（2016.04.01 発行）

№30
■平成 28 年度公民館主催講座の受付が始まります！
４月広報と一緒に公民館の広報誌「公民館への誘い」を配布しています。今年も趣味講座からボランティア
養成講座まで様々な講座を企画しておりますので、是非ご覧の上、お気軽にご参加ください。子ども講座や
託児付講座も開催！申し込みは４月 11 日（月）９時から先着順です。
各公民館のお勧め講座を紹介します。申込みは各公民館へ。
■中央公民館 ☎ 42-2151
「ノルディック・ウォーク」
ポールを使って歩く、幅広い年齢層が楽し
んで出来るスポーツ講座。全 9 回。
A：第 2 木曜日 13：30～15：30
B：第 4 木曜日 9：30～11：30、各 10 名
初回 A：5/12、B：5/26
受講料前期 1,200 円、後期 1,500 円
ポールレンタル 500 円/１回

■善防公民館 ☎ 48-2643
KIDS
「わくわく土曜体験教室」
理科の実験や工作等、学校ではできない
毎月違う色々な体験活動教室♪
第４土曜日（全 10 回）
9：30～11：30、小学生 35 名
初回 5/28（土）
無料、材料費実費

■南部公民館 ☎ 49-0041 託児
「食育・健康クラブ
～とまとくらぶ・おまめくらぶ～」
加西のトマトと豆を使って、食育や健康の
ためにレパートリーを増やしましょう!
第２水曜日（全 8 回）
9：30～12：30、16 名
初回 5/11（水）
、後期 11/9（水）～
受講料 2,400 円、材料費 8,000 円

■北部公民館 ☎ 45-0103
「はじめての落語」
プロから学ぶ初めての方のための落語教
室。新しいことを始めたい方にお勧め。
第 1 土曜日（全 9 回）
10：00～11：30、15 名
初回 5/7（土）
受講料 2,700 円、教材費実費
教材費 実費
問合先 生涯学習課 ℡: 0790-42-8775

■西在田小学校新校舎完成
西在田小学校の新校舎が２月末に完成
し、加西市の耐震化率が 100％になりま
した。
待望の新校舎では、３月より児童が楽
しく元気に学習しています。校舎は落ち
着いた雰囲気の木造平屋建で、柱と梁の
一部を室内に現し、床と腰壁は木質化を
図ることで、木の香る学習空間を創って
います。バリアフリー対応、太陽光発電・
蓄電池、雨水利用、可動間仕切りを採用
することで、多目的に利用できる学校と
なっています。

▲校舎正面外観

▲玄関ホールと中廊下

問合先 教育総務課 ℡: 0790-42-8770

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。
各園・学校の特徴ある取組などをご覧ください。

■『泉幼児園』 ～３月・４月すてきな春がやってきました～
■うれしいひなまつり
桃の節句に０歳児から５歳児まで園児全員が作ったおひなさまを飾りました。年齢に応じて

a 作ったおひなさまは、（紙皿のおひなさま、おりがみをちぎって貼ったおひなさま、紙コップ
のおひなさまなど）世界でひとつだけのひな人形です。その前で絵本を読んでもらい、歌をう
たったり、ダンスやゲームをしました。桃の花のような笑顔あふれる和やかなひとときを過ご
しました。

■芝生のトラックで ヨーイドン！
園庭にある芝生のトラックの芝が芽吹き、子ども達はその周りを「ヨーイドン」と自分たち
で号令を発して走り回っています。それを見ていた年少の子ども達も「入れて！」と後に続い
て走ります。恵まれた環境の中で、異年齢間でのふれあいも自然と深まり、子ども達の活気あ
る声がこだましています。

■いよいよ和太鼓教室がはじまったよ！
今年度、年長組になった子ども達の和太鼓教室が始まりました。昨年から年長組がしていた
演奏を、自分たちもやりたくてうずうずしながら見ていたので、ついに自分たちの番がまわっ
てきたと、みんな大張り切りです。和太鼓の先生にしっかり基本を教えてもらいながら、秋の
在田地区ふれあいフェスティバルに向けて、腕をみがいてくれるものと期待しています。

問合先 泉幼児園 ℡: 0790-44-1968

■学校紹介『加西市立富合小学校』

～音楽教育を通して、心豊かな子どもを育む～

富合小学校は、
「自他を大切にし、健康で真理を愛する心豊かな子どもの育成」をめざし、日々の教育活動に取り組
んでいます。その中でも、学校生活の様々な場面で、音楽を通して、情操を育むことに力を入れています。五感を働
かせながら本物に触れ、心を豊かにできるようにと積極的に取り入れています。

■音楽鑑賞会

■校内音楽会

■ハーモニータイム

音楽鑑賞会では、日頃見たり聴いた

校内音楽会では、各学年の演奏や全

児童会のスローガン「心をひとつに

りできない本物の演奏（声楽・ヴァイ

校生による合唱の発表を楽しむととも

輝け富合っ子」のもと、朝の会でのハ

オリン・ピアノ連弾など）にふれるこ

に、加西中学校吹奏楽部の演奏も聴か

ーモニータイムや毎週の児童朝会で、

とで、琴線を揺さぶられました。

せていただき、意欲をかき立てられま

美しい声を響かせられるように合唱練

した。

習をしています。

問合先 富合小学校 ℡:0790-47-0006

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。
各施設の取組をご覧いただき、お気軽にお立ち寄りください。

■「ねひめキッズ」～みんなが気軽に立ち寄れる場をめざして～
ねひめキッズは、今年度で 11 年目を迎えます。ここでは、登録をしなくても「あそこに行くと誰かに会える。行っ
て良かった。」と思える場をめざして活動を続けています。ぜひ、みなさんお越し下さい。

■なかよしタイム

紙芝居・絵本の読み聞かせ等のおはな

■イベント・講座

■すくすく・かんがるーひろば

季節に応じたイベントや子育てに

毎月第３火曜日（10 時半～11 時半）

し遊び、運動遊び、ふれあい遊び、制作

役立つ講座を行っています。写真は、

に、ボランティアグループ「まちの子

遊びを日替わりでしています。０才から

ひなまつり会で『３才さんおいでおい

育てひろば応援団」主催で乳幼児の身

親子で楽しめる内容を用意しています。

で』に参加している子ども達が、おは

体測定があります。ママ同士の情報交

なし遊び「大きなかぶ」をしていると

換等交流の場となっています。また、

ころです。

プレママさんは先輩ママのお話も聞

開園時間
月～土 午前 10 時～午後３時
休園日
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
※ 登録、利用料は不要です。

けます。気軽にのぞいて見て下さい。

問合先 ねひめキッズ ℡:0790-42-5710

■加西市高齢者学級 かしの木学園合同閉講式を開催しました
平成 27 年度かしの木学園合同閉講式を 2 月 23 日に加西市健康福祉会館で開催。今年度で最後となる卒業式では、
49 名の学園生が卒業されました。また、皆勤賞は、89 名の方が受賞されました。おめでとうございます。閉講式後
の特別学習会では、アトラクションとして北条東小学校 5 年生 64 名が素晴らしい歌声を披露してくれました。
その後、ラジオパーソナリティーの谷五郎さんが「ふるさとに生きる」と題して、生涯学習の大切さと、ご自身の
経験を通して元気で楽しく生きていくための秘訣などを、快活にお話ししてくださいました。
現在、平成 28 年度のかしの木学園生を募集しています。
皆さん、一緒に楽しく学びましょう！
お問い合わせは、中央、善防、南部、北部の各公民館へ。
中央公民館：0790-42-2151
善防公民館：0790-48-2643
南部公民館：0790-49-0041
北部公民館：0790-45-0103

○お詫び
平成 28 年 2 月 1 日発行、
「かさい教育ねっと 29 号」の教育委員会表彰の記事で「南部公民館登録グループ連絡協
議会前会長高井照夫様」は「中央公民館登録グループ連絡協議会前会長高井照夫様」の誤りでした。謹んでお詫び申
し上げます。

■オークタウン加西テニスコートがリニューアルオープン！
老朽化のため、皆様に長らくご迷惑をおかけしておりましたオークタウン加
西のテニスコートを全面改修しました。供用開始を前に平成 28 年 3 月 19 日
（土）
に平成 27 年度日本実業団リーグで優勝された川崎重工明石ソフトテニス部の
皆さんをお招きして、オープニングイベントを開催しました。市内中学校のソ
フトテニス部員を対象にテニス教室やエキシビションゲームを実施していた
だき、熱心にご指導いただきました。
3 月 20 日から供用を開始しておりますので、人工芝を新しく張り替え、きれ
いになったテニスコートを是非ご利用ください。

問合先 オークタウン加西

■教職員定時退勤日の実施について

℡: 0790-44-2595

■加西市コンプライアンス確立会議の設置について

児童生徒の生きる力を育み、学力の向上やいじめ等

教職員の不祥事等の発生状況に応じた、より実効性

の様々な問題を解決していくためには、教職員が児童

のある防止対策を検討し、市立学校における未然防止

生徒とじっくりと向き合う時間を確保することが重要

に向けた具体的な取組に反映するため、加西市コンプ

です。

ライアンス確立会議を設置しました。会議は、各学校

しかし、教員の平日１日あたりの平均労働時間は 10

の校内コンプライアンス確立会議と連携し、教職員に

時間 46 分となっており、心身の負担が増大しています。

よる不祥事等の未然防止に向けた意見交換や情報交換

（兵庫県教育委員会「平成 24 年度教職員勤務実態調査」

を行います。

結果）

その委員として、加西市教育委員会より教育長・教

そこで、兵庫県教育委員会では、平成 24 年度から週

育次長・学校教育課長・総合教育センター所長のほか、

１回以上の「教職員定時退勤日」を県内すべての学校

加西市立学校の校長代表者（若干名）、加西市立学校の

で実施するように各市町教育委員会に依頼していま

ＰＴＡ代表者（若干名）、学識経験者（若干名）より組

す。

織されています。

加西市教育委員会においても、
「教職員定時退勤日」

３月１日（火）には第１回会議が開催され、会議の

の実施により、すべての教職員が精神的なゆと りを持

主旨・目的の確認、教育現場の課題、課題解決に向け

って、一人一人の児童生徒に向き合うことのできる

た取り組み方法などが協議されました。

環境づくりを進めています。
問合先 学校教育課 ℡:0790-42-8771

問合先 学校教育課 ℡:0790-42-8771

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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