
 

 

 

 

 

 新しい年を迎え、皆さまにとって穏やかで、目標が作れる年であるこ

とを祈っています。ささやかな目標であっても何かをめざすことで充実

した生活が送れるのではないかと思います。 

 新型コロナウイルスに対する不安はありますが、家族や友人、地域で

支え合える社会でありたいと願っています。 

 
 

続けられる整理収納セミナー 
時間と手間の節約につながる整理収納のためのあれこれ。 

 リビングや台所の整理整頓、書類の整理のコツなどを教えて頂きます。 

■ 日  時  令和 3 年1月 28日(木)１３:３０～１５:００ 

■ 会  場  丹波篠山市民センター2 階 催事場１・２ 

■ 講  師  笹田 奈美子(ささだ なみこ)さん 

         （cozyroom(ｺｰｼﾞｰﾙｰﾑ)代表、整理収納コンサルタント） 

■ 対   象  テーマに関心のある女性（定員 1６名） 

■ 一時保育  有・要予約・無料 1 月 21 日（木）までにお申し込みください 

■ 申込締切  1 月 21 日（木）但し先着 16 名になり次第締め切ります 

■ 問合せ・申込先 丹波篠山市市民生活部人権推進課 TEL552-6926 

■ 主催 県立男女共同参画センター(ｲｰﾌﾞﾝ)･丹波篠山市男女共同参画センター(ﾌｨﾌﾃｨ) 

     (令和 2 年度 出張！女性のための働き方セミナー) 
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、延期又は中止になることがあります。 

 

 

人権啓発標語について 
 

令和元年度、人権推進課では人権啓発標語の募集を行いました。これは、

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ることを目的として実施しました。 

今回は「高校生の部」の最優秀賞と優秀賞を紹介します。 

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。 

最優秀賞 「手をのばす 誰かがかならず 手をにぎる」 

優 秀 賞 「あいさつで つながる心 地域の力」 

        〃   「おたがいの 違いを認める 心がけ」 

 

  

 

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 



伝承料理教室 

伝承料理本の、ささやまごはん、ごちそう

さま。「よろしゅうおあがり」から、冬の料

理を教えてもらいます。今回は生産地ならで

はの黒豆を使ってごちそうを作りましょう。 

 

とき：1 月 21 日（木） 

10 時から 13 時頃 

内容：黒豆のごちそう 

講師：田中のぶ子さん 

参加費：600 円程度 

締切：1 月 18 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 

 

 

  

                       

                           

                                              

                          

                         

 

                        

1 月のサロン 

 

＊カラオケサロン 7 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 22 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。 

健康サロンをはじめます。 

寒くて出かけることが億劫になる季節に

なりました。家にいても、ついついこたつ

に入ってしまい、体を動かすことが少なく

なっていませんか？気が付けばあちらこち

らがこり固まって、よけいに動きにくくな

ってしまったり。 

こういったことを少しでも改善できるよ

うに、ヨガの体験教室を行います。時間を

かけてゆっくりとほぐしませんか？足や腰

などに不安のある人でも大丈夫です。 

また、ヨガ教室の前には、認知症予防や、

丹波篠山市の福祉サービスの利用の方法な

どを教えてもらう健康教室も行います。 

下記日程のとおり、4 回シリーズで行いま

す。動きやすい服装でご参加ください。 

 

① 1 月 14 日（木）② 1 月 28 日（木） 

③ 2 月 18 日（木）④ 3 月 11 日（木） 

 

開始時間：健康教室は 13 時 30 分から 

 「これって年のせい？それとも認知症？」 

     ヨガ教室は 14 時 30 分から 

 

参加申込みは、1 月 12 日（火）17 時まで 

どちらかのみの参加も可能です。 

 

年末年始閉館のお知らせ 

 新型コロナウイルス感染症のニュースで

明け暮れた一年でした。いつまで？という不

安な気持ちは残りますが、きっと新しい年が

良い年に！という願いを皆様も持たれてい

るのではないでしょうか。 

 畑ふれあい館は、12 月 29 日から 1 月 3

日まで閉館します。ご不便をおかけしますが

よろしくお願いします。 

寝る時もマスク着用で風邪対策 

 風邪対策としてよく上げられるのが「喉

を乾燥から守る」こと。寝るときのマスク

は乾燥から喉を守ってくれます。喉が乾燥

することで風邪にかかりやすくなるそうで

す。ぜひ、寝る時もマスクを。 



 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 

                              

 
 

 

 

と黒豆味噌作り 

≪１月のサロン≫ 

○体操教室(２回) 

 ☆日 時 １月 14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 

  

☆日 時 １月２８日(木) 午前９時３０分～ 

・講 師 酒造指導員 

・場 所 日置ふれあい館 ２階大会議室  

※マスク・汗拭きタオル・飲み物は各自でお持ち

ください。 

 

○かご作り(クラフトバンドで編む) 

 ☆日 時 １月２5日（月） 

午後１時～ 

 ・講 師 久保田 幸さん 

 ・内 容 各自作りたいレシピをお持ちくださ

い。初めての方は、館にもあります。 

 ・参加費 120円～３５０円程度 

 (選ぶクラフトバンドによって値段が

変わります。) 

 ・持ち物 はさみ、ボンド、洗濯ばさみ 

  

○グラウンドゴルフ(月 2回) 

 ☆日 時 １月 12日（火）午後１時３０分～ 

     1月 26日（火）午後１時 30分～ 

・場 所 西荘グラウンド 

 ※マスク、汗拭きタオル・飲み物は各自でお持

ちください。 

 

 

 

年末年始、12 月 29 日(火)～ 

１月 3 日(日)まで休館します。 

 良いお年をお迎えください。 

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。新型コロナウィルス感

染症の拡大状況により中止する場合があります。

ご了承ください。 

麹作りと黒豆味噌作りのご案内 
 

◎ 講 師  小林 廣子さん 

 

【麹作りスケジュール】 
☆日 時 ・２月 21日(日) 

米を洗い一晩浸ける(自宅でお願いします。)                       

     ・２月 22日(月) 午前９時 30分から 

       米を蒸す・種菌をまぶす 

・２月 23日(火) 休ませる 

・2月 24日(水) 午前 10 時～ 

  天地返し 

・2月 25日(木) 麹完成  

 

●参加費 麹作りのみで参加の場合 500円 

     (塩・袋込みで 4㎏の麹を持ち帰り) 

●持ち物 生米 3 ㎏(22 日参加できない方は、事前に日置

ふれあい館までお持ちください。) 

 

【黒豆味噌作りスケジュール】 
☆日  時   ２月２５日(木) 午前９時３０分～ 

●参加費 麹作りと黒豆味噌作り参加の場合 ５００円 

     (塩・袋込みで１０㎏の味噌を持ち帰り) 

●持ち物 ３㎏の生の黒豆を炊いたもの・煮汁 1ℓほど 

     (２５日当日にお持ちください。) 

     ※黒豆の準備は出来かねますので、各自で用意し

ていただきますようお願いします。 

     味噌を入れる容器・マスク・手袋・エプロン・三

角巾 

 

★申込み方法は、電話でお願いします★ 

  日置ふれあい館 ℡556-2850 (西由利子・酒造宗和) 
 午前 9 時～午後 12 時 午後１時～午後５時 土・日を除く 

 ◎氏名・住所・連絡先 

◎「麹のみで参加」か「麹・味噌とも参加」か。 
◎参加できる日 ２２日・24 日・25 日 

以上のことをお伝えください。 

※締切日 2 月 16 日(火) 

事前申込が

必要です 
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１月のおしゃべり広場 

と き １月 28 日(木) 13 時 30 分～  

内 容 レコード鑑賞会 

参加費 無料       

※申込みは不要です。 

 お聴きになりたいレコードをご持参いただい

ても結構です。また、ご家庭で再生可能でご不

要なレコードがありましたらお持ちください。 

 

 

 

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹南児童館から 

「冬のお楽しみ会」など児童館事業で、いつも第六福寿会の皆さんや地域の方に大変お世話に

なっています。ありがとうございます。新春を迎え、子どもたちにとって、また、ご家族にとっ

て笑顔がたくさんの年となりますよう、お祈り申しあげます。新年も『あそぶ まなぶ そだつ児

童館』『人のぬくもりのある児童館』をめざしていこうと、職員一同決意を新たにしています。 

１月の楽しい行事 

１月 7日（木）11:00 おはなし広場      １月 14日（木）11:00つくしんぼ広場 

１月 21日（木）11:00つくってあそぼう    １月 28日（木）11:00 うたってあそぼう♪ 

※児童館にある本は、１回に３冊まで借りることができます。貸出ノートに記入してもらいま

すので、職員まで声をかけてください。 

※小・中学生を対象に「けん玉検定」を開催しています。引き続き、挑戦する皆さんをお待ち

しています。 
※１２月２９日（火）～１月３日（日）の年末年始は閉館します。ご理解いただきますようお

願いします。 

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     ８（金）・22（金）13 時 30 分～ 

茶道教室      ８（金)・22（金）19 時 30 分～ 

パソコン教室    15（金）13 時 30 分～ 

３Ｂ体操      18（月)・25（月）13 時 15 分～ 

手まりｻｰｸﾙ わ  19（火）10 時～ 

舞踊教室(桜喜会)  7（木)・21（木）13 時 30 分～ 

ﾅﾝﾌﾟﾚｻｰｸﾙ    20（水）13 時 30 分～ 

グラウンドゴルフ 14（木)・28（木）13 時 30 分～ 

フォークダンス   8・15・22・29（金）13 時 30 分～ 

健康料理教室    ３月までお休みです。 

 

 

 

 

確定申告相談会 

確定申告時期前に税理士さんによる確定申告書作成相談会を実施します。 

※ご予約が必要です。（相談時間帯を調整いたします。各回 14名予定） 

【日 時】2月 4日(木)13時 30分～16時 30分/2月 8日(月)18時～21時 

【相談料】無料【場所】味間ふれあい館 ２階大会議室 マスクを着用ください。 

【持ち物】確定申告用紙、領収書類(医療費含む)、源泉徴収票、保険満期や一時金

の書類等、その他申請に必要な書類、印鑑、筆記用具。 

【予約受付期間】1月 1４日(木)～1月 29日(金) 

開館時間内（９時～１７時）にお願いします。 

※定員になり次第、受付を終了します。お申込みは味間ふれあい館☎594-1003まで。

申告用紙には、住所・名前（家族を含む）・生年月日・電話番号など可能な範囲 

で事前に記入してお持ちください。相談後、確定申告書はご自身で提出願います 

今年もよろしく 

お願いします 

2021 年、丑年がスタ

ートしました。コロナ禍

の収束を願いつつ、東京

オリンピック・パラリン

ピックがみんなで楽しめ

る年になることを願って

います。 

 みなさんの声を聞きな

がらふれあい館活動も充

実させていきます。 



ラク☆楽☆うまいなサロン 
 

寒くなると温かい物がご馳走になりますね。 

今回は、ボール一つでできる手打ちのうどんを習い

ます。 

簡単にできるので気軽に挑戦してみましょう！ 

 

・日 時 令和 3 年１月２１日（木） 

午前９時３０分から 13 時頃 

・場 所 古市ふれあい館 

・内 容 手打ちうどんを作ろう！ 

・材料費 実費（６00 円程度） 

・持ち物 エプロン、三角巾、マスク 

・講 師 本荘賀寿美さん 

・募集人数 ８名 

・申込締切日 １月１４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 令和 3 年 1 月１９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 
・・・そこに行けば誰かいる！ 

今日は誰が来てるかな？ 

ちょっと『寄ってこか』！・・・ 

 

・日 時 令和 3 年１月２２日(金) 

午後１時 30 分から午後３時 

・場 所 古市ふれあい館  

・講 師 丹波篠山市役所 長寿福祉課職員 

・テーマ 「取り組みましょう！ 

“脳活”“友活”」 

 

※ 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。 
 

 

第五寿会より 

落語と人権講話のお知らせ 
 

自粛ムードの中、どこに行くにも何をするにも 

「マスク」が必需品となり、話をしていても相手

の表情がわかりづらいですね。 

マスクの中ではありますが、楽しい落語を聞きな

がら、大いに笑いましょう！ 

 

・日 時 令和 3 年１月２９日（金） 

       ９時３０分～10 時 30 分 

・場 所 古市ふれあい館 

・講 師 長楽寺住職（安達瑞樹）さん 

・申込締切日 １月２２日（金）までに、電話又

は申込用紙にて、古市ふれあい館

（594-1001）まで連絡をお願

いします。 

 

三世代交流グラウンドゴルフ大会 

を開催しました 
 

11 月 28 日・・ 

曇り空で風の冷たい 

寒い日でしたが、参 

加者の皆さんの元気 

パワーで２ゲームを 

行うことができまし 

た。 

いつもグラウンドゴルフの練習をされているメン

バーさんと、合同子ども会から、親子で参加をして

くださった３組と、三世代の楽しい交流ができまし

た。 

今年は老人会からの助成金もあり、参加者全員に景

品が当たると知って、皆さんやる気満々‼ 

何とホールインワンが７つも出る好成績でした。 

「やったー！」「はいったー！」「すごーい！」と大

きな歓声とガッツポーズで大盛り上がり！ 

コロナ禍にあり、交流もしにくい時ですが、一人の

喜びをみんなで分かち合えた素敵なひと時でした。 


