
 

 

 

 

 

 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。一日一回は笑ってみよう、一回は外の空気を吸ってみよ

うなど、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など、誰でも何かしらの不安があると思いますが、

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。 

 

  

  

子育て中の女性、結婚・出産などで一旦退職したけれどもう一度働きたい・・・ 

自分に合った働き方や在宅ワーク、プチ創業ができないかしら・・ 

とお考えの女性を対象に、講師から起業をされたきっかけや経営のコツなどを聞かせていただき

ます。「自分の想い」を形にするため、一歩踏み出してみませんか。  

と  き   令和 4年 2 月 7 日（月）午前 10 時～11 時３０分 

場  所   丹波篠山市民センター2 階 催事場１・２（丹波篠山市黒岡 191） 

講  師   杉尾(すぎお) まりこ さん SLOTH Leather Factory 経営 

参 加 費   無料 

対 象 者   テーマに関心のある人 

（先着 10 名・市内在住･在勤･在学･市内で起業を考えている人を優先） 

一時保育   有・無料・要予約（締切 1月 17 日(月)） 

申込方法   窓口・電話・FAX 

締  切   1月 17日（月）但し、先着 10名になり次第受付終了します 

申込･問合先  人権推進課（市役所第 2 庁舎 1階） 

       TEL 079-552-6926(直通) FAX079-554-2332(1 階共通) 

【注意！】ATM を操作してお金が帰ってくることは絶対にありません 

警察官をかたって電話をかけ、「キャッシュカード、通帳を落として

いませんか。詐欺グループを捕まえた。」などと言い、自宅にキャッシ

ュカード、通帳等をとりにくるもの。 

市役所職員等をかたって電話をかけ、「医療費の還付金がありま

す。」などと言って、ATM に行くように言うもの。 

などの手口を使ってお金をだまし取ろうとします。 

「暗証番号を教えて」「現金、カードを預かる」は詐欺です。 

他人にキャッシュカードを渡したり、暗証番号を教えたりしてはいけません。 

そんな電話がかかってきたらまず家族や警察に相談してください。 

               （ひょうご防犯ネット参照） 

 
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 
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畑ふれあい館だより 1月 
住所：丹波篠山市菅 239-6 電話・ファクス 552-4401 山西和子・中村和泉 

 

健康教室とヨガ教室のご案内 

1月 2回、2月 1回、3月 1回の計 4回シリーズ

で健康教室とヨガ教室を開催します。 

健康教室のテーマは「高齢者の不安ごと」「脳

や体の活性化」「フレイル予防」「エンディング

ノートの大切さ」です。健康教室の後、 

ヨガ教室で固くなった体をゆっくりほぐしまし

ょう。 

開催日：1 月 7 日（金）1月 28 日（金） 

    2月 18日（金）3月 11日（金） 

時間：午後 1時 15分～2時 15分 健康教室 

   午後 2時 30分～4時 00分 ヨガ教室 

場所：畑ふれあい館 1階会議室 

講師：健康教室は地域包括支援センター 

   丹波篠山市保健福祉部  

   ヨガ教室は渡辺 顕さん（丹波市） 

参加費：無料 

持ち物：マスク、飲み物 

締切り：1回目は 1月 5日（水）午後 5時まで 

    2回目は 1月 26日（水）午後 5時まで 

その他：動きやすい服装でご参加ください 

 

 

 
こんにゃく作り教室のご案内 

手作りのこんにゃくは、刺身で食べると歯ごた

えがあって美味しいですよ。手作りの味を楽し

んでください。 

と き：1月 20日（木） 

時 間 :午前 9：30～11：30 

場 所：畑ふれあい館調理室 

講 師 :小林 廣子さん 

参加費 :500円 

持ち物 :エプロン・三角巾・厚手のゴム手袋 

    マスク、飲み物 

締切り：1月 17日（月）午後 5時まで 

マスク着用と飲み物持参でご参加ください 

 

 

              

 

 

 

 

1月のサロンの案内 

⚘カラオケサロン お休みします。 

⚘かごサロン 開館日の毎月曜日 

（17日、24日、31日、） 

午前 10：00～12：00 

午後 1：00～4：00 

上記の時間で都合の良い時間にお

越しください。 

材料代は実費です。 

⚘コミュマサロン 毎月第 4金曜日 

1月は 28日金曜日です 

午後 1：00～4：00 

 

 
料理教室のご案内 

地域の方から酒粕の提供と酒粕を使った料理教

室の希望がありました。酒粕を使った料理教室

を開催します。どんなメニューがあるのか楽し

みです。 

と き：1月 27日（木） 

時 間：午前 9：30～11：30 

場 所：畑ふれあい館調理室 

講 師：本莊 賀寿美さん 

参加費：500円 

持ち物：エプロン、三角巾、マスク、飲み物 

締切り：1月 24日（月）午後 5時まで 

マスク着用と飲み物持参でご参加ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各事業に参加される際には、検温と手指消毒、

マスク着用にご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 

 

各事業については午前 8時に警報が発令されて

いる場合は中止することがあります。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。 

 

 

 

 



 日置ふれあい館だより 
 丹波篠山市西荘 202 電話・ファクス：556-2850西 由利子・井関ゆかり 
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です。 

≪１月のサロン≫ 

○体操教室（月２回） 

  

☆日 時 １月１３日（木） 

午前９時３０分～ 

 ・講 師 木戸 夕皎 さん 

☆日 時 １月２７日（木） 

午前９時３０分～ 

 ・講 師 ふれあい館指導員 

※会場は、ふれあい館２階大会議室です。 

 

○グラウンドゴルフ（月２回） 

 

☆日 時 １月１１日（火） 

午後１時３０分～ 

 ☆日 時 １月２５日（火） 

午後１時３０分～ 

※会場は、西荘運動場。道具はふれあい館に 

あります。お気軽にご参加ください。 

 

○かご作り教室 

  

☆日 時 １月３１日（月） 

午後１時～ 

☆場 所 ふれあい館２階大会議室 

 ・講 師 久保田 幸さん 

 見学も大歓迎です。お気軽にご参加ください。 

 

年末年始閉館のお知らせ 

１２月２９日（水）～１月３日（月） 

まで閉館します。ご迷惑をおかけ

しますが、よろしくお願いします。 

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。また、新型コロナウイルス

感染症の拡大により中止することがありますが、ご

了承ください。 

麹作りと黒豆味噌作り 
 

【麹作り】スケジュール 
 ・２月１３日（日） 

  米を洗い一晩浸ける。 

～自宅でお願いします～ 

・２月１４日（月）午前９時３０分～ 

 米を蒸す・種菌をまぶす。 

・２月１５日（火）午前 10時～ 

 天地返し。 

・２月１６日（水） 

 休ませる。 

・２月１７日（木）午前９時 30分～ 

 麹完成。 

◎参加費 麹のみで参加の場合 ４００円 

    （塩・袋込みで４㎏の麹を持ち帰り） 

  ◎持ち物 生米３㎏ 

（当日参加できない方は、事前にふれあ

い館までご持参ください。） 

 

【黒豆味噌作り】 
 ・２月１７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 

 ◎持ち物 ３㎏の生の黒豆を炊いたもの・煮汁 

      １ℓほど（１７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、各自でご準備ください。） 

味噌を入れる容器・厚手のゴム手袋・ 

エプロン・三角巾・マスク。 

 

※講師 小林廣子さん 

※申込締切日 ２月１日（火） 

受付人数は１０名です。定員になり次第 

締め切りますので、ご了承ください。 

お詫びと訂正 

先月１２月号でお知らせした日時から変更して

います。正しくは上記のとおりです。 



1月の教室とサロン 

⚘成人書道教室（月謝 1,500 円） 

5 日（水）19 日（水）14：00～16：00 

⚘子ども書道教室（月謝 1,000 円） 

11 日（火）18 日（火）16：00～17：00 

⚘かご作りサロン 

31 日（月）13：00～16：00 

材料代 200 円くらいから 

⚘カラオケサロン休止中→（手作りサロン） 

20 日（木）13：30～15：00 

注：新型コロナ感染予防のため、時間内

に完成できる小物を作ります。 

⚘ホッとサロン 臨床美術 

講師：川崎 昌代さん 

6 日（木）13：30～15：00 

材料代 200 円 

＊ホッとサロンは、材料の準備のため、開

催日の 3 日前までにお申し込みください。 

 

西紀ふれあい館だより 
住所：丹波篠山市川西 70 電話▪ファクス：593-0093 

メール：fureai-nishiki@gw.city.sasayama.hyogo.jp 西田直美・籾井美紀 

 

 

 

  

                       

                           

                                              

                          

                         

 

                        

ご注意ください。 

＊各教室・サロンはマスク着用、 

飲み物をご用意の上ご参加ください。 

＊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

合は中止することがあります。ご注意

ください。 

健康教室と体験ヨガ （４回シリーズ） 

はじめに、丹波篠山市の福祉関係の職

員から、皆さんが日ごろ不安に感じてお

られることの解決方法を聞いたり、楽し

いゲームなどで脳を活性化します。 

その後は体験ヨガ教室で、凝り固まっ

た身体をゆっくりとほぐしましょう。 

 

開催日：1 月 7 日（金）・1 月 28 日（金） 

2 月 18 日（金）・3 月 11 日（金） 

時 間：9 時 15 分～12 時 

健康教室：丹波篠山市福祉関係職員 

体験ヨガ：渡辺 顕さん（丹波市） 

費 用：無料 

持ち物：マスク・飲み物 

締切り：1 回目は 1 月 5 日（水）まで 

＊動きやすい服装でご参加ください。 

 

味噌づくり教室（西紀南まち協共催） 

黒大豆で味噌を作りましょう。 

 

講 師：小林 廣子さん 

費 用：1,500円（味噌 5㎏）     

持ち物：マスク・エプロン・三角巾 

4 日に保存容器をお持ちください。 

締切り：1 月 21 日（金）午後 5 時まで 

味噌づくりの日程↓↓↓ 

1 月 31日(月) 9 時から午前中(自由参加) 

米(麹用)を洗う 

2 月 1 日(火) 9時から(全員参加) 

米蒸し～麹菌づけ 厚手のゴム手袋持参 

2 日(水) 9時から午前中(自由参加) 

天地返しと豆を洗う 

3 日(木) 9時から午前中 (自由参加) 

豆を煮る 

4 日(金) ９時から午前中(全員参加) 

味噌作り  保存容器持参 

 

豆腐作り教室（西紀南まち協共催） 

黒大豆の豆腐を手作りします。 

風味豊かな手作り豆腐を味わいましょう。 

  

日 時:1 月 21 日(金) 9時 30 分～12時 

講 師:小林 廣子さん  

持ち物: マスク・三角巾・エプロン・厚手

のゴム手袋 

参加費:300円 

申込み: 1 月 14日(金)午後 5時まで 

 

 

 



１月のおしゃべり広場 

と き １月 19 日(水) 10 時 00 分～  

※今月のみ曜日、時間が変更になっております。 

内 容 ぼんぼんツリーor 布リース作り 

材料費 200円 

(家にある端切れ(デニム等)・毛糸が 

あればお持ちください。） 

※児童館事業のほっとママ広場とコラボ企画！ 

11 月のおしゃべり広場で作られた方は指導者とし

て参加していただければ幸いです。 

3 世代交流しましょう。 

※材料準備のため14(金)までにお申込みください。 

 

 

 

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 6日（木）11:00 おはなし広場      １月 13日（木）11:00つくしんぼ広場 

1月 19日（水）10:00 ほっとママ広場 －ぼんぼんツリー作り－(定員８名) ※          

１月 20日（木）11:00つくってあそぼう    １月 27日（木）11:00 うたってあそぼう♪ 

※申込制。詳しくは児童館にお問い合わせください。 

※小・中学生を対象に「けん玉検定」、園4歳児から小・中学生を対象に「こま回し検定」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。 

※児童館東側に楽しめる「花壇」ができました。畑も含めて『ひみつの花畑』として開放していますの

で、いつでもご覧ください。 

※１２月２９日（水）～１月３日（月）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：岡澤章好・中道唯公美・酒井道子 

大正琴教室     ７日・21 日（金）13 時 30 分～ 

茶道教室      ７日・21 日（金）19 時 30 分～ 

パソコン教室    ７日・21 日（金）13 時 30 分～ 

３Ｂ体操     17 日・24 日（月）13 時 15 分～ 

舞踊教室(桜喜会) 11 日・25 日（火）13 時 30 分～ 

ﾅﾝﾌﾟﾚｻｰｸﾙ    ８日・22 日（土）13 時 30 分～ 

グラウンドゴルフ 1 月はお休みです 

フォークダンス ７・14・21・28 日（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】① 2月 3日(木)13時 30分～16時 30分 

② 2月 7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(マスクをご着用ください。) 

【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１３日(木)～1月２８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 



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 4 年１月２0 日（木） 

午前９時 30 分から午後 1 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 本莊賀寿美さん 

・募集人数 ８名 

・申込締切日 １月１3 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４年 1 月１８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 4 年１月２1 日(金) 

午後１時 30 分から午後３時 

・場 所 犬飼公民館  

・内 容 オリジナルカレンダーを作ります。 

・材料費 100 円（当日集金します） 

・申込締切日 1 月 14 日（金） 

※ 材料準備のため、申込みが必要です。 

  電話又はチラシにてふれあい館までお申込み

ください。 

※ 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 

DVD 鑑賞とお話会のお知らせ 
 

第五寿会の新年会は昨年に引き続き、新型コロ

ナウイルス感染症の影響を受け、親睦会の形を変

えての開催となります。 

今回、鑑賞する「ここから歩き始める」は、「認

知症を共に生きる」をテーマに人の幸せと尊厳を

守るという視点から、高齢者が人間としての誇り

をもって生きていくうえで大切なことについて考

えていくお話です。 

お誘いあわせのうえご参加ください。 
 

・日 時 令和 4 年１月２8 日（金） 

     午前 9 時 30 分から 

午前 11 時 30 分頃 

・場 所 古市ふれあい館 

・講 師 人権推進課 

人権教育指導員 森田 恭弘さん 

・申込締切日 １月２1 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。 

年末年始休館日のお知らせ 

古市ふれあい館は・・・ 

12 月 29 日（水）～1 月 3 日（月）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。 

柿プリン 
 

（材料） 

●柿・・・・・・・好きなだけ 

●牛乳・・・・・・柿の半量 

●砂糖・・・・・・適量（無くてもよい） 

柿の甘さに応じてお好みで砂糖を入れてね 

（作り方） 

柿は皮をむき、種を取ってミキサーでつぶす 

牛乳を加えて混ぜる 

容器に注ぎ入れて、冷蔵庫で２時間以上冷やす 

あれば、生クリームやミントの葉で飾りましょう 

柔らかくなった 

柿を使って・・・ 


