
 

 

 

 

 

 

 
 

 日本政府は、拉致被害者に関する捜査・調査及び情報収集活動

を進めており、今後の動向が注目されます。政府認定拉致被害者

17 人のうち、兵庫県関係者では有本恵子さん、田中実さんの 2

人が認定を受けています。さらに、拉致の可能性を排除できない

行方不明者の中にも兵庫県関係者の方がおられます。 

 北朝鮮当局による日本人拉致は、我が国に対する主権侵害で

あると同時に、重大な人権侵害問題です。拉致問題は、一刻も早

く解決しなければならない国民的課題であり、一人一人がこの

問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。 

 

 

 

 
    

 

 

 仕事をしたい！新しい活動を始めたい！在宅ワークって私にもできるかしら？ 

 女性が何か始めようと思うと、不安や問題がたくさんあります。 

 夢や目標がすでにある人も、これから見つけたい人も 

 今まで多くの女性をサポートしてきた女性相談員が 

 あなたのライフプランに沿ったアドバイスをいたします。 

 個別相談で、ひとり 50 分。秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。 

 一時保育：あり・無料・要予約（おおむね 10 ヶ月から小学校就学前の子ども） 

 講  師：藤原 寛子(ふじわら ひろこ)さん 

      （社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー、キャリアカウンセラー） 

 申込先・締切：人権推進課（TEL 552-6926）定員になり次第締め切ります 

 
 

開催日 

会 場 
令和３年 12 月 8 日（水） 

丹波篠山市民センター 
１階 研修室１ 

開催時間 

１枠目  9：00～ 9：50 
１枠に１人ずつの 

個別相談です 
２枠目 10：00～10：50 

３枠目 11：00～11：50 

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 

 
無料･個別相談 
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今年は、10月に気温が高かったせいか、11月

に入ってからふれあい館の金木犀が咲きまし

た。二度目の開花になります 

 

 

 

 

 

 

畑ふれあい館だより 12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 

 

畑地区女性発交流学習会のご案内（再掲） 

第 1回目の緊急事態宣言が発令されてから 1

年以上が経過しました。恐れるべきは「ウイル

ス」であって「人」ではないことは分かってい

るはずですが「コロナ差別」は起こっていま

す。差別の対象は弱い立場の人に向かっている

ように感じます。他人事ではなく自分のことと

してどうとらえるか、コロナ感染症から見えて

きたことでこれから何を学ぶか一緒に考え学習

しましょう。 

 

とき：12月 9日（木） 

時間：午後 7:30～9：00頃 

場所：畑ふれあい館 1階会議室 

講師：一般社団法人ひょうご部落解放・ 

人権研究所 研究員 北川 真児さん 

内容：新型コロナウイルス感染症から見えてき

たことでこれから何を学ぶか？ 

 

 お菓子作り教室のご案内 

クリスマスが近づいてきました、手作りのケ

ーキでスポンジの膨らみが悪かったり困ったこ

とはありませんか？クリスマス前に先生から上

手にケーキが焼けるポイントを教えてもらいま

しょう。 

と き：12月 10日（金） 

時 間 :午前 9：30～11：30 

講 師 :大江 與吏子さん 

参加費 ：500円 

持ち物 ：エプロン・三角巾・持帰り容器 

定 員 ：8名 

その他 ：クリスマス飾りは準備しています。

希望の方は購入してください 

締切り :12月 3日（金）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 

 

 

              

 

 

 

 

12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 

（6日、13日、20日、27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 

12月は 24日金曜日です 

午後 1：00～4：00 

 

 料理教室のご案内 

黒豆の収穫や迎春準備で忙しくしておられる方

もあると思いますが、お正月にむけての料理教

室を開催します。今年のおせち料理のヒントに

してください。 

と き：12月 16日（木） 

時 間：午前 9：30～11：30 

講 師：本莊 賀寿美さ 

参加費：500円 

持ち物：エプロン、三角巾、マスク、飲み物 

締切り：12月 10日（金）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 
 住所：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 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《12月のサロン≫ 

○体操教室（月 2回）無料 

 ☆日 時 12月 9日（木）午前 9時 30分～ 

 ・講 師   木戸 夕皎 さん 

 ☆日 時 12月 23日（木）午前９時 30分～ 

 ・講 師  ふれあい館指導員 

※いずれも会場は、ふれあい館２階大会議室です。 

○グラウンドゴルフ（月 2回）無料 

 ☆日 時 12月 7日（火） 

      午後 1時 30分～ 

 ☆日 時 12月 21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。 

〇かご作り教室（月 1回） 

※12月は、お休みです。 

 

☆次回は、1月 24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
みゆき

 さん 

見学も大歓迎です。お気軽にご参加ください。 

 

《しめ縄作りとお餅つき》 
 

「しめ縄作りと餅つき大会」を下記の内容で 

開催します。 

参加者同士の交流を深めながら、新しい年を迎

える準備をしましょう。 

 

●日 時 12月 26日（日） 

●場 所 日置ふれあい館 

●内 容 しめ縄作り 午前 9時～ 

餅つき大会 午前 10時～ 

●指導者 西荘老人会・西荘自治会 

●申込締切日 12月 13日（月） 

 
※各事業開催日に気象警報が発表されている場合

は、事業を中止することがあります。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により中

止することがありますが、ご了承ください。 

 引き続き、「うがい・手洗い・消毒」を励行しま

しょう。 

 

【予告】麹作りと黒豆の味噌作りをします。 

★日 時 2022年 2月 13日（日） 

自宅でコメを洗い一晩浸けることからは

じまり、コメを蒸す・種菌をまぶす。休

ませる。天地返しをして 2月 17日（木）

完成です。 

※ご予定ください。受付人数は 10人程度。 

詳しくは、館だより１月号でお知らせします。 

カップケーキを作ろう！ 

ケーキを焼いている間にポチ袋を折ります。 
 

新たに購入したオーブンレンジの「火入れ式」

をかねて行います。また、ケーキを焼いている間、

お正月に向けて千代紙でポチ袋を作成します。 

申し込みが必要です。当ふれあい館までご連絡

ください。 
 

・日 時 12月 3日（金）午後 1時 30分～ 

・場 所 日置ふれあい館 

・内 容 カップケーキ・ポチ袋づくり 

・参加費 500円程度 

・持ち物 エプロン、三角巾。マスク着用。 

・申込締切日 11月 30日（火） 

先着 10人まで。 

しめ縄作りの材料費として、1本につき 

150円が必要です。（当日徴収します） 

お申し込みの時に「お名前」と「本数」

をお知らせください。 



12月の教室とサロン 

⚘成人書道教室（月謝 1,500 円） 

1 日（水）15 日（水）14：00～16：00 

⚘子ども書道教室（月謝 1,000 円） 

7 日（火）14 日（火）16：00～17：00 

⚘かご作りサロン 

20 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） 

16 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 園芸療法 

2 日（木）13：30～15：00 

材料代 200 円 

講師：植西惠子さん 

＊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。

ホッとするひと時を楽しみましょう。 

 

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。 

こんにゃくを作りましょう  

（西紀南まち協共催） 

毎年の恒例となっていますこんにゃく作

り教室。刺身で食べると、こんにゃく芋の

風味が口の中に広がります。煮ると、市販

のものとは全く違った歯ごたえに驚きま

す。手作りならではのこんにゃくの味を楽

しみましょう。 

 

と き：12 月 17日（金） 

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：400円 

持ち物：エプロン・三角巾・厚手のゴム

手袋・マスク・飲み物 

申込み：12 月 10日（金）午後 5 時まで 

＊試食はせずに、持ち帰ります。 

ホッとサロンの紹介（園芸療法） 

園芸療法は、主に植物を用いた創造（制

作）活動を行っています。 

人は自然や動植物を好み、自然や動植物

とのかかわりの中でストレスが軽減すると

考えられています。自然や動植物の心地よ

い刺激を活用したストレス軽減、植物を育

てることや植物を用いた創造活動による意

欲回復や生活改善を主なねらいとしていま

す。植物を媒介とした活動は、他者との共

感を得やすいことから、社会的健康の増進

もねらいとしています。園芸療法の対象は、

認知症・うつ病・生活習慣病などの予防の

観点から、年齢・疾患や障がいの有無を問

いません。 

参考：日本園芸療法学会ホームページ 

 

こんにゃく芋について・・・ 

山芋をすりおろすと、手がかゆくなっ

たり、ぴりぴりします。これはシュウ酸

カルシウムが含まれているためです。 

こんにゃく芋には、山芋に比べてはる

かに多いシュウ酸カルシウムが含まれて

います。 

生で食べたり素手で触ると危険です。

必ず厚手のゴム手袋をご用意ください。 



しめなわ作り講習会 

 

と き １２月１６日(木) ９時３０分～ 

ところ 味間ふれあい館(ふれあい交流センター) 

講 師 西田 幸夫さん 

 ご自身で作ったお飾りで、新年を迎える準備をし

ましょう。 

事前申込が必要です。参加費は無料です。参加希

望の方はふれあい館までご連絡ください。当日は寒

い場所での作業となりますので、あたたかい服装で

ご参加ください。 

※参加される方は、わら切り用はさみや、ひも等を

ご準備ください。マスクの着用もお願いします。 

 

奉仕作業お世話になりました 

10月２１日、第六福寿会・中野母親クラブのみなさんに草引きや植木の剪定などをお世話になりました。  

児童遊園や館周辺をきれいにしていただき、とてもすっきりしました。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ★★★ 丹南児童館からのお知らせ ★★★ 

12 月の楽しい行事 

12月 2日（木）11:00 おはなし広場    12月 7日（火） 9:45 ほっとママ広場 －筆ペンレッスン－(定員１０組) ※ 

12月 9日（木）11:00 つくしんぼ広場   12月 15日（水）10:30 ほっとママ広場 －ハッピー親子ヨガ－(定員５組) ※ 

12月 16日（木）11:00つくってあそぼう      12月 23日（木）11:00 うたってあそぼう♪ 

12月 24日（金）13:00冬のおたのしみ会※   12月 27日（月） 8:50冬休み子ども教室（定員あり）※ 

※申込制。詳しくは児童館にお問い合わせください。 

地域交流冬のおたのしみ会 で楽しい時間をすごしましょう。 

  と き…１２月２４日(金) 第１部 幼児向け １３時～１４時 

第２部 小学生向け１４時２０分～１５時２０分 

  ところ…丹南児童館 味間ふれあい館  参加費…子ども１００円    

●申し込み用紙は児童館・味間ふれあい館にあります。今回は２部制とし、幼児（付き添いが必要）３０人、

小学生５０人の申込みを受付けます。どなたでもご参加できます。当日は、飲食はありませんが、工作コー

ナー、おたのしみガチャなどがあります。おみやげもあります。うんと楽しい時間を過ごしましょう。みな

さんのご参加をお待ちしています。 

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 

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

------ 

12 月のおしゃべり広場 
 
と き 12月 23日(木) 13 時 30分～  
内 容 懐かしの昭和メロディー（歌謡曲） 

を聞こう！！ 
☆昭和２０年代から４０年代のヒ
ット曲を取り揃えています。 

 参加者のリクエストに応じて聞
きたいと思います。 

※事前の参加申込みは不要です。 

大正琴教室    12 月までお休みです。 

茶道教室      3 日・17 日(金)19 時 30 分～ 

パソコン教室    3 日・17 日(金)13 時 30 分～ 

３Ｂ体操     13 日・20 日(月)13 時 15 分～ 

手まりｻｰｸﾙ わ  7 日・21 日(火)10 時～ 

舞踊教室(桜喜会) 14 日(火)13 時 30 分～ 

ナンプレサークル 4 日・18 日(土)13 時 30 分～ 

グラウンドゴルフ  10 日・17 日(金)13 時 30 分～ 

フォークダンス  3・10・17 日(金)13 時 30 分～ 

健康料理教室    3 月までお休みです。 

もうすぐ「人権週間」です！！ 
 

毎年１２月４日～１２月１０日の１週間は「人権

週間」と定められています。 

これは、世界人権宣言が 1948 年 12月 10日の

第 3回国際連合総会で採択されたことを記念して、

１２月 10日を世界人権デー（せかいじんけんデー）

とすることが定められています。日本では、この日

を含む形で直前の１週間（4 日から 10 日まで）が

「人権週間」と定められたものです。 

21世紀は人権の世紀とも言われています。 

現在の日本はたくさんの「○○週間」があって一

つ一つを覚えるのは大変ですが、人権週間はとても

大切な意味を持つものですので、しっかりと意識し

ておきたいですね。 

年末年始 12月 29日から 1月 3日まで休館します。 

 

き
て
ね
！ 



ラク☆楽☆うまいなサロン 
 

・日 時 １２月 16 日（木）  

午前 9 時 30 分～午後 1 時頃 

・場 所 古市ふれあい館 

・内 容 こんにゃく作り 

・材料費 実費（６00 円程度） 

・持ち物 エプロン、三角巾、厚手のゴム手袋 

     マスク 

・講 師 小林廣子さん・募集人数 ８名 

・申込締切日 １２月９日（木） 

 

住宅防火についてのお話を聞きました 
 

消防本部予防課職員の方から住宅防火のお話を聞きま

した。 

●住宅火災になる原因には・・・ 

・電子レンジの中が汚れている 

・延長コードでエアコンを使っている 

・電気ストーブを燃えやすい物のそばで使っている 

・IH で揚げ物をする時、少量の油で揚げている 

などが多いそうです。あなたのお家で当てはまる項目

はありませんか？ 

日頃から何気なく使っている家電を改めて点検し注意

ましょう。 

 

＜参加者からの質問＞ 

（問）古くなった消火器はどうしたらいいのか？ 

（答）・市内には数ヶ所引き取り業者があるのでそこに

依頼する 

   ・新しい物を購入し引き取ってもらう 

 

 

 

 

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 1２月 21 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 
 

・日 時 １２月 17 日(金) 

午後１時 30 分から午後３時 30 分 

・場 所 古市ふれあい館  

・内 容 ミニグリーンを作ろう！ 

・材料費 500 円（当日集金） 

・申込締切日 12 月 3 日（金） 

※ 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、また、コロナウイルス感染症の拡大状況により事業

を中止する場合がありますがご了承ください。ふれあい館にお問い合わせください。 

 

 

三世代交流グラウンドゴルフ大会及び 

合同子ども会冬のお楽しみ会のお知ら

せ 
≪ 日程及び内容 ≫ 

●三世代交流グラウンドゴルフ大会 

・日 時 12 月 18 日（土） 

      午前 9 時～12 時頃 

 ・場 所 古市ふれあい館児童公園 

 ・持ち物 飲み物、タオル、帽子 

 ・参加費 無料 

※雨天の場合 

 ふれあい館２階会議室で「囲碁ボール」に変

更します。 

 

    グラウンドゴルフ大会終了後  

 

●合同子ども会 冬のお楽しみ会 

  ・日 時 12 月 18 日（土） 

      午後 12 時頃～ 

 ・場 所 古市ふれあい館  

  ・内 容 クリスマスケーキ作り 

 ・参加費 600 円 

当日集金します 

 ・申込締切日 12 月６日（月） 

 

※グラウンドゴルフ大会終了後、みんなで一緒

にお弁当を食べます。 

その後、クリスマスケーキ作りをしましょう。 

保護者同伴で幼稚園児の参加可能です。 


