
 

 

 

 
 
 
 
 

会いに行かない ～ネットで知り合った人に会いに行かない 
 ネットの中には嘘を言って近づいてくる人がいます。ネットの情報
だけを信じて会いに行ってはいけません。 

 
秘密にする ～パスワードは家のカギと同じ、秘密にしておこう！ 
 パスワードはとても大切なものです。たとえ仲の良い友達同士でも、
教えたり、聞いたりしないで、秘密にしておきましょう。 
 
ルールを守る ～みんなで作ってみんなで守ろう！ネットのルール！ 
  
載せない ～自分や友達の名前・住所・写真をネットに乗せない  
 ネットに名前や住所を載せてしまうと、知らない人が家まで来たりするかもし 
れません。個人情報や恥ずかしい写真などはネットに載せません。 

 
思いやり ～誰が見ても笑顔になれる“思いやりのある書き込み”を 
 冗談で書き込んだつもりでも、相手を傷付けてしまうことがあります。相手がど
う受け止めるか考えて、送信する前にもう一度内容を見直しましょう。 
 
やっておこう！フィルタリング ～フィルタリングは自分とみんなを守る強い
味方！ 必ずやっておこう 
 
コミュニケーションを大切に ～家族や友達、身近な人と過ごす時間を大切に
しよう 一人で抱え込まないで身近な人に相談しましょう 

     兵庫県警察本部サイバー犯罪対策課ホームページより引用 

 

 
 毎日の仕事に追われ、体はクタクタ・・・・ 
 仕事から帰ってきても、家事に追われ自分の時間がない・・・・ 
 自分に合った家庭と仕事の両立についてヒントをいただきながら一緒に考えましょう 

 ■日  時   令和 3 年 12月 1日(水)13：30～15：０0 

 ■会  場   丹波篠山市民センター  
 ■講  師   西本 恭子さん（社会保険労務士ニシモト事務所代表） 

特定社会保険労務士 
 ■参 加 費   無料 
 ■対  象   テーマに関心のある市内在住・在勤の女性（先着 10 人） 

 ■一時保育   有・要予約・無料 
         一時保育の申込締め切り：11 月 22 日(月) 
 ■申込方法   窓口・電話・FAX 
 ■申込締切   11 月 22 日(月)※先着 10 人になり次第終了します 
 ■申 込 先   市民生活部人権推進課（市役所第 2 庁舎 1 階） 
         TEL：079-552-6926(直通)FAX：079-554-2332(フロア共通)  

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 



ｋ 

畑ふれあい館だより 11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 

 

料理教室開催のご案内 
地域の方から栗を使った料理教室の希望があ

り栗を提供いただきました。栗は冷凍保存して

います。栗料理のヒントになると思います。ご

参加をお待ちしています。 

と き：11月 18日（木） 

時 間：午前 9：30～11：30 

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：11月 12日（金）午後 5時まで  

 

革細工教室のご案内 
来年の干支「寅」をたつの市特産の高級レザー

で作りませんか？ 

 

来年の干支 

「寅」です 

玄関に飾っています。 

 

と き：11月 26日（金） 

時 間：午後 1：30～3：00 

講 師：たつの革細工協会 2名 

材料代：800円（追加購入可能）（仕上がり上記写真） 

    ケースは別売りで 200 円（但し写真の

台は付いていません） 

申込み：11月 19日（金）午後 5時まで 

その他：マスク着用、飲み物持参でご参加くだ

さい。 

 

              

 

 

 

 

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。 

。 

 

11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 

（1日、8日、15日、22日、29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 

今月は 19日金曜日です 

午後 1：00～4：00 

 

 

畑地区女性発交流学習会のご案内 

1981年の事業開始以来 40年間にわたって、

畑地区の女性が学習会を発信しています。この

学習会は女性だけの学習会ではありません。老

若男女全ての住民を対象にした内容です。 

第 1回目の緊急事態宣言が発令されから 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。 

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時 30分～9時 

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？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 

 



 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 

                              

  体操をしてリフレッシュ『いきいき体操』 

        ストレッチポールを使って・・・・・。           
   

  寒くなってくると、どうしても体が縮こまり姿勢が悪くなりがちです。「ストレッチ

ポール」を使って身体のケアをしましょう。初めての方が多いと思いますが、スポー

ツトレーナーが付いて無理なく行いますので気軽にご参加ください。 

   

   ☆日 時     １１月１７日(水) 午後１時３０分～(１時間程度) 

   ☆場 所   日置ふれあい館 ２階大会議室 

   ☆講 師   スポーツトレーナー 飯窪 雅宏さん 

   ☆参加費   無料 

   ☆持ち物他  運動出来る服装で、汗拭きタオル、飲み物。 

☆募集人数  13 名 

☆申込締切日 １１月８日(月) 定員になり次第、締め切ります。 
 

【ストレッチポールとは】 

アメリカ生まれの「ストレッチポール」は、さまざまなサイズがありますが、直径 15 ㎝・長さ

98 ㎝ 筒状のものが主流。少しの硬度と粘性があり、背中にあててストレッチします。 

 

                                          

     

 

必要ありません 

 

《１１月のサロン》 
 

 〇体操教室(月２回) 

  ☆日 時 １１月１１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 １１月２５日(木) 午前9時30分～ 

  ・講 師 ふれあい館指導員 

  ・場 所 日置ふれあい館 ２階大会議室 

   

〇グラウンドゴルフ（月２回） 

  ☆日 時 １１月 ９日(火) 午後１時３０分～ 

  ☆日 時 １１月３０日(火) 午後１時３０分～  

  ・場 所 西荘グラウンド 

  ※道具はありますので、汗拭きタオル・飲み物を

ご持参のうえご参加ください。申し込みは必要あ

りません。 

※今月から、午後からの開始となっています。 

 

 

○かご作り(クラフトバンドで編む) 

 ☆日 時 １１月２９日(月) 

      午後１時～ 

 ・講 師 久保田 幸
みゆき

 さん 

・内 容 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。 

・持ち物 はさみ、ボンド、洗濯ばさみ 

 ・材料費 作品にもよりますが、平均 120円～

350 円程度です。 

 ◎見学だけでも、ご来館ください。 

 

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。 

 うがい・手洗い・消毒を励行しましょう。 

  

  

 

 



11月の教室とサロン 

⚘成人書道教室（月謝 1,500 円） 

10 日（水）17 日（水）14：00～16：00 

⚘子ども書道教室（月謝 1,000 円） 

2 日（火）16 日（火）16：00～17：00 

⚘かご作りサロン 

29 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） 

18 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 アロマテラピー 

4 日（木）13：30～15：00 

材料代 200 円 講師：寺本秀代さん 

＊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。 

＊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。 

 

健康料理教室 

すっかり色づいた山々の木々のように、

赤や黄色や緑などの、彩り豊かなお弁当を

作りましょう。ちょっと外へ出て、青空の

下で食べる彩り弁当は最高に美味しいもの

になると思います。秋を味わいましょう。 

 

と き：11 月 19 日（金） 

    午前 9 時 30 分から 12 時ごろまで 

ところ：西紀ふれあい館 

講 師：本莊賀寿美さん 

費 用：500 円 

持ち物：エプロン・三角巾・マスク・飲み   

物 

申込み：11 月 15 日（月）午後 5 時まで 

＊試食はせずに、持ち帰ります。 

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 

 

 

 

  

                       

                           

                                              

                          

                         

 

                        

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。 

革で干支の小物を作りましょう。 

毎年恒例となってきました革の干支小物作り教室。今回は、来年の干支の「寅」と、最

後から 4 番目の「申」（さる）を作ります。世界的にも高品質で有名な、「龍野レザー」を

使って、かわいい干支小物を作りましょう。 

西紀ふれあい館の玄関に、「寅」の見本を飾っています。 

 

とき：11 月 26 日（金） 10時から 11時 30 分くらいまで 

講師：たつの革細工協会 竹本富浩さん 

材料代：「寅」「申」各 800円（追加購入可能です） 

＊この他にも、かわいい動物のレザーもあります。1枚 300 円く 

らいからご提供くださいます。楽しみにご参加ください。 

申込み：11 月 19日（金）午後 4 時まで 

持ち物：特にありません。マスク着用でご参加ください。 

かわいいけど勇ましい。 

そんな「寅」を作りましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

丹南児童館より  子どもたちを取り巻く全てが、心の栄養！ 

いつも来館する子どもたちの成長ぶりに驚かされています。子どもたちの心は柔軟で純粋です。ぜひ

お家でも、じっくりと話を聞き、行動の良し悪しに関わらず、まずその時の気持ちを丸ごと受けとめる

ことが大切です。自分の気持ちをわかってくれる人がいることが心強く、次への一歩となります。 

１１月の楽しい行事 

11月  4日（木）11:00おはなし広場 

11月 10日（水）10:30 ほっとママ広場 －リース作り２つめ－（申込受付は終了しています） 

11月 11日（木）11:00つくしんぼ広場 

11月 17日（水）10:30 ほっとママ広場 －ハッピー親子ヨガ－(定員５組) ※ 

11月 18日（木）11:00つくってあそぼう －うんどうかいごっこ②－(定員 15 人)※ 

11月 20日（土） 9:10地域交流視察研修（ちるみゅーにお出かけ）(先着 30 人)※ 

11月 25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。                                     

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 

11 月のおしゃべり広場 

と き 11月 2５日(木)13 時 30分～  

内 容 ぼんぼんツリー作り 

材料費 200円    

 

＊材料準備のため 11月２２日(月) 

までに必ずお申込みください。 

大正琴教室     12 月までお休みです。 

茶道教室     5 日・19 日(金)19 時 30 分～ 

パソコン教室   5 日・19 日(金)13 時 30 分～ 

３Ｂ体操      8 日・22 日(月)13 時 15 分～ 

手まりｻ-ｸﾙ わ  2 日・16 日(火)10 時～ 

舞踊教室(桜喜会) 9 日・30 日(火)13 時 30 分～ 

ナンプレサークル 6 日・20 日(土)13 時 30 分～ 

グラウンドゴルフ 12 日・26 日(金)13 時 30 分～ 

フォークダンス 5・12・19・26 日(金)13 時 30 分～      

健康料理教室    3 月までお休みです。 

 

 

 

「落語で防犯」を開催 

近年、高齢者をターゲットとした特殊詐欺は、より巧

妙になっています。 

防ぐためには、我々もその手口や注意点を知る必要が

あります。 

落語などでおもしろく分かりやすく、その手口や注意

点を紹介したDVD を視聴して学びましょう。 

と き 11月１１日(木)１３：３０～１４：３０予定 

ところ 味間ふれあい館 2階大会議室 
内 容 オレオレ詐欺などの特殊詐欺など高齢者を狙

った犯罪などについて、落語やドラマ 
などで「面白く」、「分かりやすく」 
学ぶものです。 
※DVD を視聴します。 

参加費 無料 
※マスク着用、飲物持参でお願いします。 

「秋」到来！！ 
黒大豆枝豆を求めて京阪神からどっと観光客が

訪れられています。(ちょっとコロナが心配です。) 
毎年のこととは言え、凄い人気ですね。 
丹波篠山の黒大豆枝豆の美味しさが全国的に知

られるようになったのは、人気グルメ漫画・アニ
メで「最高の枝豆」「これ以上の物はない」と紹介
されたことからなのは有名ですね。 
漫画は丹波篠山の黒大豆枝豆を食べてその美味

しさに感動するというものでしたが、私は逆に子
供の頃から黒大豆枝豆しか食べたことがなかった
ので、学生時代に初めて 
ビアガーデンで普通の枝豆を食べた 
とき、あらためて篠山の枝豆のおい 
しさを感じました。 
 
旬の黒大豆枝豆が食べられるのもあと少し、 

じっくりと味わいたいと思います。 

※新型コロナウイルスの感染状況や気象警報の                            

発表によって、事業を中止することがあります。                            

ふれあい館・児童館までお問い合わせください。 

※児童館前の木マスコットキャラクター ↑ 

  「丹ちゃん」 １１月１１日生まれ 



ラク☆楽☆うまいなサロン 

・日 時 １1 月１8 日（木） 

午前９時３０分から 12 時頃 

・場 所 古市ふれあい館 

・内 容 缶詰めを使ったレシピ 

・材料費 実費（700 円程度） 

・持ち物 エプロン、三角巾、マスク 

・講 師 細見多恵子さん 

・募集人数 ８名 

・申込締切日 １１月 11 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 11 月 16 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 １1 月 19 日(金) 

午後１時 30 分から午後３時 30 分 

・場 所 初田公民館  

・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 11 月 5 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

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 27 回人権講演会のお知らせ 

古市ふれあい館・牛ケ瀬支部共催による「人権

講演会」は、今年度で第 27 回を迎えました。 

今年度は、部落差別について歴史的経過をたど

りながら、部落差別の現実をお話しいただき「自

分自身の中にある差別心」の気づきの場にしたい

と思っています。  

事前申し込みは不要です。みなさまの積極的な

ご参加をお待ちしています。 

・日 時 11 月 14 日（日） 

午前 10 時～11 時３０分 

・場 所 古市ふれあい館 

・演 題 学び続けて 新たに気づく  

自分の中の差別心 

・講 師 今井 進さん 

 

女性交流学級よりお知らせ 
 

プリザーブドフラワーとクラフトバンド

でお正月用のお花を作ろう！ 
・日 時 １２月 3 日（金） 

午前 9 時 30 分から１２時頃 

・場 所 古市ふれあい館 

・講 師 小倉桂子さん 

・材料費 2,600 円 

・申込締切日  11 月 15 日（月） 

・持ち物 ボンド、ハサミ、 

（あれば、ピンセット、針金の切れるニッパ） 

キムチ作り教室のお知らせ 

古市ふれあい館女性交流学級  

古市まちづくり協議会共催事業 

 

・日 時 １２月 14 日（火） ９時３０分～ 

・場 所 古市コミュティー消防センター 

・講 師 上田 恵さん 

・材料費 実費（1000 円程度） 

※当日集金させていただきます。 

・持ち物 エプロン、三角巾、持帰り用容器、 

ゴム手袋、白菜の塩漬け 1/4 株４つ 

・募集人数 １２名 

・申込み １１月３０日（火）までに、電話又は

ファミリーファクスでふれあい館または

古市コミセン（595-1085）まで連絡願

います。 

※今回は、一品料理はなくキムチ作りのみとなり

ます 

【白菜の塩漬け】 

茎のところは塩があまり届かないので塩をぱらっ

ぱらっとまぶす。濃度 10％の塩水に 15 時間浸

けておく。空気に当たらないように塩水に完全に

つける。 

 


