
 

 

 

 

 

 「民法の一部を改正する法律」が施行され、成年年齢が、20歳から 18歳に引き下げられま

した。これにより、18歳、19 歳の人は、自分の意思で親や要監護者の同意を得なくても、様々

な契約ができるようになり、注意が必要です。 

契約において、社会経験の少ない未成年者が親の同意を得ずに契約

した場合、契約を取り消すことができます。３月３１日までは２０歳

未満が未成年者でしたが、４月１日からは１８歳未満になります。１

８歳、１９歳の人も成年として自らの責任により契約できるようにな

りますので、未成年者取消しができなくなります。 

１８歳になったら契約は慎重に行いましょう！ 

 

 

 ４月は新年度を迎え、入学や進学、就職等により若い人の生活環境は大きく変わります。 

 SNS で知り合い、裸の写真を送ってしまった。はじめは優しい人だと思っていた相手から、

写真を拡散すると脅されたり、性的な被害を受けたりするとい

うことが起きています。望まない性的な行為は、どんな理由・

相手であっても性暴力です。性暴力は、年齢、性別にかかわら

ず起こります。身近な人や恋人の間でも起こります。 

 また、成年年齢が引き下げられたことにより、１８歳になる

と親の同意がなくても一人で契約ができるようになるのを悪用

して、「高収入」、「アルバイト」などをうたい文句にし、巧妙に

アダルトビデオの撮影契約に誘い込むということがあります。 

 性暴力の被害や手口にあわないように情報を共有し、社会全

体で性暴力をなくしていきましょう。 

「被害にあっているかも」と思ったら迷わずにご相談ください。 

  

 

令和４(202２)年 4月 21日発行 

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター（内閣府） 📞＃８８９１ 

 性暴力に関する SNS 相談「Cure time」（内閣府） 

 性犯罪被害者相談電話（警察） 📞＃８１０３（２４時間受付しています） 

 女性の人権ホットライン（法務局・地方法務局） ☎０５７０-０７０-８１０ 

 日本司法支援センター（法テラス） ☎０１２０-０７９７１ 

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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お気軽にご相談ください 

人権に関わる相談や生活上の各種相談について、 

各関係機関と連絡を取りながら対応させていただき 

ます。 

 プライバシーを守り、相談内容を他に漏らすこと 

はありませんので、安心してご相談ください。 

相談日・・月～金（午前 9：00～午後 5：00） 

畑ふれあい館（552-4401） 

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 

料理教室のご案内 

新緑の鮮やかな季節になりました。 

タケノコがたくさん摂れる時期ですね！ 

タケノコの瓶詰めをします。冷暗な所に置いて

おくと半年くらいは保存できます。 

開催日：5 月 6 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：600円 

持ち物：エプロン、三角巾、マスク、飲み物 

締切り：4月 28日（木）午後 5時まで 

 

 

 

 

5 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 

（2日、9日、16日、23日、30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 

5月は 27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。 

新しい年度が始まりました。 
 ふれあい館は、社会福祉法に基づく隣保事業を実施する第２種社会福祉施設として位置づけら

れ、福祉の向上や住民交流の拠点となる「開かれたコミュニティーセンター」として、生活上の各種

相談事業や人権課題の解決のための各種事業を行うことを目的にしています。 

 「人と人のつながり」を大切に、関係機関と連携を図りながら、住民の皆様のニーズに応じた事業

を進めて参ります。 

今年度も山西和子（館長）・中村和泉（指導員）でお世話になります。 

温かいご指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

◎開館日は平日の 8：45～17：15 (年末年始を除く) 

 

 



 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 

                              

 

４月から「パワハラ防止法」が、施行されました。                     
     

略式名は、「労働施策総合推進法」。2020 年 6 月から大企業を対象に始まっていました

が、2022 年４月中小企業も含め義務化されました。 

最近ではリモートワークを自宅でする際に、上司が「どんな部屋に住んでいるのか写して

見せて」などと強制的に求められたり、某大型遊園地でのパワハラ裁判は記憶に新しいです。 

もちろん、義務化されたから従うのではなく職場内に限らず、家庭や広くはコミュニティ 

でもパワハラ防止は大切なことです。 

 企業などでは、ハラスメントに該当しているかどうか見極めなければいけませんが、何よ 

りも事業主が、パワハラとは何か職員に周知・啓発しなければいけません。そのためには、 

相談窓口を設置し、解決に向け対応するとともに風通しの良い職場に向け努力しないとい 

けません。 

あってはなりませんが、もし職場で「身体的な攻撃(暴行      

・傷害)」「精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・暴言)」 

「人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)」 

「過大な要求・過小な要求」「個の侵害(私的なことに 

過度に立ち入る)」などあれば悩まず声を上げ相談しましょう。                           

相談窓口：兵庫労働局総合労働相談コーナー 078－367－0850 

     伊丹総合労働相談コーナー    072－772－6224 

≪５月のサロン≫ 

〇体操教室(月 2 回) 

 ☆日 時 ５月１２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 ５月 26 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(月 2 回) 

 ☆日 時 ５月１０日（火） 

５月２４日（火） 

 ・場 所 西荘グラウンド 

※５月から午前９時３０分スタートです。 

 

○かご作り教室（クラフトバンドで編む） 

☆日 時 ５月３０日（月）午後１時～ 

 ・講 師 久保田 幸さん 

 ※参加者募集中。ぜひ見学にお越しください。 

ふれあい館とは・・・ 

ふれあい館は、社会福祉法に基づく隣保事業を実

施する第２種社会福祉施設として位置づけられ、福

祉の向上や住民交流の拠点となる「開かれたコミュ

ニティーセンター」として、生活上の各種相談事業

や人権課題の解決のための各種事業を行うことを

目的にしています。 

「人と人とのつながり」を大切に、関係機関と連

携を図りながら、住民の皆様のニーズに応じた事業

を進めて参ります。 

 

●開館日は平日の９時～１７時 

（年末年始を除く）  

 

 今年度も館長は西、   

指導員は井関で 

 お世話になります。 

 引き続きよろしく 

お願いします。 



肉まんを作りましょう 

 西紀南まちづくり協議会と共催で開催し

ます。ホカホカの肉まんはとても美味しいで

すよね。和気あいあいと楽しみながら作りま

しょう。 

  

日時：5 月 20 日（金）午前 9 時 30 分 

講師：小林廣子さん  

費用：300 円 

持ち物：エプロン・三角巾 

マスク・飲み物 

定員：8 名（先着順） 

申込締切日：5 月 13 日（金）午後 5 時 

※材料準備のため、事前申し込みが必要で

す。 

 

5 月の教室とサロン 

⚘成人書道教室（月謝 1,500 円) 

11 日(水)・18 日(水)14：00～16：00 

⚘子ども書道教室（月謝 1,000 円） 

13 日(金)・20 日(金)16：00～17：00 

⚘かご作りサロン 

30 日(月)13：00～16：00 

材料代 200 円くらいから 

⚘カラオケサロン 

19 日(木)13：30～15：00 

⚘ホッとサロン 園芸療法 

12 日(木)13：30～15：00 

材料代 200 円 

講師：植西惠子さん 

※材料の準備のため、参加希望の方は開催日
の三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んでください。 

各教室、サロンについてもマスク着用、飲
み物をご用意の上ご参加ください。 

 

  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 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。ご注意ください。 

 

お世話になりました 
 

4 月 1 日から味間ふれあい館へ異動しま

した。 

  今回は 1 年という短い期間でしたが、た

くさんの事業を計画・実施できましたこと、

とても嬉しく楽しい思い出となっています。

たいへんお世話になりありがとうございま

した。 

  コロナ禍が続いていますが、皆様の笑顔が

あふれる西紀ふれあい館でありますよう、今

後ともよろしくお願いします。 西田直美 

よろしくお願いします 
 

この度の人事異動により、古市ふれあい館

から西紀ふれあい館へ来ました、熊岡 操と

いいます。 

  まだまだ先の見えないコロナ禍ですが、西

紀ふれあい館が地域のコミュニティセンタ

ーとして、笑顔で集い必要とされるふれあい

館であり続けられるように、 

籾井指導員とともに、精一杯勤め 

させていただきますので、よろし 

くお願いします。       熊岡 操 



 

 

   

 

 

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 たんなんじどうかん −あそぶ まなぶ そだつところをめざして −     

   

新年度が始まり１ヶ月が過ぎましたが、新しい環境にはもう慣れましたか。児童館では、子育ての時

間をニコッとできるそんな場所を目指しています。地域の人たちに教えていただきながら交流をさせて

いただきたいと考えています。今後ともどうぞよろしくお願いします。５月は、次のような楽しい行事

があります。    

  

5月 10日（火）10:30ほっとママ広場 「ﾊｯﾋﾟｰ親子ヨガ」※         

5月 12日（木）11:00つくしんぼ広場   5月 18日（水）10:30ほっとママ広場 「小物入れ作り」※ 

5月 19日（木）11:00つくってあそぼう※        

5月 26日（木）11:00 うたってあそぼう♪…「はをみがきましょう♪」「たなばたさま♪」ほか 

※は申込制です。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：西田直美・中道唯公美・酒井道子・上石孝子 

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

- 

大正琴教室    6 日・20 日(金)13 時 30 分～ 

茶道教室     6 日・20 日(金)19 時 30 分～ 

パソコン教室   6 日・20 日(金)13 時 30 分～ 

３Ｂ体操     9 日・23 日(月)13 時 15 分～ 

舞踊教室(桜喜会) 10 日・24 日(火)13 時 30 分～ 

ナンプレサークル   7 日・21 日(土)13 時 30 分～ 

グラウンドゴルフ   13 日・27 日(金)13 時 30 分～ 

フォークダンス  6・13・20・27(金)13 時 30 分～ 

健康料理教室  31 日(火)10 時～ 

 

 

5月のおしゃべり広場 

とき 5月 26日（木）13時 30分～ 

内容 大人気ゲーム「カルカソンヌ」（ボー

ドゲーム）で遊びましょう。楽しいですよ 

参加費 無料 

事前申し込みは不要です。 

―お世話になりましたー 

このたび異動により「古市ふれあい館」で勤務

することになりました。 

一年間という短い間でしたが、コロナ禍の中、

味間地域の皆様の温かいご支援とご協力をいただ

き、大変有意義な日々を送らせていただきました。  

本当にありがとうございました。 

皆さまのご健康と味間ふれあい館がますます有

用な地域のコミュニティーセンターとなることを

祈念して、お礼のごあいさつとさせていただきま

す。              岡澤 章好 

―お世話になりますー 

4 月 1 日から味間ふれあい館で勤務する

ことになった西田直美です。味間ふれあい館

は 14年ぶり 2度目の勤務です。温かい笑顔

で迎えてくださって嬉しく思います。 

コロナ禍中のために色々と制限もありま

すが、安全に気を付けながら味間ふれあい館

の活動を、より一層充実させていきたいと思

います。何かとお世話になりますが、よろし

くお願いします。       西田 直美 

＊新型コロナウイルスの感染拡大状況や、事業開

催日の気象警報等により、事業を中止及び延期す

る場合があります。ご注意ください。 

 



 

 

. 

 
●開館日は平日の８時４５分～１７時１５分（年末年始を除きます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 各事業開催日に気象警報が発表されている場合は、 
事業を急遽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、急遽中止する 
こともありますがご了承ください。 

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 

お世話になりました 

この度の異動により、西紀ふれあい館へ異

動となりました。 

2 年間という大変短い間ではありました

が、皆様の暖かいお気持ちとご協力のおかげ

で、楽しい事業がたくさんできましたこと、

とても感謝しています。 

古市ふれあい館で経験したことを活かしな 

がら新天地で頑張ってまいります。 

ありがとうございました。 

熊岡 操 

 

 

 

 よろしくお願いいたします  
４月１日の異動により、古市ふれ 

あい館の館長をさせていただくこと 

になりました。 

まだまだ続くコロナ禍により、色々 

な制限を受けている中ではありますが、 

より良い地域のコミュニティーセンター 

となるよう積極的にふれあい館活動を 

行っていきたいと考えています。 

何かとお世話になりますが、よろし 

くお願いいたします。 

岡澤 章好 

ラク☆楽☆うまいなサロン 
●日 時  5 月１９日（木） 

午前９時から 12 時頃 

●場 所 古市ふれあい館 

●内 容 焼きサバ・タケノコご飯 

●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 5 月１２日（木） 
 

 

かごサロン 
―自分の作りたい作品を作ろう！― 

●５月６日(金)及び１７日(火) 

13:00～16:00 

●講師：小倉 桂子さん  

※５月からは毎月第一金曜日と第三火曜日 

の２回実施します。 

※レシピは各自で準備してください。 

 

ことぶき体操 
 毎週木曜日 9 時 30 分から、「ことぶき体

操」を実施しています。 

 軽く体を動かすこととおしゃべりするこ

とで参加者同士の交流を深めることができ

る楽しい時間です。身体を動かすのに最適な

気候になってきていますので、多くの方の参

加をお待ちしています。参加費は無料で事前

申込も不要です。 

  

みなさまの 

「こんな事業をやって

ほしい！」 

というお声をお待ちし

ています。 

 

【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 令和４年 5 月２０日(金) 

13 時 30 分から１５時３０分 

・場 所 初田公民館  

・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。 


