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■青野原俘虜収容所が開設 100 周年を迎えます
大正 3 年（1914）第一次世界大戦が勃
発しました。この大戦に日本も参戦し、
中国大陸の青島（チンタオ）でドイツと
オーストリア＝ハンガリー軍と戦いま
した。日本軍は青島の戦いに勝利し、敗
れたドイツ・オーストリア＝ハンガリー
兵が日本の俘虜（ふりょ）となりました。
翌大正 4 年、本格的な俘虜収容所の一
つとして、現在の青野原町内に青野原俘
虜収容所が建設され、9 月 20 日に姫路か
ら 500 人近くの俘虜が移ってきました。
俘虜たちは丁重に扱われ、収容所内外で
近隣住民との物心両面での交流が生ま
れました。
加西市教育委員会は、青野原俘虜収容
所開設 100 年を記念し、小野市立好古
館・神戸大学との共催で、「青野原俘虜
収容所開設 100 周年事業」
を開催します。
事業を通じ、青野原俘虜収容所を紹介す
るとともに、大正の人々が実践した多様
性の受容と異文化交流を考えます。

▲ 俘虜が描いた青野原俘虜収容所全景スケッチ

【主な事業予定】
○ＪＲ青野ヶ原駅展示：開催中（12 月末まで）
○青野原ウォーキング：12 月 12 日（土） ＪＲ青野ヶ原駅～青野原町
○ビアマグ製作体験：平成 28 年 1 月 16 日（土）小野陶遊館アルテ
○青野原フォーラム：2 月開催予定

問合先 生涯学習課 ℡: 0790-42-8775

■丸山ノ下遺跡第３次調査速報展

平成 27 年 6 月から 8 月まで発掘調査を行っていた丸山ノ下遺跡
（北条町西高室）の第３次調査が完了しましたので、その調査成果
を報告展示します。
今回の調査では、調査地内にある丸山ノ下 1 号墳の周溝から、兵
庫県内で最古の装飾付筒型器台（そうしょくつきつつがたきだい）
が発見されました。
装飾付筒型器台は、朝鮮半島と強いつながりがあると考えられる
須恵器で、土器が製作された古墳時代中期（５世紀後半）に、この
地が朝鮮半島文化の影響を受けていたことが分かります。
場
期

所：加西市埋蔵文化財整理室（北条町古坂 1-23）
間：平成 27 年 10 月 1 日(木)～10 月 23 日（金）
9:00～17:00 （平日のみ）
入場料：無料

▲ 装飾付筒型器台

問合先 埋蔵文化財整理室

℡: 0790-42-4401

市内の保育所、幼児園、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。

■『別府幼児園』～７・８月楽しいことがいっぱいあったね！～
■「ももこの広場」で小さい子と一緒に・・・
年３回の予定で未就園児のお友達と一緒に遊ぶ機会をもっています。“幼児園ってどんなと
ころかな”
“どんなことをして遊んでいるのかな”と楽しみに親子で参加されます。園児達も、
お兄ちゃんお姉ちゃん気分で小さい子に優しく接し遊んでいます。その後、参加のお母さん同
士、子育ての話をしながら楽しく過ごされます。次回を楽しみにして・・・。

a

■小学生となかよし交流
園と小学校は少し離れていますが、計画して交流する機会をもっています。学校を案内して
もらったり、一緒に遊んだりすると“１年生って、すごい！”“小学校は、広いなあ！また、
行きたい”と感じているようです。回数を重ねるごとに小学校を身近に感じられることでしょ
う。次は、運動会交流です。子ども達は、今から心待ちにしています。

■スイカ割り大会
園舎北の畑で地域の方の力を借りていろいろな野菜作りをしています。収穫した野菜は、調
理して給食でいただきます。苦手な野菜も自分が育てると「おいしい」と大満足で食べる子ど
も達です。スイカもたくさん収穫した後、５歳児が小さなスイカをよいしょよいしょと運び「ス
イカ割り」をしました。めったにできない経験ができた“暑いおいしい夏”でした。

問合先 別府幼児園 ℡: 0790-47-0601

■学校紹介『加西市立賀茂小学校』

～なりたい自分を描き努力し未来へ進む子を育む～

賀茂小学校（児童数１３６名）では、「知・徳・体」のバランスのとれた子ども、即ち「かしこく・やさしく・たくましく」
を併せ持った子どもの育成をめざして、各教科における基礎基本の徹底を図り、児童一人一人の命と人権を最優先にして指導し、
地域にしっかりと根付き、自分の体を通して学ばせることを大切にしています。また、学校と地域が密接に連携協力し教育活動
を実践していくことが健全な児童の育成につながると考え、親子のふれあいに重点をおいた活動にも取り組んでいます

■言語活動の充実

■ラジオ体操コンクール

■たてわり班活動

学習を中心に「伝え合い」を意識し

全校集会活動や昼休みの遊び、愛校

体育的活動の重点目標として「めざ

大切にする子どもの育成を図ります。

作業など、異学年交流することで感謝

そう！ラジオ体操の達人」を挙げ、ラ

授業で「対話タイム」を設定し「話す」

の気持ちや規範意識の確立に役立てて

ジオ体操をしっかりすることで、柔軟

「聞く」
「伝える」力を伸ばし、生きる

います。今年の児童会目標は「笑顔い

性を含む体力の向上を目指していま

力の醸成を図ります。

っぱい

す。

ち

あいさつ大好き

みんな友だ

なかよし賀茂っ子」です。

問合先 賀茂小学校 ℡:0790-46-0010

市内４つの公民館と、オークタウン加西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。

■『南部公民館』

～「食と農」から「環境」まで地域に役立つ公民館を目指して！～

●加西市南部の農村地帯に位置する南部公民館の今年のテーマは「食と農」
加西産の旬の野菜をふんだんに使った料理だけではなく素材を活かす方法も学べます。今回は「食と農」の 4
講座のうち 2 講座を紹介します。

作ってみよう！ 手作り調味料

夏にぴったりの食べるラー油、グリーンカー
テンのゴーヤを使って佃煮も。
10 月 29 日 ペペロンオイル、ハーブオイル
1 月 28 日 煎り酒 を予定しています。

旬の野菜のお漬物講座

ぬか漬け、奈良漬、カラフルなピクルスです。
9 月には生姜漬け、11 月にはキムチ、12 月には、
千枚漬に挑戦します。

●地域の遺産“あびき湿原”を守るレンジャー養成講座
南部公民館の南に位置する『あびき湿原』は貴重な動植物が生息する自然の宝庫です。この貴重な自然環境を
守る為、現在約 60 名の方が熱心に受講されています。
この講座は、加西市環境課との共催で、あびき湿原保存会の協力を得て開催しています。

●ボランティア活動（出前講座）も盛んです！
南部公民館登録グループの皆さんは、普段公民館で学んだことを、地域の皆さんのところにお伺いして、いろ
んな形で学びの共有をされています。平成 27 年 4 月～9 月までに出前講座は 7 講座の依頼がありました。その他
のボランティア活動も多数行っています。

富合小学校学童保育園での出前講座

蛤合会（囲碁グループ）とコール・ソレイユ（コーラス）
の皆さんが、富合小学校学童保育園に出前講座に行って下さ
いました。
子ども達は初めての囲碁に興味津々！
コーラスの美しい歌声とプロのピアノ演奏にうっとり!!

夏休みこどもそば打ち体験教室

播磨蕎麦の会の皆さんが、夏休みに素敵な思い出をこ
どもたちに提供してくださいました。
一生懸命こねて、伸ばして・・・
打ち上がったお蕎麦は特別においしかったです。

問合先 南部公民館 ℡: 0790-49-0041

■加西市立加西中学校吹奏楽部が「加西市教育委員会表彰」を受賞しました
加西市立加西中学校吹奏楽部は、平成２７年７月２６日（日）
に開催された兵庫県吹奏楽コンクール第３８回東播地区大会（県
大会予選）にて、中学校Ｎ部門の金賞・連盟賞を受賞し、兵庫県
吹奏楽コンクールの出場権を得ました。
そして、平成２７年８月１０日（月）に開催された第６２回兵
庫県吹奏楽コンクールでは中学校Ｎ部門の金賞を受賞し、その結
果が評価され、この度「加西市教育委員会表彰」を受賞しました。

問合先 加西市立加西中学校 ℡:0790-49-0200

■平成 26 年度教育委員会点検評価を公表します
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、教育委員会は毎年、教育行政事務の管理及び執行の状況について点検
及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに、公表することとなっています。
加西市教育委員会は、教育委員会の事務の点検及び評価を実施し、その結果を報告書にまとめ、市のホームページで公表してい
ますので、ご覧ください。

問合先 教育総務課 ℡:0790-42-8770

■西在田小学校地震改築工事

安全祈願祭

平成２７年７月１２日午前９時より、西在田小学校新校舎建設用地において、工事の
無事成就を祈願する安全祈願祭が執り行われました。参加者は、市長、教育長、市議会
議長、県会議員、衆議院議員、西在田地区区長、ＰＴＡ、学校職員等約５０名でした。
新校舎は、平成２８年３月に完成します。児童は、平成２８年度の新学期から新校舎
で学校生活を始める計画です。移転後の平成２８年４月より旧校舎を解体し、跡地に駐
車場と多目的グランド等の整備を行い平成２８年９月に全ての工事が完成する予定で
す。
新校舎は、加西市内において小学校では初めての木造平屋建てとし、バリアフリー対
策と可動間仕切りの採用、太陽光発電設備、蓄電池設備、雨水貯留槽を設置することで、
多目的に利用することと、再成エネルギーとエコにも配慮した学校施設とします。

問合先 教育総務課 ℡:0790-42-8770

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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