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■新しい教育委員を紹介します！

■抱負

ぬまざわいく み

沼澤郁美

教育委員

■任期
平成 28 年 6 月 27 日から
平成 32 年 6 月 26 日

私は、加西市で生まれ、保育所、小学校、中学校、
高等学校と加西市で学んできました。
そして、今この加西市で生活をしています。山・川・
田と自然豊かで、人との繋がりが温かいこの町が大好
きです。
近隣では少子化の影響か、随分子供達の声を聞く事
が少なくなりましたが、登下校で出会うと、大きな声
での挨拶を受け、本当に元気を頂きます。
加西市の子供達が、明るく元気で、のびのびと安心
して教育を受け、この町で育ってよかったと実感でき
る様に、少しでも力になれればと思っています。
また、生涯を通した学びが、さらに充実できる様に、
これまでの自分の人生経験を精一杯活かしたいと考え
ています。

問合先 教育総務課 ℡: 0790-42-8770

■平成 28 年度「かさい未来塾」を開催しています！
「かさい未来塾」は、自主的に学ぼうとする生徒に対して、地域の人材や ICT の活用によって、地域
と学校の連携・協働による学習支援を行うことを目的に開催しています。
夏休みに、市内 4 中学校と公民館を会場にして、課題の自主学習や学習支援ツールを使った自主学
習ができます。また、学習サポーターが勉強の相談に応じます。
■対象 加西市内中学生

■期間 7 月 21 日（木）から 8 月 31 日（水）まで
※開催日・時間は各中学校、公民館で異なります

■場所 ★北条未来塾・・・北条中学校、市民会館（中央公民館）
★善防未来塾・・・善防中学校、善防公民館
★加西未来塾・・・加西中学校、南部公民館
★泉未来塾・・・・泉中学校、北部公民館
■内容 夏休みの課題などの自主学習をします
学習サポーターが勉強の相談に応じます
■申込 申込書を希望の会場へ提出して下さい（学校を通じて配布済み 会場にもあります）
問合先 学校教育課 ℡: 0790-42-8771

市内の保育所、幼児園、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校を順次紹介します。

■『泉第三保育所』

～加西市北部に位置し、自然豊かな所にあります～

■梅ジュースをつくったよ！
a

たくさんの地域の方々とふれあいながら、梅収穫や梅ジュース作りを体験
しました。7 月には、みんなで梅ジュースの試飲をしました。とってもおい
しかったよ！園では、出来るだけ地域へ出て行き、いろいろな体験を通して、
人と関わる力や豊かな感性を育むようにしています。

■どろんこ遊びをしたよ！
トライやる・ウィークで職場体験中のお姉さんや幼稚園のお友だちと泥田
遊びをしました。恐る恐る足を踏み入れていた子どもたちも時間が経つにつ
れ、タライの船に乗って遊んだり、かえるやおたまじゃくし探しに夢中にな
り、泥だらけになって遊びました。とっても楽しかったよ！

■大きなさつまいもができますように！
おじいさんやおばあさんに手伝ってもらい、園庭の畑にさつまいものつる
を植えました。ペットボトルに水を汲んで「大きくなぁ～れ」と毎日水やり
をしています。秋の収穫が今から楽しみです。
大きなさつまいもができますように！

問合先 泉第三保育所 ℡: 0790-44-1971

■学校紹介『加西市立西在田小学校』

～たくましく、心豊かに学び続ける西在田っ子～

西在田小学校（児童数 86 名）では、
「たくましく

心豊かに自ら学び続ける

西在田っ子」の育成をめざして、学校・家庭・

地域が連携した教育実践に取り組んでいます。エコスクール活動は、校区を流れる川での活動をメインに、地域とともに取り
組む環境保全活動で、６年目を迎えます。もち米づくりは、種まきから収穫祭まで全校生でもち米づくりに取り組みます。そ
して、全校生の前で話す機会を設け、表現力を磨き、多くの人に自分たちの活動を知ってもらうための取り組みへつなげます。

■エコスクール活動

これまでは、
「かがやけ若井川～川

■もち米づくり

■児童朝会での発表

種まきや草取りは３年生、田植え

毎週月曜日に行う児童朝会を活用

こころ～」をテ

や稲刈り、収穫祭を全校生で行いま

し、学年や各委員会が取り組みを発

ーマに、若井川を活動の場として、

す。ＰＴＡのみなさんには、畦の草

表します。クイズや寸劇等も取り入

５年間取り組んできました。今年は、

刈りでお世話になります。西在田小

れて、思いや願いが分かりやすく伝

万願寺川へも活動の場を広げます。

の定番の行事です。

わるよう工夫をします。

でつなごう

ひと

今年度から来年度にかけて、
「よりよい生き方を求め、主体的
に道徳的実践ができる児童の育成～他者とかかわり、自己を見つ
める道徳の授業を通して～」をテーマに、特別の教科「道徳」の
研究を進めていきます。

問合先 西在田小学校 ℡:0790-44-0049

市内４つの公民館、オークタウン加西と子育てひろばの取組を順次紹介します。

■「ほくぶキッズ」～親と子の笑顔があふれる交流の場をめざして～
ほくぶキッズは、平成 26 年に北部公民館からオークタウン加西へ移転し、名称も「北部子育て学習センタ
ー」から改め、新たな子育て支援の拠点となるようさまざまな親子ふれあい活動を行っています。親同士が交
流することで子どもの健やかな育ちを支えあいましょう。お子さんと遊びに来てくださいね。

■イベント・講座

■なかよしタイム

月2回

敎

10：30～11：00

■登録のひろば

季節に応じた行事など親子で幅

火曜～金曜

10：00～11：30

読み聞かせ等のおはなし遊び、運

広い体験ができます。また、子育

年齢に応じた親子遊びを中心に、

動遊びやふれあい遊び、簡単工作を

て講座や親学習講座など子育て力

子育て仲間と交流を深めましょう。

します。０才から親子で楽しめる内

を高めるための講座を開催してい

（リズム遊びや親子体操、工作、季

容です。

ます。母のリフレッシュ講座も好

節行事、伝承あそびなど）

評です。

※登録は随時受け付けています。

開園時間

月～金

午前 10 時～午後３時

休園日

土・日・祝日・年末年始

対象者

主に 0 才から未就園児とその保護者

活動場所

加西市鴨谷町 159-40

オークタウン加西内

問合先 ほくぶキッズ ℡:0790-44-0719

■東播磨・北播磨地区社会教育委員協議会、兵庫県社会教育委員協議会より表彰
東播磨・北播磨地区社会教育委員協議会総会（平
成 28 年 5 月 31 日開催）において、谷勝公代社会
教育委員が表彰されました。
平成 20 年から 7 年以上社会教育委員を務め、社
会教育行政への功績が認められました。

▲谷勝公代社会教育委員（中央）

兵庫県社会教育委員協議会総会（平成 28 年 7 月
13 日開催）において、岡本敎穗社会教育委員、髙
瀬由美社会教育委員が表彰されました。
長年の加西市社会教育行政と兵庫県社会教育行
政への功績が認められました。

▲髙瀬由美社会教育委員（中央）

問合先

生涯学習課 ℡:0790-42-8775

■平成 28 年度トライやる・ウィークの活動について
市内 4 中学校の 2 年生による「トライやる・ウィーク」が終了しました。
学校を離れての 5 日間は、仕事の厳しさや親の大変さを知っただけでなく、地域の方々の温かさや加西の良
さを肌で感じた貴重な時間でした。
また、自分の未熟さを痛感するとともに、自分の良さを発見する機会にもなりました。
この 5 日間を通して、ひと回りもふた回りも大きく成長した中学 2 年生は、
学んだことを今後の生活に活かすべく、学校に戻って日々の授業や部活動
に再び頑張っています。
事業所の皆さん、地域の皆さん、1 週間ご協力ありがとうございました。
■実施期間

平成 28 年 5 月 30 日（月）～6 月 3 日（金）

■受け入れ事業所

146 事業所

問合先 学校教育課 ℡: 0790-42-8771

■市長感謝状の贈呈
加西市から 7 月 8 日、元教育委員長の荒木貴子さんに市長感謝状が贈
られました。荒木さんは、加西市教育委員として平成 20 年 6 月 27 日か
ら平成 28 年 6 月 26 日まで 2 期 8 年間に渡り、教育行政に熱意と信念を
持ち真摯に取り組まれました。平成 22 年 9 月 11 日から平成 25 年 6 月
26 日までは、教育委員長としてリーダーシップを発揮されました。
問合先 教育総務課 ℡:0790-42-8770

▲荒木貴子さん（右）

加西市教育委員会 問合先
部署名

所在地

電話番号

ＦＡＸ番号

教育総務課

加西市北条町横尾 1000 番地

0790-42-8770

0790-43-1803

学校教育課
こども未来課
生涯学習課
図書館
総合教育センター

加西市北条町横尾 1000 番地
加西市北条町横尾 1000 番地
加西市北条町横尾 1000 番地
加西市北条町北条 28 番地の 1
加西市北条町古坂 1173 番地の 14

0790-42-8771
0790-42-8726
0790-42-8775
0790-42-3722
0790-42-3723

0790-43-1803
0790-42-8731
0790-43-1803
0790-45-3133
0790-42-4221
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