
 

 

 

 

 

 

 

江戸幕府が終わり、明治政府が成立して間もない 1871（明治 4）年、

「太政官布告」が出されました。これは「賤民廃止令」であり、賤民の名

称と制度の廃止、身分も戸籍も一般国民と同じであるとされました。後に

「解放令」と称されますが十分な対策が執られなかったため、翌 1872(明

治 5)年に作られた全国的な最初の戸籍（「壬申戸籍」）には、旧身分の差別

的な呼称が記載されたものもありました。また、地域によっては「解放令」

に反対する一揆が起こったり被差別部落が襲撃されたりする事件も発生しました。制度上

の身分差別は廃止されたのですが、実態として居住地や結婚、就職、付き合いなどで差別

は残りました。 

それから 50 年後、1922（大正 11 年）全国水平社が結成され

「水平社宣言」が宣言されました。この宣言は、長い間差別されて

きた人たちが、差別と貧困と堪えがたい屈辱的な日々のなかで、自

らの自覚と行動によって部落解放を目指して生まれました。さらに 2016(平成 28)年、

「部落差別の解消の推進に関する法律」が公布・施行されました。 

「賤民廃止令」（「解放令」）から 150 年、水平社宣言から 100 年が経過しましたが、

まだまだ部落差別は残っています。 

人権はもともと存在し認められていたものではなく、人類の長い歴史の流れの中で、人々

が命をかけ、多くの試練を乗り越えて獲得してきたものです。 

私たちがどのような努力をするかで、未来が変わっていきます。 
              【参照：(公財)人権教育啓発センター発行パンフレット「心ひらこう」、 

兵庫県・(公財)兵庫県人権啓発協会発行「人権文化をすすめるために」】 

 
令和４年度人権問題文芸作品「のじぎく文芸賞」募集 

 兵庫県と(公財)兵庫県人権啓発協会では、人権の大切さや思いやり、支え
合うことの素晴らしさなど、人権文化の創造や人権課題の解決に関する内容

が描かれた文芸作品〔小説、随想(手記・作文を含む)、詩、創作童話〕を募集
しています。 
 応募は、６月１日(水)～９月９日(金)まで。県内在住、在勤、在学の方で、インターネッ
ト上を含む未発表・未投稿の自作の作品に限ります。字数制限があります。 
 詳しくは、(公財)兵庫県人権啓発協会（電話：078-242-5355 FAX：078-242-
5360）へお問い合わせください。 

 

 

令和４(2022)年７月 21日発行 

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 
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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 

厳しい暑さが続きますね！ 

畑ふれあい館で脳トレーニングやレクレーション

ゲームをしながら皆で楽しくゆっくり過ごしまし

ょう。 

涼しくして皆さんのお越しをお待ちしています。 

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：8月 18日（木） 

時 間：10：00～10：45 脳トレーニング 

    10：50～11：35 レクレーションゲーム 

講 師： 丹波篠山市東部地域包括支援センター 

     丹波篠山市社会福祉協議会 

参加費：無料 

持ち物：マスク・飲み物 

締切り：8月 15日（月） 

午後 5時まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月のサロンの案内 

⚘カラオケサロン 第 2金曜日 12 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 

（1日、8日、22日、29日）※15日はお休み 

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 

8月は 26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夏野菜がたくさん取れます。 

夏野菜をたっぷり使った料理教室を開催します。 

夏バテ防止のメニューも用意しています。 
 

開催日：8月 5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: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：8月 1日（月）午後 5時まで 

 

 

 

絵本の紹介 

「へいわとせんそう」は谷川俊太郎さん ぶん 

Noritakeさん え による本です 

この絵本はモノクロのイラストで描かれていま

す。見開きは「へいわのボク」「せんそうのボ

ク」が書かれています。このように同じ人や物

がへいわの場面とせんそうの場面で対比させな

がら短い言葉でシンプルに書かれています。 

今のこの時期もう一度、自分自身に 

「へいわとせんそう」について 

問いかけてみませんか。 

 



 

 

 

 

楽しみにしていた西荘納涼大会ですが、 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点 

 から安全・安心を確保するため、開催を 

 中止いたします。どうぞご理解いただき 

ますようお願いいたします。 

 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 

 

                     

      電気製品からの発火・家庭内の思わぬ火事に注意 

火災の原因はコンロ・野焼き・タバコ・放火などと思いがちですが、以外に古い電気製

品の間違った使用方法が上位に入っています。電気製品の経年劣化による事故または火災

に気を付けなくてはなりません。異常音・変なにおい・煙など日ごろから異常に注意しま

しょう。今一度プロの方のお話を聞いて安全確認をしましょう。 

  

日 時  ８月２６日（金） 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  丹波篠山市防災設備保安協会会長 岡田政光さん（オカダ電工代表） 

○体 操 教 室 

 

☆日 時 ８月１８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 ８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 

 

○グラウンドゴルフ 

 

☆日 時 ８月９日（火） 

     午前９時３０分～ 

  

☆日 時 ８月２３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・ 

  飲み物はご持参ください。 

★ご注意ください★ 

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、または、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ので、ご了承ください。 

○かご作り教室 

  

☆日 時 ８月２９日（月） 午後１時～ 

   場 所 日置ふれあい館  １階会議室 

   持ち物 はさみ・木工ボンド・洗濯ばさみ 

      （ふれあい館にもあります） 

※材料費は５００円程度。 



 

 

 

 

《材料》 

・水（湯冷まし）１リットル 

・砂糖     ４０グラム（大さじ４と１/２杯） 

・塩      ３グラム（小さじ 1/2 杯） 

・レモン汁   お好みで 

 

 

８月の教室とサロン 

🌼成人書道教室（月謝 1,500 円) 

３日(水)・1７日(水)14：00～16：00 

🌼子ども書道教室（月謝 1,000 円） 

５日(金)・1９日(金)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 

1８日(木)13：30～15：00 

🌼ホッとサロン 園芸療法 

４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準備のため、開催日の
３日前（８/１）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。 

各教室や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。 

 

① 砂糖と塩を水に入れ良く溶か

す 

② かき混ぜて飲みやすい温度に

する 

③ お好みでレモン汁を絞って入

れる 

 

※作った後は１～２日以内に飲む

ようにしましょう 

  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 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。 

 

奈良漬を作ろう！ 
（西紀南まちづくり協議会共催） 

 

今回は 2 回に分けて『奈良漬』を習います。 

1 回目は食材の塩漬けをします。 

2 回目は漬かった食材で本漬けをします。 

酒粕で漬け床を作る所から習います。 

多くの方のご参加をお待ちしています。 

 

【1 回目・塩漬け】 

日 時：8 月 5 日（金）午前 9 時 30 分～ 

講 師：小林廣子さん 

参加費：実費（1,000 円程度） 

    ※本漬けの 26 日に集金します 

持ち物：エプロン、三角巾、マスク、ゴム手袋 

申込締切日：7 月 29 日（金） 

※材料準備のため、事前申し込みが必要です。 

  

【2 回目・本漬け】 

日 時：8 月 26 日（金）午前 9 時 30 分～ 

講 師：小林廣子さん 

参加費：実費（1,000 円程度） 

※当日に集金します 

持ち物：エプロン、三角巾、マスク、ゴム手袋 

    持ち帰り容器 

熱中症予防に・・・ 

水分補給に・・・ 

 

経口補水液の作り方 

簡単です❣ 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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     5 日・19 日(金)13 時 30 分～ 

茶道教室      5 日・19 日(金)19 時 30 分～ 

パソコンサークル  8 月はお休みです。 

３Ｂ体操     15 日・29 日(月)13 時 15 分～ 

舞踊教室(桜喜会) 23 日(火)13 時 30 分～ 

ナンプレｻｰｸﾙ  8 月はお休みです。 

グラウンドゴルフ  8 月はお休みです。 

フォークダンス 5・12・19・26 日(金)13 時 30 分～ 

健康料理教室   30 日(火)10 時～ 

 

 

 

 

おしゃべり広場 

日 時 8月 25日(木) 13時 30分～ 

内 容 ジェルキャンドル作り 

材料費 200円 

申 込 8月 22日(月)まで 

ほっこり広場（8月はお休み） 

日 時 9月 5日（月）13時 30分～ 

内 容 アロマテラピー 

材料費 200円 

申 込 8月 31日（水）まで 

 

地域・親子ふれあいクッキング 

 ホットケーキミックスを使って手軽に作れる料理を

しましょう。小さなお子さんとでも思い立ったらすぐ

に作れて、とってもおいしいレシピです。 

日時：9 月 5 日（月）10 時～12 時頃 

講師：味間ふれあい館職員  費用：300 円 

持ち物：エプロン・三角巾・タオル・食べきれなかっ

た時用の持ち帰り容器 

参加者：先着 8 名程度 締め切り：8 月 12 日（金） 

奉仕作業ありがとうございました。 

 6 月 16 日に、第六福寿会と中野母親クラブの皆

様が、味間ふれあい館・丹南児童館周辺の草刈り 

や植木の剪定をしてくださいました。 

暑い中大変お世話になり、 

ありがとうございました。 

 

丹南児童館よりじめじめとした季節が終わると、いよいよ本格的な夏の到来です。 
「じどうかんは、子どもの根っこを支えます！」８月は、次のような楽しい行事があります。 

８月１日（月）・２日（火） 夏休み子ども教室１回目※  ８月４日（木） おはなし広場 

８月８日（月）・９日（火） 夏休み子ども教室２回目※  

８月 23日（火） ほっとママ広場「フラダンスでリフレッシュ」※ 

８月 25日（木）11:00 うたってあそぼう♪…「やまびこごっこ♪」「とんぼのめがね♪」ほか 

８月 26日（金）10:00ほっとママ広場「引き揃え糸のアクセサリーワークショップ」※  

  ※印は申込制・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。 

※市のホームページにも、のっていますよ～！ 

「けん玉やなわとび できるかな？」 

本館では小・中学生を対象に「ＴＣけん玉検定」を開催しています。また、６月号でもお知らせ

しましたが、園児（年中・年長児）には「なわとびチャレンジ」、小学生には「なわとび検定」を始めてい

ます。日々の練習が大事ですが、けん玉やなわとびに挑戦する皆さんをお待ちしています。 

 

 

 

新型コロナウイルスの感染状況や、気象警報などによって事業を中止することがあります。 

ふれあい館までお問い合わせください。 

8月～9月の広場 
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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８月１９日(金)  

午後１時 30 分から午後３時頃 

 

・場 所 初田公民館  

 

・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 
給食メニューを作ってみよう！ 

丹波篠山市の学校給食は２０１９年、「全

国学校給食甲子園」で優勝し、２０20 年

にも優秀賞を獲得しています。 

また、レシピ本「日本一おいしい丹波篠山

の給食」も作られています。 

 

●日 時  8 月４日（木） 
午前 9 時 30 分から午後 1 時頃 

●場 所 古市ふれあい館 

●内 容 ・こぎつね寿司 

・黒豆のきなこ豆 その他 

●材料費 実費（800 円程度） 

●持ち物 エプロン、三角巾、マスク 

●講 師 給食センターの方 

●募集人数 ８名 

●申込締切日 ７月２８日（木） 

かごサロン 

―自分の作りたい作品を作ろう！― 
 

●日 時：8 月 3 日(水) 
８月２３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。 
※８月はお盆のため、第四火曜日 
 に開催します。 
※レシピは各自でご準備くだ 
さい。 

 

 夏バテ解消  

まだまだ暑い日が続くこの頃で

すが、夏バテで体調を崩されてい

る方も多いのでは？ 

夏バテ解消には、「栄養バランスの取れた食事」、

「無理のない適度な運動」、「十分な睡眠」によって

自律神経のバランスを整えることが大切ですが、こ

れが分かっていてもなかなか上手くいきません。 

 

そこで次の点にちょっと注意してみてください。 

きっと夏バテ解消に役立つと思います。 

「薄着すぎるのは禁物」 

「しっかり湯船に浸かる」 

「寝る前は明かりを暗めに」 

「味噌汁はパーフェクトドリンク」 

「人体を温める食材をとる」 

 

簡単なことから取り組みましょう。 

令和４年 8 月（葉月） 

〇8 月は「人権文化をすすめる県民

運動」強調月間です。 
兵庫県では、県民一人ひとりが、日常生活のな
かで人権尊重を自然に態度や行動として表す
ことが文化として定着している社会をめざし
て、「人権文化をすすめる県民運動」に取り組
んでいます。 


