
ふれあい館からのお願い 
 「○△ふれあい館の□◇です。少しお話させていただいてもよろしいか」 

 ふれあい館の相談事業では、館に来られるのを待つだけでなく、高齢世帯や独居高齢

者、昼間独居になられる方等を訪問し、声掛けや安否確認をさせていただいています。 

そのため、普段あまり出会えない方と出会えた時はついついどうされているのかと様

子を詳しくお尋ねしてしまいますが、個人情報保護の観点からも 

守秘義務を厳守しています。 

 地域包括支援センターや民生委員さんとも連携を取りながら、少し 

でも地域の皆さまに安心していただけるよう取り組んでいきますので、 

訪問や声掛けにご理解をお願いします。 

 

 

 

 

 

 男女共同参画に関する法律には、昭和 60 年に制定された「男女雇用機会均等法」と平成 11

年に制定された「男女共同参画社会基本法」があります。 

男女雇用機会均等法は、仕事に関連する様々なことについて男女

間の差別を禁止する法律です。男女共同参画社会基本法は、男女が

対等の立場で、個人として能力を十分に発揮し、家庭生活と仕事を

両立させていく社会を目指す社会活動全般に関しての法律です。 

昭和 60 年の制定以来、男女の平等についての認識が大きく進展

してきています。男らしくとか、女だからということに縛られるこ

となく、一人一人が自分の望むことを選べるようになってきましたが、まだまだ性差による不平

等は残っています。「女のくせに」「やっぱり女は」というような女性を軽視

した言葉を聞くこともあります。 

丹波篠山市では令和 4 年 3 月に「第 3 次丹波篠山市男女共同参画プラン」

を策定し、誰もがお互いを尊重し合い、生き生きと輝きながら自分らしく生

きるまち、丹波篠山をめざしています。 

「男女共同参画社会基本法」（平成 11 年 6 月 23 日法律第 78 号）の交付・施行日である 6

月 23 日から 29 日までの 1 週間を「男女共同参画週間」として、目的や基本理念について理

解を深めることをめざしています。 

 

 
 

 

  

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 

令和４(2022)年５月 20日発行 
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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 山西和子・中村和泉 

メール：fureai-hata@gw.city.sasayama.hyogo.jp 

畑ふれあい館からのお誘い 

丹波篠山市長寿福祉課が作成された「私の大事を

つなぐノート」のお話をしていただきます。その

後「あめ細工」の実演をしていただきます。 

畑ふれあい館で気持ちをほっこりして笑顔で帰っ

ていただけたらうれしいです 

開催日：6月 16日（木） 

時  間 :10：00～10：50 「私の大事をつなぐ 

ノート」のお話 

11：00～12：00 あめ細工の実演 

講 師：ふくし総合相談推進室課長松本ゆかりさん 

    細見多恵子さん 

希望者には 1本 500円でお分けできます 

持ち物：マスク、飲み物 

締切り：6月 13日（月）午後 5時まで 

 

 

6月のサロンの案内 

⚘カラオケサロン 第 2金曜日 10 日 

        午後 1時 30分～3時 00分 

ほぼ 2年間お休みしていたカラオケサロンを

6月より再開します。コロナ禍前と同じよう

にはできませんが、換気を十分に取りながら

音楽を流して口ずさんで歌うような形から再

開したいと思います。 

久しぶりに元気なお顔に出会えることを楽し

みにしています。  

 

 

⚘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。 

 

     

  余ったクラフトで作成しました 

 

 

 

⚘コミュマサロン 毎月第 4金曜日 

6月は 24日金曜日です 

午後 1時 00分～4時 00分 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 

料理教室のご案内 
 

お弁当を作るときこれからの季節は、気温が上がり、

湿度も高くなるので気になることが増えますね！ 

お弁当作りのコツや注意点を講師さんからご指導い

ただきながら実際にお弁当を作ります 

開催日：6月 9日（木） 

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: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：6月 6日（月）午後 5時まで 

 

 

 



 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 

                              

今年度の体験型人権学習活動(解放学級・篠山東中学校参加希望生徒)について 

テーマは、「２０２２年４月から、成年年齢は１８歳に引き下げられた」 
成人といえば２０歳と決まっていましたが、この４月から「民法改正」により１８歳に

なりました。成年年齢が引き下げられたことで、変わったこと変わらないことを皆で学習

します。特に、保護者の許可がなくても契約できるなど大きな課題もあり、まだまだ大人

たちの社会と触れていない子どもたちを守るためにも保護者の方も一緒に学習しましょう。

日時・場所は、９月１５日（木）午後３時から篠山東中学校です。詳細が決定しましたら

あらためて日置ふれあい館だより８月号で案内します。ご予定ください。 
 

好評につき ストレッチポールを使って・・・いきいき健康体操 

☆日  時   ６月２９日（水）午後１時３０分～（約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 

☆持ち物他   運動できる服装で。汗拭きタオル、飲み物。 

☆募集人数   １０名（定員になり次第、締め切ります） 

体操教室 

６月 ９日（木） 午前９時３０分～ 指導は、木戸夕皎先生です。 

６月２３日（木） 午前９時３０分～ 指導は、日置ふれあい館指導員です。 

※組体操はしません。汗拭きタオル・飲み物などはご持参ください。 

グラウンドゴルフ  

６月１４日（火）、６月２８日（火） 午前９時３０分～ 西荘グラウンド 

※汗拭きタオル・飲み物などはご持参ください。道具はありますのでお気軽にご参加ください。 

かご作り教室 

６月２７日（月） 午後１時～  3密を防ぐため、参加者が多い場合は全館で行います。 

講 師  久保田 幸さん 

※興味のある方は見学だけでも可能です。ぜひお越しください。材料費 500円程度。 

 

♡すべて参加費無料です。各事業開催日に気象警報が発表されている場合や、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大により中止する場合がありますが、ご了承ください。 



 

◎梅干しには命を守る七つの徳がある◎ 

古くから養生法として伝えられてきた 

「梅干しの七徳」とは、 

「毒消し」「防腐」「疫病除け」「保存」 

「呼吸を整える」「鎮痛」 

「梅酢の効」のこと。 

 

 

 

 

 

６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） 

3 日(金)・17 日(金)16：00～17：00 

⚘かご作りサロン 

27 日(月)13：00～16：00 

材料代 200 円くらいから 

⚘カラオケサロン 

16 日(木)13：30～15：00 

⚘ホッとサロン アロマテラピー 

2 日(木)13：30～15：00 

材料代 200 円 

講師：寺本秀代さん 

※ホッとサロン材料準備のため、開催日の３
日前（5/30）までにお申し込みください。 

ホッとするひと時を楽しんでください。 

各教室、サロン参加の際はマスク着用、飲
み物を持参でお願いします。 

 

  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 熊岡 操・籾井美紀 

                                      

                                              

                          

                         

 

   

 

ご注意ください。 

＊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。ご了承ください。 

 

健康料理教室 
～キューリづくし料理～ 

 

『キューリ』の料理って何があるかな？ 

サラダに酢の物、お漬物・・・私が思いつく

のはこのくらい・・・でも・・ 

もっと色んな食べ方ができるのではないで

しょうか。 

たくさん習って、レパートリーを広げましょ

う！ 
 

日 時：6 月 24 日（金）午前 9 時 30 分～ 

講 師：本莊賀寿美さん 

参加費：実費（500 円程度） 

持ち物：エプロン、三角巾、マスク 

定 員：8 名（先着順） 

申込締切日：6 月 17 日（金） 

※材料準備のため、事前申し込みが必要で 

す。 

梅干し作りと 

玉ねぎドレッシング作り 
 

西紀南まちづくり協議会と共催で開催します。 

初夏の手仕事の一つ、【梅干し作り】と玉ねぎ

を使ったドレッシング作りをしましょう。 

一度食べるとやみつきになるかも・・・ 

日 時：6 月２７日（月） 

午前 9 時 30 分～ 

講 師：小林廣子さん 

参加費：実費（1,000 円程度） 

持ち物：1 ㎏の梅が漬けられる瓶 

    （海苔の瓶でも大丈夫です） 

エプロン、三角巾、マスク 

定 員：8 名（先着順） 

申込締切日：6 月 20 日（月） 

※材料準備のため、事前申し込みが必要です。

瓶等について分からない事がありまし 

たらふれあい館までお問合せください。 

梅干しに関することわざ 



   

 

   

 

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹南児童館より 天気の変わりやすい季節になりました。汗をかいている子どもも多く見られま

すので、水分補給や着替えなどして体調を整えていきましょう！ 
◇利用時間  月曜日から金曜日（祝日・年末年始は除く） 

◇開館時間  9:00～17:00  ◇利用者 ０才～18 才までの児童、およびその保護者の方など 

【今月の行事予定】下記の※は少人数の申込制。詳しくは児童館にお問い合わせください。 

６月 ２日（木）11:00おはなし広場      ６月７日（火）10:30ほっとママ広場 「ﾊｯﾋﾟｰ親子ヨガ」※  

６月 ９日（木）11:00つくしんぼ広場  

６月 15日（水）10:00ほっとママ広場 「布ぞうりを作ろう＆はこう」１回目※  

６月 16日（木）11:00つくってあそぼう※  

６月 22日（水）10:00ほっとママ広場 「布ぞうりを作ろう＆はこう」２回目※ 

６月 23日（木）11:00 うたってあそぼう♪…げんこつ山のたぬきさん、たなばたさま など♪ 

◆今、園児（年中・年長児）には「なわとびがんばり」、小学生には「なわとび検定」を始めています。 

丹波篠山市中野 28 電話 (079)594-1003 FAX (079)594-1079 担当：西田直美・中道唯公美・酒井道子・上石孝子 

大正琴教室     3 日・17 日(金) 13 時 30 分～ 

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・27 日(月) 13 時 15 分～ 

舞踊（桜喜会） 14 日・28 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・24 日(金) 13 時 30 分～ 

フォークダンス 3・10・17・24 日(金)13 時 30 分～ 

健康料理教室    28 日(火)10 時～ 

 

 

 

６月のおしゃべり広場 

日 時 6月2３日(木)13時30分～  

内 容 羊毛フェルト 

  フェルトボールでストラップ作り 

材料費 １００円  

 

※材料準備のため２０日(月)までに必ず 

 お申込みください。 

 

ほっこり広場をはじめます！ 

7月から心がほっこりとする広場（サロン）を始めます。 

内容は、いろんな技法を使って絵を描く「臨床美術」、

ドライフラワーや植物を使って作品を作る「園芸療法」、

いい香りに包まれてリラックス効果が得られる「アロマ

テラピー」教室を月替わりで開催します。先生方もとて

も優しくて、心が癒されます。ぜひぜひご参加ください。 

毎月第 1月曜日の午後 1時 30分から 3時ごろまで。（8

月はお休みです）参加費は各回とも 200 円です。事前

の申し込みが必要です。 

日時 7月 4日（月）13時 30分  

講師 園芸療法：植西恵子先生 

申し込み締め切りは 7月 1日（金）17時 

マイナンバーカードを作りましょう 

本人確認がすぐにできたり、コンビニで住民票や

公的な証明書などが取得できるマイナンバーカ

ード。登録すると 15,000ポイント（15,000円相

当）ももらえたりします。味間ふれあい館で申請

手続きができます。写真も無料で撮ってくれて、

出来上がったカードは自宅へ郵送してもらえま

す。この機会に作りましょう。10 分程度で手続

きができます。 

日時 6月 6日（月）・6月 16日（木） 

両日とも 13時 30分～ 予約制です。 

担当 丹波篠山市役所市民生活部市民課職員 

詳細は味間ふれあい館までお問合せください。 
 



☆☆梅雨の時期の健康方法☆☆ (梅雨を乗り切るワンポイント) 
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※ 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。 

【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  6 月１７日(金) 
午前10時から11時30分頃 

    ※時間がいつもと違うので注意を！ 
・場 所 古市ふれあい館  
・テーマ 私の大事をつなぐノートを書いて

みよう 
※ 飲み物等は各自でご準備ください。 
※ 検温・手指の消毒・マスク着用にご協力

をお願いします。 

古市ふれあい館 / 〒669-2106 丹波篠山市牛ケ瀬 78-1 / tel＆fax：079-594-1001 

岡澤章好・羽馬知代 / e-mail:fureai-furuichi@gw.city.sasayama.hyogo.jp 

ラク☆楽☆うまいなサロン 
 
美味しい料理を楽しく作りませんか? 

今回は今が旬の玉ねぎを使った料理です。 
 
●日 時   ６月１６日（木） 

午前９時から 1２時頃 

●場 所  古市ふれあい館 

●内 容  玉ねぎを使った各種料理 

      ドレッシング、和風ハンバーグ 

      サラダなど 

●材料費  実費（６00 円程度） 

●持ち物  エプロン、三角巾、マスク 

●講 師   小林廣子さん 

●募集人数 ８名 

●申込締切日 6 月１０日（金） 

かごサロン 
―自分の作りたい作品を作ろう！― 

●日 時：6 月 １日(水) 

     ６月２１日(火) 

午後 1 時～午後 4 時  

●講 師：小倉桂子さん 

 ※レシピは各自でご準備ください。 
 

☆かごサロンは原則第一水曜日と 

第三火曜日に開催します。 

権利擁護について 
 
あなたの各種権利は守られていますか? 

高齢者や障がいのある方が、住み慣れた

「丹波篠山」で自分らしく安心して暮ら

し続けることができるように個人の権利

と生活を守るためのお話を分かりやすく

していただきます。 

※暮らしに役立つ情報とお考え下さい。 
 
多くの方のご参加をお待ちしています。 

 
●日 時：6 月３０日（木） 

     午前１０時から１１時３０分頃 

●場 所：古市ふれあい館 2 階会議室 

●内 容：権利擁護について 

●講 師：丹波篠山市高齢者・障がい者権利 

サポートセンター 

☆事前の参加申込みは不要です。 

 

雨の日や気圧が大きく下がるときは、頭痛や耳鳴りがするなど、体調を崩しやすいとい
う方は少なくありません。天気や気圧と体調は密接に関係しているため、特に雨の多い
梅雨時や気候が変化する季節の変わり目は、きちんと体調管理することが大切です。 
 
〇.朝の時間のリズムを切り替える 
梅雨時は特に朝の時間のリズムを切り替えてみるのがおすすめ。 
いつもよりも 10～15 分早めに起きて、好きなテレビ番組を見たり、 
しっかり朝食を食べたりして、毎朝交感神経のスイッチを入れられる 
ようにしてみてください。 


