
 

 

 

 

 

 

 

ふれあい館は、市内に 5 館あります。各ふれあい館運営委員会を開催し今年度の運営方

針や事業計画についてご協議いただきました。 

ふれあい館は周辺地域の方も含めて様々な学習会や各種教室、

視察研修等を通して交流を深め、お互いの思い込みや偏見を取り

払い、理解し合うことを目指しています。また訪問活動ではみな

さまと会話しふれあうことで信頼関係を深められるよう取り組

んでいます。 

ふれあい館でやってみたいこと、お話を聞いてみたい人、困ったこ

となど、何でも教えてください。 

これからも「福祉と人権のまちづくり」を目指して活動を推進して

いきます。皆さま方のご協力とご理解をいただきますようよろしくお

願いします。 
 
 

 

 

 
 

 総務省の職員   市区町村の職員   その関係者  等が 

以下を行うことは絶対にありません 

   ☑ マイナンバーや金融機関の口座番号、口座の暗証番号、資産の情報、 

     家族構成などの個人情報などを伺うこと 

☑ 通帳やキャッシュカードを預かったり、確認すること 

☑ 金銭を要求したり、手数料の振込みを求めること 

怪しいな？と思ったら、遠慮なくご相談ください 

     マイナンバーカードの置忘れやパスワードの 

管理に注意してください。 
(総務省ホームページ参照) 

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 

令和４(202２)年６月２１日発行 

警察相談専用電話 

＃９１１０ 又は 

最寄りの警察署 

消費者ホットライン 

（局番なしの３桁） 

１８８(いやや！) 

マイナンバー総合フリーダイヤル 

０１２０-９５-０１７８ 

※ダイヤル後、５番を選択してください 

注意 
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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 

マイナンバーカードの出張申請のご案内 

丹波篠山市は市職員が顔写真の撮影から申請ま

での手続きをサポートする「出張申請」を行って

います。丹波篠山市内の企業、事業所、学校、自

治会、サークルなど 5名以上の希望者があれば申

込みできます。希望される方はふれあい館までご

連絡ください。条件がそろえば、ふれあい館が日

程調整等のお手伝いをします。 

申請には本人確認書類 2点以上必要ですのでお

問い合わせください。申請用の「顔写真撮影」は

無料でしてもらえます。出来上がったカードは自

宅に郵送（本人限定受取郵便または簡易書留郵

便）されます。手続きは 10分程度でできます。 

お得なクーポン、マイナポイントについては丹波

篠山市広報 6月号 4頁、５頁をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月のサロンの案内 

⚘カラオケサロン 第 2木曜日 14 日 

        午後 1時 30分～3時 00分 

開催日を偶数月は第 2金曜日、奇数月は第 2

木曜日とします。  

⚘かごサロン 開館日の毎月曜日 

（4日、11日、25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 

7月は 22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 

夏本番のこの時期は焼き肉をされることも多くなるの

では？ 2種類の焼き肉たれを作ります。自家製のタ

レをぜひ使ってみてください。 
 

開催日：7月 14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:小林 廣子さん 

参加費:500円 

容器代：100円 

持ち物：エプロン、三角巾、マスク、飲み物 

締切り：7月 11日（月）午後 5時まで 

 

 

 

夏休み親子クッキングのご案内 

待望の夏休みが始まりました。 

親子でクッキングをしませんか？ 

手打ちうどんと、冷たいデザートを作ります。 

小学 3年生以上であれば子どもさんだけの参加

でも可能です。 

開催日：7月 29日（金） 

時 間：午前 9時 30分～12時 00分 

場 所：畑ふれあい館 

参加費：一人 300円 

持ち物：エプロン、三角巾、マスク、飲み物 

    直径 18～20cmのボール、 

定 員：10名 

締切り：7月 25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 

                              

「日置ふれあい館体操教室」20 周年を迎えました。 
    

『健康第一・まだまだ出来る・みんなで笑って』の体操教室です。 

   毎月第２木曜・第４木曜の２階大会議室は、エネルギーがみなぎっています。 

講師は、木戸夕皎さんです。職場退職後、やりたい事がいっぱいな木戸さん。 

でも、突き詰めるところ健康が第一との思いで、体操指導を通じて 20 年間当館で 

指導してくださいました。当館の館だよりを見 

て参加申し込みの電話が度々あります。質問で 

は「体力をつけたいのですが、難しい体操教室 

ですか」などの声が多いです。「いえいえ無理の 

ないようにそれぞれのペースに合わせた指導を 

されています」とお誘いしています。体験だけ 

でもいいので参加されませんか。お待ちしています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪７月のサロンほか≫ 

〇体操教室 

  〇日 時 ７月１４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 

  〇日 時 ７月２８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 

・持ち物 汗拭きタオル・飲み物は各自ご持参ください。 

※組み操法(体操)はしません。 

○グラウンドゴルフ 

  ○日 時 ７月１２日（火） 午前９時３０分～ 

       ７月２６日（火） 午前９時３０分～ 

  ・場 所 西荘グラウンド 

  ・持ち物 ※道具はあります。汗拭きタオル・飲み物は各自ご持参ください。 

〇かご作り教室 

  ○日 時 ７月２５日（月） 午後１時～午後４時頃 

・講 師 久保田 幸さん 

・場 所 日置ふれあい館  1 階会議室 

・材料費 120 円～350 円程度  

・持ち物 はさみ・ボンド・洗濯ばさみ(なければ館にあります) 

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のでご了承ください。 

熱中症に注意 

のどが渇いてからではダメ！ 

のどが渇く前に水分補給を 

心がけましょう。 



 

 

多くの方が集まり、楽しく開催される「川

西納涼祭」・・・とても残念なことですが、

コロナ禍において今年も中止することにな

りました。 

来年こそは・・・期待を胸に、楽しみに待

ちましょう！ 

 

 

 

 

７月の教室とサロン 

🌼成人書道教室（月謝 1,500 円) 

6 日(水)・13 日(水)14：00～16：00 

🌼子ども書道教室（月謝 1,000 円） 

1 日(金)・15 日(金)16：00～17：00 

🌼かご作りサロン 

25 日(月)13：00～16：00 

材料代 200 円くらいから 

🌼カラオケサロン 

21 日(木)13：30～15：00 

🌼ホッとサロン 臨床美術 

7 日(木)13：30～15：00 

材料代 200 円 

講師：川﨑昌代さん 

※ホッとサロンは材料準備のため、開催日の
３日前（7/4）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。 

 

タレ作り・ドレッシング作り 
（西紀南まちづくり協議会共催） 

 

今回は『焼き肉のタレ』『胡麻ドレッシング』

『ごまみそドレッシング』の３種類を習いま

す。 

色んな料理に活用できる優れものです。 

多くの方のご参加をお待ちしています。 
 

日 時：7 月 15 日（金）午前 9 時 30 分～ 

講 師：小林廣子さん 

参加費：実費（700 円程度） 

持ち物：エプロン、三角巾、マスク 

申込締切日：7 月 8 日（金） 

※材料準備のため、事前申し込みが必要です。 

 容器はこちらで準備します。 

夏休み小学生工作教室 
―西紀南小学校運営協議会共催― 

 

《 第１回 》 

・日 時：7 月 29 日（金） 

・時 間：9 時～自習学習 

10 時～工作教室 

・内 容：キラキラ石鹸を作ろう！ 

・講 師：寺本秀代さん 

・参加費：600 円 

・持ち物：勉強道具、水筒、マスク 

・締切日：7 月 13 日（水） 

《 第２回 》 

・日 時：8 月 1 日（月） 

・時 間：9 時～自習学習 

10 時～工作教室 

・内 容：陶芸体験 

・講 師：市野達也さん 

・参加費：1,000 円 

・持ち物：勉強道具、水筒、マスク 

・締切日：7 月 13 日（水） 

 

 

「川西納涼祭」中止のお知らせ 



 

 

 

 

 

  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹南児童館より たくさん遊んで暑い夏を乗り切りましょう！子どもたちにとって充実した夏

になりますように。７月は、次のような行事を予定しています。 

７月 5日（火）10:30ほっとママ広場（親子ヨガ）①            ７月 7日（木）11:00おはなし広場     

７月 13日（水）10:30ほっとママ広場（モールで虫取り遊び作り）②  ７月 14日（木）11:00つくしんぼ広場 

７月 20日（水）1部 13:00、2部 14:20夏まつり※③  

７月 21日（木）11:00つくってあそぼう「チャプチャプ金魚すくいをしよう」※④ 

７月 26日（火）9:00 こども日帰りキャンプ※⑤                ７月 28日（木）11:00 うたってあそぼう♪ 

※①～⑤は申込制・定員があります。詳しくは児童館にお問い合わせください。 

 ［お知らせ］  

(1) ７月の夏まつりは１部が幼児、２部が小学生対象、こども日帰りキャンプは小学生対象です。上記の申し

込み用紙は６月中頃、児童館に置く予定です。７月もうんと楽しい時間を過ごしましょう。 

 (2) 夏休み子ども教室 １回目は８月１・２日、２回目は８月８・９日。どちらか２日間に参加してもらうよう計画し

ています。開催案内チラシも６月中旬～下旬に児童館に置きますので、ぜひご覧ください。 

♡ わかってくれる人がいなかったら、児童館にいってみよう。  

♡ がまんできないほどしんどくなる前に、児童館にいってみよう。  （児童健全育成推進財団メッセージより） 

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     1 日・15 日(金)13 時 30 分～ 

茶道教室      1 日・15 日(金)19 時 30 分～ 

パソコンサークル 1 日・15 日(金)13 時 30 分～ 

３Ｂ体操     11 日・25 日(月)13 時 15 分～ 

舞踊教室(桜喜会) 12 日・26 日(火)13 時 30 分～ 

ナンプレサークル 2 日・16 日(土)13 時 30 分～ 

グラウンドゴルフ 8 日・22 日(金)9 時～ 

フォークダンス  1・8・15・22・29 日(金)13 時 30 分～ 

健康料理教室   26 日(火)10 時～ 

 

 

安心安全講話のお知らせ 
篠山警察署杉駐在所の友野警部補から、安心安

全に暮らすために注意することを教えてもらいま

す。市内でも特殊詐欺による被害や交通事故が後

を絶ちません。大事な命や財産を守るために、し

っかり学習しましょう。是非、ご参加ください。 

日時 7月１4日(木) 13時 30分～14時 30分 

※事前申し込みは不要です。 

 マスクの着用をお願いします。 
 

7月のおしゃべり広場 

日時 7月 2８日(木) 13時 30分～  

内容 シンプルだけど奥が深い、戦略的陣

取りゲーム「ブロックス」で遊びましょう！  

脳が活性化されますよ。 

参加費 無料 

事前申し込みは不要です。 

ご参加お待ちしています。 

味間ふれあい館をご利用ください 
ふれあい館は福祉の向上や人権啓発のための住民

交流の拠点となる「開かれたコミュニティセンター」

として住民のニーズに応じた地域福祉の推進を総合

的に行っています。 

貸館にも対応していますのでご利用ください。利

用目的や空き室状況などによってはお貸しできない

こともあります。3 か月前から予約可能です。使用

料は無料です。 
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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 令和４年７月２９日(金) 

午後１時 30 分から午後３時 

 

・場 所 犬飼公民館  

 

・テーマ 楽しく歌おう 

          ※アコーディオン等の伴奏でみんな

で色々な歌を楽しく歌いましょ

う。 

・講 師 井上 博さん、前川 龍雄さん 

 

※ 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 
 

●日 時  7 月２１日（木） 

午前９時３０分から 1２時頃 

●場 所 古市ふれあい館 

●内 容 夏バテ防止料理を作ろう！ 

     ※おいしい料理を食べて、夏バ

テを防止しましょう。      

●材料費 実費（600 円程度） 

●持ち物 エプロン、三角巾、マスク 

●講 師 細見 多恵子さん 

●募集人数 ８名 

●申込締切日 7 月 14 日（木） 
 

 かごサロン 

―自分の作りたい作品を作ろう！― 
 
●日 時：7 月 6 日(水) 

7 月 19 日(火) 

午後 1 時から午後 4 時   

●講 師：小倉桂子さん 
  

☆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。 
 
※レシピは各自でご準備ください。 

 ☆☆ 健 康 教 室 ☆☆  
どこでも簡単にできる運動・体操で健康を

維持しましょう！！ 

●日時：7 月７日（木） 

午前 10時３０分から 11時 30分頃 

●場所：古市ふれあい館 

●内容：運動・体操教室 

●テーマ：高齢者の健康維持 

●講師：大黒浩司さん 

※事前の申し込みは不要です。 

※バスタオル、ヨガマットがあればお持ち

ください。(無くても構いません。) 

 夏バテ防止対策のポイント  
 
●夏の暑さに身体が順応出来ずに現れる様々な症
状を総称して、「夏バテ」と呼んでいます。 

●夏バテ予防には、運動、睡眠、栄養のバランスが 

大切です。 
①生活リズムの対策 

  朝ごはんをしっかり食べましょう。 
②しっかり睡眠の対策 
 夜更かしをせずにしっかりと睡眠しましょう。 
③冷房設定の対策 

  冷房の設定は、外気温との差が、5℃以下を目
安としましょう。 

④水分補給の対策 
   のどが渇いたと感じる前に、こまめに水分補給

をしましょう。 
⑤適度な運動の対策 
 夏バテしない身体を作るには、軽い運動が効果
的です。 

令和４年７月（文月） 


