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■吸谷廃寺第３次発掘調査
平成 27 年 12 月１日から 12 月 23 日に吸谷町慈眼寺庫裏の解体工事に伴って吸谷廃寺跡の発掘調査を実施し
ました。
今回の調査で、慈眼寺庫裏跡の下に埋没した白鳳時代～奈良時代初め頃の寺院の基壇跡が発見されました。
発見された基壇はその北端と西端で、基壇の大きさや伽藍配置については不明ですが、金堂や講堂などの寺
院を構成する主要な建物の一角と考えられます。
また、調査地からは、白鳳時代から平安時代の瓦が大量に出土しました。
吸谷廃寺跡は、これまで礎石の存在や瓦の出土から古代寺院の存在が推測されていましたが、はじめて基壇
の遺構が発見されたことにより古代寺院の存在が確実視できるようになりました。

▲

発見された基壇跡

▲

出土した白鳳時代の瓦

問合先 埋蔵文化財整理室

℡: 0790-42-4401

■教育委員会表彰
加西市教育委員会では、学校教育、社会教育、学術文化及び体育の振興に貢献された方に対し、加西市教育
委員会表彰を設け、その功績を讃えております。
この度、中央公民館登録グループ連絡協議会前会長高井照夫様、南部公民館登録グループ連絡協議会の河合
新一会長が、永年在職され、公民館活動の振興にご尽力いただいていることに対し、教育委員会表彰を受賞さ
れました。お二人の益々のご活躍をお祈りします。

▲

10 月 18 日

南部公民館祭り「宮き野のつどい」

▲

12 月 13 日

登録グループのつどい

問合先 生涯学習課 ℡: 0790-42-8775

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。

■『宇仁幼児園』

～１１・１２月

どきどきしたけど、楽しかった！！～

■そらぐみレストランに行ったよ
うにっこ畑で収穫したさつま芋を使って、５歳児のお兄ちゃんお姉ちゃんに“さつま芋のバタ

a ー焼き”を作ってもらいました。手作りのチケットを持ってわくわくしながらレストランに向か
い席に案内されると、黄金色のバター焼きを持って来てくれました。思わず「おいしいー。」と
満面の笑みがこぼれていました。「本当のレストランに行ったみたい！！」と、お兄ちゃんお姉
ちゃんにあこがれを感じていました。

■「さつまいも祭り」に参加したよ
日頃お世話になっている地域の方に、感謝の気持ちを込めて毎年小学生が行っている『さつま
いも祭り』の行事に参加させてもらいました。初めての大きな舞台に少し緊張気味の様子でした
が、お・も・て・な・しの心でダンスと手話歌を披露しました。元気いっぱい！笑顔いっぱい！
に行うことができ、満足顔の子ども達でした。
小学生とは年間９回交流を行ううちに顔や名前を覚えてもらえ、今では交流が楽しみです。

■「なかよし音楽会」たのしかったよ
音楽会に向けて、いろんな楽器となかよししてきました。クラスごとに、合奏やダンス・リズ
ム遊びをしたり、みんなで歌ったり、４・５歳児はベル演奏にも挑戦したりしました。大勢のお
客さんを前にすると、ちょっとドキドキ・・・の子ども達でしたが、きらきら笑顔で、音を楽し
みながら音楽会に参加していました。

問合先 宇仁幼児園 ℡: 0790-45-1524

■学校紹介『加西市立九会小学校』

～ひとりだちできるたくましい九会っ子～

九会小学校(児童数２８６人)では、
「ひとりだちできるたくましい九会っ子」の育成をめざして、
「心ゆたかな子」
「がんばりぬく
子」
「よく考える子」を三本柱に、地域・家庭・学校が連携して教育実践に取り組んでいます。
九会校区は、豊かな自然と伝統文化、広大な田畑と果樹園、さらには鶉野飛行場のような歴史遺産を持っています。さらには地
域の方々の温かい心がしっかりと根付いている校区です。そんな地域の持ち味を活かした実践の一端を紹介させていただきます。

■図書ボランティア活動

■冒険の森・小川の森 改造

■伝統のとんど大会(１月)

２０名の図書ボランティアの方が毎

冒険の森と小川の森の活用につい

歴代のＰＴＡが守り継いできた地域

週木曜日に図書室に集まり、蔵書の整

て、全校児童・職員、さらには地域の

をつなぐ１月の伝統行事です。早朝に

理や読み聞かせ、さらには加西市立図

有識者が知恵を出し合い、試行錯誤し

組んだ竹の櫓に書き初めをつけて点火

書館と連携した図書まつり開催と幅広

ながら、目下改造中です。

し、その後皆で大鍋の炊き出しをいた

く活動していただいています。読書好
きの子がいっぱいになりました。

木登り、ロープ渡り、蛍の飼育・・・・。
夢はさらに広がっていきます。

だきます。児童・保護者・地域が笑顔
で一堂に会する大イベントです。

問合先 九会小学校 ℡:0790-49-0009

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。
各館の取組をご覧いただき、お気軽にお立ち寄りください。

■オークタウン加西
オークタウン加西は、キャンプ場や体育館があり、宿泊を伴う研修が可能です。キャンプ用品等も貸出しています。
３月にはテニスコートがリニューアルオープン予定。地域の行事や青少年活動に是非ご利用ください！
いつでも気軽に立ち寄れる子育てひろば「ほくぶ
キッズ」もあります。自由に遊べる遊具広場があり、
子育てイベントも随時開催しています。
ほくぶキッズ☎44-0719

様々な自然体験活動を通じて、子どもの生きる力
を育てるため低学年向けに「アドベンチャークラ
ブ」を開催しています。毎年５月に参加者を募集し
ます。

問合先 オークタウン加西

■料理教室

～バイキング講座～

℡:0790-44-2595

■春を楽しむ手芸教室

バイキングの人気メニューを作って食べませんか。
盛り付け方や、テーブルセッティングもご紹介しま
す。

春らしい素材をモチーフにした、手芸教室です。デ
コパージュ、パッチワーク、ビーズネックレス、初
心者対象です。小物を春色に替えておしゃれを楽し
みましょう!!

日 時：3 月 24 日（木）9：30～13：30
場 所：北部公民館 料理教室
定 員：20 名
参加費：300 円
材料費：1,000 円
持ち物：エプロン、三角巾、
ふきん（台ふき、食器ふき）
申込み締切：3 月 11 日（金）
申込み・問合せ：北部公民館 TEL:45-0103

日時と内容：
第 1 回 2 月 18 日(木)13:30～16:30 デコパージュ
第 2 回 3 月 3 日(木)13：30～15:30 パッチワーク
第 3 回 3 月 17 日(木)13：30～15:30
ビーズネックレス
場 所：南部公民館農事研修室
定 員：15 名（先着順）
参加費：900 円
材料費：3,300 円
持ち物：はさみ（小）
、平筆、筆拭き、水入れ
申込み・問合せ：南部公民館 TEL/FAX 49-0041

■新小 5・新中 3 の保護者の方へ就学援助のご案内

小学校及び中学校に通う児童生徒がより良い学校生活を送れるように、経済的理由によって就学困難な児童生
徒の保護者に対し、学校での必要な費用の一部を援助しています。
申請は、２月と６月の年２回行っています。今回の申請は、新小学５年生及び、新中学３年生の保護者の方が
対象となっています。
※

新小学５年生及び、新中学３年生以外の保護者の方へは、６月にご案内します。

１．援助を受けることができる方
市内に住所を有し、現に居住している保護者で、
次の事項のいずれかに該当する方

平成 28 年度所得基準額
世帯構成人員
(生計を一にしている人員)

総所得額

①

生活保護を受給されている方

２人

1,760,000 円

②

児童扶養手当の支給を受けている方

３人

2,210,000 円

③

前年の世帯の所得が基準以下の方

４人

2,660,000 円

④

その他、世帯主が死亡された場合など特別な

５人

3,110,000 円

６人

3,560,000 円

事情のある方

７人以上（１人増すごとに）

450,000 円

２．援助費目
学用品費等、校外活動費、新入学用品費、修学旅行費、体育実技用具費、学校給食費
３．申請書類
①

就学援助世帯票兼認定申請書

②

住民票謄本（世帯全員の住民票）

③

児童扶養手当証書の写し

④

平成 27 年中（平成 27 年１月～12 月分）の世帯全員の所得を証明できるもの（源泉徴収票、確定申告書の

写し等）
※

申請方法等詳細については、学校を通じてお知らせします。

※

③・④の書類は、申請理由により、どちらか一方を提出してください。

４．提出期限及び提出先
提出期限 ： 2 月 25 日（木）
提出先

： 在籍する小・中学校必着
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

発行：加西市教育委員会

