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■「もっと土曜日を楽しもう！」小中学生向け土曜日プログラムが始まりました
加西市では、子ども達にとって土曜日がこれまで以上に充実したものになるよう様々な学びのプログラム
を実施しています。
今年度から、さらに北条小学校、北条東小学校、善防公民館でモデル事業として兵庫県の指定を受け、
『土
曜チャレンジ学習』を実施し、地域での‘共育’活動を推進しています。

今年はなんと
▲土曜チャレンジ学習事業

定期講座に計３００人の

【北条東小陸上教室】

申込みがありました！

▲【中央公民館こどもいけ花教室】
７流派の生け方にチャレンジ！

早く走るコツを習得中！

スポーツ少年団では
約５００人が活躍しています

▲土曜チャレンジ学習事業

▲【中央公民館こども茶道教室】

【善防公民館わくわく土曜体験教室】
学校ではできない理科の実験や創作活動を
楽しんでいます。

▲【善防公民館こども将棋教室】

▲【南部公民館こどもワークショップ】
楽しく描いたり、作ったり。

▲【北条小学校土曜チャレンジ学習】
工作や理科の実験など地域の方と一緒
に楽しく学んでいます。

問合先 生涯学習課 ℡: 0790-42-8775

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。

■『九会幼児園』～6 月の園の様子です～
■防犯訓練をしたよ
最近、身近であった話を聞いたあと、
「
『一人で遊んでいるの？おもちゃを買ってあげるから
一緒に行こう』と声をかけられたら、どうする？」
「『お父さんが交通事故で入院したよ。連れ
て行ってあげる』と言われたらどうする？」
「
『ドライブしよう』と誘われたら、どうする？」
などいろいろな場面を皆で考えました。不審者は、いつどこで現れるかわかりません。自分の
命は自分で守れるように、
『いかのおすし』の約束を確認し、しっかり覚えました。

■さつま芋のつるさしをしたよ
a

おじいちゃん、おばあちゃんに芋づるの植え方をそれぞれの方法で子ども達に伝えてもらい
ながら、サツマイモのつる挿しをしました。日々サツマイモの生長を見守りながら、水やりを
したり、草引きをしたり大きなサツマイモができることを楽しみに、大切に育てています。

■ジャガイモ掘りをさせてもらったよ
“農事組合法人あびき”の方々のご厚意でジャガイモ掘りを体験させていただきました。初
めにジャガイモの掘り方の話を聞き、次に実際にジャガイモを掘って見せてもらいました。子
ども達はおじさん達に手伝ってもらいながら力を入れて茎を引っぱり、出てきたジャガイモを
見て、
「おっきい！」
「こんないっぱいある」と大喜びで、自分の持ってきた袋に入れていまし
た。初夏の自然の中で、地域の方々と触れ合い、汗を流しながらジャガイモの収穫を楽しむこ
とは、食に対する興味や関心を育てます。そして、何よりもこの直接体験は感謝の心が芽生え
る貴重な体験になりました。

問合先 九会幼児園 ℡: 0790-49-0142

■学校紹介『加西市立富田小学校』

～家庭・地域と連携した体験活動の推進～

本校では、地域の人々とのかかわりを通し「絆に気付き、感謝する体験」
「ふるさと意識の醸成を図る体験」に重点をおいた体験
活動を推進しています。
具体的には、２年生では「町たんけん」で保護者の方と一緒に地域に出かけたり、３年生では「環境体験学習」で地域の方々を
講師に招いて指導いただき、実際に米作りを田植えから収穫まで体験したり、４年生では「福祉教育」でアイマスク・車いすの体
験をしたりする中で、学年に応じたふれあいと感動を通して、豊かな感性や命を尊ぶ心の育成に取り組んでいます。
また、交通安全教室・避難訓練への参加や毎日の「ワッショイスクール活動」
「登下校の見守り」など、子ども達の安全・安心の
面でも、ご支援をいただいています。

■３年・環境体験「田植え」

■「交通安全教室」

■感謝の気持ちを伝える

毎年、学校近くの水田をお借りして

運動場に道路や横断歩道を描き、信号

運動会当日、午前の部終了後に、日ご

３年生が米作りの体験をしています。

機も準備していただきました。１・２年

ろお世話になっているワッショイスク

多くの子どもが田植えは初めての体験

生は歩行訓練、３年生以上は自転車の乗

ール協力員の方々に感謝の気持ちをこ

です。時間の経過と共に、上手に苗が

り方を教わりました。加西警察署、交通

めて、全校生を代表して１年生が一人ず

植えられるようになっていきました。

安全協会、ワッショイスクール協力員の

つ手紙とプレゼントを渡しました。

皆さんにお世話になりました。

問合先 富田小学校 ℡:0790-42-0262

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。

■『善防公民館』

～今年度は子どもや若者向けの講座が充実～

■「爽やかﾏﾗｿﾝｺｰﾁﾝｸﾞ」(全 18 回)

■「ｴﾚｷｷﾞﾀｰ.ﾍﾞｰｽ.ﾄﾞﾗﾑ入門」(全 6 回)

■「しなやか体幹ｽﾄﾚｯﾁ」(全 18 回)

宮永年郎氏指導のマラソン教室。

小中高校生～60 代までが練習中。

体幹を鍛える教室。ママには託児もあり。

■「初心者の和食教室」(全 5 回)

■「薬膳料理」(全 8 回)

■「子ども将棋教室」(全 18 回)

只今、独身男女 14 名が修行中。

薬膳で体質改善を目指します。

駒の動かし方の初心者から詰将棋まで。

■「生き活き元気塾」(全 20 回)

■「わくわく土曜体験教室」(全 12 回)

■「かしの木学園」(全 10 回)

70 歳からの介護予防の体操教室。

理科や体育、図工中心のプログラム。

学習会のほか、GG や体験講座も。

■ 加西市つどいの広場「ぜんぼうキッズ」

■善防公民館まつり

楽しい事いっぱい。いつでも誰でも遊びに来てね。

芸能発表や作品展、各種バザーなど盛りだくさんの 2 日間。

H27.10.24(土)25(日)

子ども将棋大会には、井上慶太九段の指導対局もあります。

■なつかしの正月遊び

H28.1.24(日)

凧あげ、ケン玉、こままわし、羽根つき、竹馬、お手玉、射的な
どの遊び。ポン菓子、わた菓子など家族でなつかしい時間を楽し
▲「野菜ハンコ遊び」

▲「ドンドン体操」

野菜のﾊﾝｺでﾍﾟﾀﾍﾟﾀ♪

親子でｻｰｷｯﾄ遊び

んで下さい。

■ふれあい伝統芸能ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

H27.11.23(祝)

県立播磨農業高校の農高祭に合わせて開催する芸能まつり。播州
歌舞伎や地元芸能団体が出演します。その事務局を当公民館が担
っています。

問合先 善防公民館 ℡: 0790-48-2643

■夏休みこども川柳教室

■そば打ち体験教室
やってみませんか？蕎麦粉を練って茹で上げるま
で、初めての方でも 気軽に楽しくそば打ち体験♪

感

今年の夏休みは、どんな思い出が増えたかな？
心に残る夏の感動を川柳にしてみませんか！
素敵な句になるよう、講師がバックアップいたします

動も一緒に味わってみませんか？
日

時

：8 月 22 日（土）13：30～15：30

日

時

：8 月 10 日（月）10：00～11：30

場

所

：加西市民会館 2 階 料理教室

場

所

：加西市民会館
：無料

：ノート・筆記用具

定

員

：20 名（小学校高学年以上）

参加費

講

師

：中央公民館登録グループ

持ち物

2階

申込・問合先：中央公民館

「そばっ呼手打ち会」
参加費

：1,500 円（材料・試食込）

持ち物

：エプロン、三角巾、タッパー、

視聴覚室

℡: 0790-42-2151

■英語で夏祭り

タオル 3 枚、飲み物
締切り

ＡＬＴの講師と英会話を楽しみながら夏祭りを満喫しましょう！

：8 月 15 日（土）

申込・問合先：中央公民館

℡: 0790-42-2151

日

時

：8 月 27 日（木）10：00～14：00

場

所

：北部公民館

定

員

：20 組（小学１年生～3 年生保護者同伴）

2階

視聴覚室・料理教室

参加費

：500 円（材料費）

持ち物

：エプロン、三角巾、ふきん、手拭用タオル

申込・問合先：北部公民館

℡: 0790-45-0103

■富田小学校南校舎定礎式
平成２７年６月３０日午前１０時から富田小学校南校舎の正面玄関に
て、建物の永遠の堅牢と繁栄を祈願する定礎式を開催しました。市長、教
育長、市議会副議長、学校、ＰＴＡ、富田小学校区代表区長等と工事関係
者等２３名の参加により、厳かな雰囲気の中で定礎箱を鎮定し、その上に
定礎石を据え付けました。
新校舎は、鉄筋コンクリート造２階建の９３６㎡で、渡り廊下は、鉄骨
造２階建の５５㎡でエレベーターを備えております。
新校舎は、７月１日から使用しておりますが、引き続き旧校舎の解体工
事と、その跡地に駐車場等の外構工事を行います。

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

発行：加西市教育委員会

