

文化教養教室の新規受講者募集、人権・福祉・生活相談等もお気軽に
古市ふれあい館は、地域社会における福祉の向上及び人権啓発における住民の活
動拠点となるコミュニティセンターとして、部落問題をはじめあらゆる人権問題の
解決のための事業を行っています。その活動の一環として、古市ふれあい館では、
年間を通して様々な文化教養教室を開設しています。
古市ふれあい館で開設している文化教養教室は下表のとおりです。
教室に参加して、楽しく交流して親睦を深め、お互いの理解を深めながら心豊か
に暮らしましょう。新規受講者を募集しますので、お申込をお待ちしております。
人権や福祉に関する相談も随時受け付けていますのでお気軽にお声掛けください。
教 室
〔講 師〕

開設日時

会

費

料理教室
〔細見多恵子先生〕

毎月第４月曜日
9:30～12:00

月 1,100 円(食材費含

パッチワーク教室
〔坂萩信子先生〕

毎月第４木曜日
9:30～11:30

半年約 4500 円（材料

パソコン教室
〔遠藤正和先生〕

毎月第１・第２月曜日(講習日)
毎月第３月曜日(復習日)
9:30～11:30

１回 500 円(月 1,000

お菓子づくり教室
〔宮本芙美子先生〕

毎月第 2 木曜日
9:00～12:00

毎月 500 円(６カ月分前

む、６カ月毎に集金)
実費６カ月前納）
円

６カ月前納)

新規募集
定員(名)
若干名
若干名

若干名

復習日は費用不要
納)と材料実費

若干名

大正琴教室Ａ（上級） 毎月第１・３木曜日
〔小稲泰子先生〕
10:00～12:00

１回 1,000 円

若干名

大正琴教室Ｂ（中級） 毎月第２・４金曜日
〔小稲泰子先生〕
10:00～12:00

１回 1,000 円

若干名

大正琴教室Ｃ（初級） 毎月第 1・3 火曜日
〔小稲泰子先生〕
10:00～12:00

１回 1,000 円

若干名

書道教室
〔谷村桂華先生〕

毎月第３水曜日
14:00～16:00

６カ月分 5,000 円
および材料実費

丹南点訳アイ・愛サー 毎月第 2・４金曜日

無料(ただし、本代・保険

クル〔森由起子先生〕 13:30～15:30

料等実費)

若干名
若干名

(注)パソコン教室：会場は四季の森生涯学習センターIT 講習室です。各自パソコン持参可。
※ お問合わせ・申込先は、古市ふれあい館までお願いします。年間を通じて募集してい
ます。定員になり次第締切ります。
※ 各事業開催日に気象警報が発表されている場合は、事業を中止する場合があります。
ふれあい館にお問い合わせください。
かごサロン ４月 21 日(火)10:00～16:00 右の写真のかごを作ります。
材料費は８００円程度です。講師 白井悦子さん、佐藤由紀恵さん

