
 

 

 

 

 

 

と き  令和 4 年２月３日（木）１９:３０～２１:２０（予定） 
ところ  丹波篠山市民センター ２階 多目的ホール 
演 題  「天と地と人のつながり～私たちは宇宙のこども～」 
講 師  池内 了（さとる）さん 
      世界平和アピール七人委員会委員 
      姫路市生まれ 専門は宇宙論・宇宙物理学・科学と社会  

「世界平和アピール七人委員会」は、今田村（現・丹波篠山市今田町）
下立杭に生まれ、独学で勉強し、小学校教師、師範学校の教師となり平
凡社を創業した下中弥三郎が晩年立ち上げに尽力した会です。人道主
義と平和主義に基づいて国際間の紛争は絶対に武力によらず、平和的
な話し合いで解決すべきだと考え、国内・国外に意見表明を続けてきた
不偏不党の知識人・文化人有志７人の会です。現在の会員は、池内了、小沼通二、大石芳
野、島薗進、髙村薫、池辺晋一郎の６名です。 
丹波篠山市では、下中弥三郎没後５０年の節目である 2011(平成２３)年１１月に記念

講演・シンポジウムが開かれ、以来、毎年各委員の持ち回りによる講演会が開催されてい
ます。 

 

 

 

 

と き  令和４年２月２５日（金）１９:３０～21:00（予定） 
ところ  四季の森生涯学習センター 多目的ホール 
      （丹波篠山市網掛４２９） 
演 題  「８０５０問題を考える」 
講 師  山本 耕平 さん 
      （佛教大学社会福祉学部 教授） 
 「８０５０問題」とは、８０代の親と５０代のひきこもりの子ども
が同居する中で生じている、さまざまな生活上の課題のことを指しま
す。当事者の世帯では地域の人に「知られたくない」「恥ずかしい」

「放っておいてほしい」などの思いがあり、また地域の人は「よその家の問題にふみこめ
ない」「見えない・気がつかない」ということがあるのではないでしょうか。地域の中での

「孤立」は誰にでも起こりうることで、差別や偏見にもつながる可能性があります。地域
でお互いに支えあえるためのヒントを学びましょう。 

 

 

 

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 

講演会開催日に気象警報が発令されている場合や新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により

中止することがあります。その際は市ホームページでお知らせします。不明な場合は下記人権推進

課までお問い合わせください。 
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畑ふれあい館だより 2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 

3回目の健康教室とヨガ教室を開催します。 

健康教室のテーマは「フレイル予防」です。 

フレイル予防やかかりつけ医を持つこと、健診

についてのお話です。 

健康教室の後は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：2月 18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：健康教室は西部地域包括支援センター 

   保健師荻野さん 

   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：2月 14日（月）午後 5時まで 

その他：動きやすい服装でご参加ください 

⚘フレイルとは簡単に言えば「加齢により心身が

衰えた状態」。しかし早く予防して対策を行えば

元の健康な状態に戻る可能性があります。 

 

 
豆腐作り教室のご案内 

自家製の黒大豆でお豆腐を手作りましょう！ 

おからもできますよ！できた、おからはお持ち

帰りください。手作りの味を楽しみましょう。 

 

と き：2月 25日（金） 

時 間 :午前 9時 30分～11時 30分 

場 所：畑ふれあい館調理室 

講 師 :小林 廣子さん 

参加費 :300円 

持ち物 :エプロン・三角巾・厚手のゴム手袋 

    マスク・飲み物・持帰りの容器 

締切り：2月 21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 

 

 

              

 

 

 

2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 

（7日、14日、21日、28日） 

午前 10時 00分～12時 00分 

午後 1時 00分～4時 00分 

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 

2月は 25日金曜日です 

午後 1時 00分～4時 00分 

 

 
畑地区女性発交流学習会のご案内 

3回目の学習会は異文化交流です。 

例年、国際理解センターに講師をお願していま

す。丹波篠山市在住の外国籍の方に丹波篠山市

で生活して困ったことや感じた事など身近なこ

とをお話してもらいます。大変寒い時期ですが

皆さんの参加をお待ちしています 

 

と き：2月 18日（金） 

時 間：午後 7時 30分～9時 00分 

場 所：畑ふれあい館 1階会議室 

講 師：陸 勤華（りく きんか）さん 

内 容：「丹波篠山市で暮らして」 

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

ナウイルス感染症の拡大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 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 

                              

 

「LGBTQ＋」を学んで(ドリーム学級・中学生) 
 L は「レズビアン(女性同性愛者)」、G は「ゲイ(男性同性愛者)」、B は「バイセクシャル(両性愛

者)」、T は「トランスジェンダー(出生時に割り当てられた性別とは異なる人)」、Q は「クェスチョ

ニグ(性的マイノリティ・性的少数派)」のこと。プラスは「性はとても多様で、包括的で様々な意

味を持たせるため」と表現しています。 

中学生に教えるのには、時期尚早という考えもあるかと思いますが「あなたの近くにも性別につ

いて悩んでいる人がいる」ということをコンセプトに、女性として生まれてきてお父さんになった

Like myself 代表 前田 良さん（『パパは女子高生だった』の著者）を招いてお話を聞きました。 

〇男女で分けないものがあっていい、性同一性障がいについて知っているつもりでいましたが、

初めての知識がたくさん増え、もっと学ぶべきだと思った。 

〇本当の幸せって何？、自分が幸せと思えること価値観はそれぞれ違う。 

 〇マイノリティー・トランスジェンダーに悩んでいる人は、人に相談することがとても怖いこと

なんだなとわかりました。 

 など感想を寄せてくれました。篠山東中学校 23 人の感想文は、日置ふれあい館に掲示しており

ますので、ぜひご覧ください。 

 

≪２月のサロン≫ 

○体操教室（月 2回） 

☆日 時 ２月 10日（木）午前９時３０分～ 

・講 師 木戸 夕皎さん 

☆日 時 ２月２４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 

※申し込みは必要ありません。 

○グラウンドゴルフ（月 2 回） 

☆日 時 ２月 ８日（火）午後１時 30 分～ 

☆日 時 ２月２２日（火）午後１時３０分～ 

※申し込みは必要ありません。道具もあります 

ので、気軽にご参加ください。 

 

 

いきいき健康体操「ストレッチポールを使って」・・・参加者募集 
寒い日が続きますね。ついつい体がこわばっていませんか。猫背になったりすると、内臓を 

圧迫し体調に支障をあたえることがあります。ストレッチポールを使って体をほぐしましょう。 

☆日 時  ２月９日（水） 午後１時３０分～ 

☆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 

☆持ち物  汗拭きタオル、飲み物。 

☆参加費  無料ですが、申し込みが必要です。締切日２月１日（火） 

      定員１３名になり次第、締め切ります。 

 

 
〇かご作り教室 

☆日 時 ２月２８日（月）午後１時～ 

・講 師 久保田 幸さん 

・内 容 作りたいレシピをお持ちください。 

※申し込みは必要ありません。見学だけでも大歓

迎です。 

 

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。 



2月の教室とサロン 

⚘成人書道教室（月謝 1,500円） 

2日（水）16日（水）14：00～16：00 

⚘子ども書道教室（月謝 1,000円） 

1日（火）15日（火）16：00～17：00 

⚘かご作りサロン 

28日（月）13：00～16：00 

⚘カラオケサロン休止中→（手作りサロン） 

17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 

講師：寺本 秀代さん 

3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 

 

 

 

  

                       

                           

                                              

                          

                         

 

                        

＊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） 

2回目は脳や体の活性化 

脳を刺激する手遊びや、記憶力を高める

ゲームを指導していただきます。   

日 時：1月 28日（金）9：15～10：15 

講 師：西部包括支援センター看護師 

 

3回目はフレイル予防 

「フレイル？？」耳慣れない言葉だと思

います。人は年齢を重ねると、徐々に体の

力が弱くなり、病気にならないまでも手助

けや介護が必要となってきます。外出も億

劫になっていきます。このように体と心の

働きが弱くなってきた状態を「フレイル」

（虚弱）といいます。 

日本は、男女ともに平均寿命が世界トッ

プクラスの長寿国となっています。元気に

自立して日常生活を送るためのフレイル予

防を学びましょう。 

日 時：2月 18日（金）9：15～10：15 

講 師：西部包括支援センター保健師 

 

健康教室の後は 

体験ヨガ教室で身体をほぐしましょう。 

講 師：渡辺 顕さん（丹波市） 

費 用：無料 

持ち物：マスク・飲み物 

ヨガ教室については人数制限がありますの

で、事前申し込みが必要です。 

開催日の 3日前までに申し込みください。 

＊動きやすい服装でご参加ください。 

 

健康料理教室 

寒さ厳しい真っただ中ですが、春の料理教

室の計画をしました。ほんわかとした春の陽

を感じる「ひな祭り弁当」を作ります。 

 

日 時：3月 4日（金）午前 9時 30分から 

講 師：本莊賀寿美さん 

費 用：600円 

持ち物：エプロン・三角巾・マスク・飲み物    

申込み：3月 1日（火）午後 5時まで 

＊試食はせずに、持ち帰ります。 

火の用心（防火講習会） 

空気が乾燥している冬は火事が心配です。

火災を起こさないように気を付けることや、

消火器の使い方を教えてもらいます。 

日 時：2月 3日（木）15：00～16：00 

講 師：丹波篠山市消防本部職員 

＊事前申し込みは不要です。 



 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹南児童館から 

「笑門来福」「笑う門には福来たる」ということわざがあります。絶えず笑い声が聞こえてく

る家庭は幸せに恵まれるという意味です。笑いの中で、人をバカにするような笑いは、絶対ダメ

ですが、楽しいことやおもしろいことがあった時に、声を出して笑うのはとてもいいことなので

す。子どもたちが笑顔でいるためには、まず、ご家族が元気でいることが大切です。そのために

も、ご家庭の中でうれしかったことや悲しかったこと、感じたことなどをお子さんと一緒に話す

時間を少しでもつくっていただけたらと願っています。 

 《２月の楽しい行事》   下記の※印は申込制。詳しくは児童館にお問い合わせください。 

２月３日（木）11:00 おはなし広場             ２月 10日（木）11:00 つくしんぼ広場 

２月４日（金）・９日（水）10:00 ほっとママ広場 －きんちゃくぶくろ作り－(定員８組) ※ 

２月 16日（水）10:30 ほっとママ広場 －ハッピー親子ヨガ－(定員５組) ※ 

２月 17日（木）11:00つくってあそぼう(定員 15 人)※  ２月 24日（木）11:00 うたってあそぼう♪ 

◇児童館では３月に「進級お祝い会」や小学生対象「春休み子ども教室」を計画しています。これらの開

催案内チラシは、２月中旬に児童館に置く予定ですので、ぜひご覧ください。 

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

２月のおしゃべり広場 

日 時 2月２４日(木) 13 時 30 分～  

内 容 笑いで寒さを吹き飛ばそう！ 

    「落語のDVD視聴」です。 

    笑いは免疫力も高めるそうです。 

    名人の落語を聴いて嫌なことも 

笑い飛ばしましょう！! 

※事前申込みは不要です。 

 冬のお風呂にはちょっと注意を！！  

寒い冬の楽しみの一つにお風呂がありますが、

冬はちょっとした注意も必要です。 

「ヒートショック」という言葉を聞かれた方も

あるのではないかと思いますが、これは急激な温

度変化が体に及ぼす衝撃のことで、高齢者や高血

圧の方にとっては命の危険にもつながるもので

す。 

〇ヒートショック防止のポイント 

 ・脱衣所を温かくする(ストーブ等の活用) 

 ・浴室を温かくする(入浴の前にシャワー等

で浴室を温めておく) 

・お湯はぬるめに(41℃以下) 

 ※半身浴も良いそうです。 
 

ヒートショックに注意して、冬のお風呂を楽し

みましょう。 

 人権研修会のお知らせ  
〇日時 2 月 21 日(月) 

 10 時 30 分～11 時 30 分(予定) 

〇テーマ  

「氷山の水面下にあるもの 
―日常の人権課題―」 

人権マップを使って日常の課題を見つけ、学ぶ

研修会です。 

当日は、助言者として、丹波篠山市 

人権推進課人権教育指導員も 

参加します。 

堅苦しく考えずお気軽に 

ご参加ください。 

 

※参加の事前申し込みは不要です。 

 マスクの着用をお願いいたします。 

※感染症拡大状況や各事業開催日の気象警報発表により、事業

を中止する場合があります。お問い合わせはふれあい館まで。 

 

大正琴教室     ３月までお休みです。 

茶道教室     4 日・18 日(金)19 時 30 分～ 

パソコン教室    4 日・18 日(金)13 時 30 分～ 

３Ｂ体操     14 日・28 日(月)13 時 15 分～ 

舞踊教室(桜喜会) 22 日(火)13 時 30 分～ 

ﾅﾝﾌﾟﾚｻｰｸﾙ   5 日・19 日(土) 13 時 30 分～ 

グラウンドゴルフ 18 日・25 日(金)13 時 30 分～ 

フォークダンス 4・18・25 日(金)13 時 30 分～ 

健康料理教室   ３月までお休みです。 

 

 

 



パン作り教室のお知らせ 
 

手作りのパンは、焼きあがった時の小麦の匂

いが何とも言えない美味しさですね。 

生地のこね方、発酵の加減などちょっとした

コツも習います。 

 

・日 時 2 月 21 日（月） 

午前 9 時～午後 1 時頃 

・場 所 古市ふれあい館 

・材料費 実費（700 円程度） 

・持ち物 エプロン、三角巾、マスク 

・講 師 野中陸子さん 

・募集人数 8 名 

・申込締切日 2 月 14 日（月） 

 

 

 

 

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@gw.city.sasayama.hyogo.jp 

               

                 

 

 

 

 

 

かごサロン  
・日 時 ２月１5 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 ２月１8 日(金) 

午後１時 30 分から午後３時 

・場 所 初田公民館  

・内 容 オリジナルカレンダーを作ります 

・材料費 100 円 

・申込締切日 2 月 10 日（木） 

※ 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。 
 

 

麹作りと黒豆味噌作りのお知らせ 
 

自分で育てた黒豆を使ってお味噌を作ってみませんか。 

麹作りから習います。麹作りだけの参加も大歓迎です。 

「我が家の味」を作りましょう。 

 

【麹作り】スケジュール 

・日 時  ２月 6 日（日）米を洗い一晩浸ける 

（各自、自宅でお願いします）

7 日（月）米を蒸す・種菌をまぶす 

午前９時３０分～ 

８日（火）天地返し  午前１０時～ 

9 日（水）休ませる 

10 日（木）麹完成 

・参加費 麹作りのみで参加の場合 ４００円 

（麹４㎏と塩・袋をお持ち帰りいただきます） 

・持ち物 生米３㎏（当日参加出来ない方は、事前にふ

れあい館までご持参ください） 

 

【黒豆味噌作り】 

・日 時 ２月 10 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 黒豆（乾燥状態で）３㎏を炊いたもの 

煮汁１ℓほど（煮豆とともに 10 日に持参） 

      味噌を入れる容器、手袋、エプロン、三角巾 

・講 師 小林廣子さん 

・募集人数 10 名 

・申込締切日 ２月 3 日（木） 
 

● お申込みの際に・・・ 

・「麹作りのみ参加」または「麹作りと黒豆味噌作りに

参加」のどちらかをお伝えください 

・7 日・8 日・10 日のうち、参加できる日をお伝えく

ださい 

 

※黒豆について・・・ 

数名の方の準備はできますので、ご希望の場合はふれあ

い館までごお問合せください（参加費が変わってきます

のでご注意ください） 

 


