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■平成２７年度

加西市教育委員会の事業計画について

◎教育施設耐震化事業
加西市では、耐震性の低い教育施設から耐震補強と改築による耐震化工事を行っております。耐震補強と同時
に改修工事も行っており、耐震化率は本年度で１００%になります。また、体育館と武道場については、天井等
非構造部材の落下防止工事も行うことで安全安心な教育施設の整備を行います。本年度の関連工事は下記のとお
りです。
１．富田小学校南校舎地震改築工事
２．西在田小学校地震改築工事
３．九会小学校北校舎・下里小学校北校舎・賀茂小学校校舎耐震補強工事
４．北条・北条東・富田・賀茂・西在田・宇仁小学校・特別支援学校体育館天井等非構造部材落下防止工事
５．北条・泉・加西・善防中学校武道場・加西中学校体育館天井等非構造部材落下防止工事
◎教育施設環境整備工事
宇仁小学校の新校舎より体育館までの間に渡り廊下を設置し、雨天時の通路を確保します。

▲西在田小学校完成予想図

問合先 教育総務課 ℡: 0790-42-8770

■地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」
市内４中学校の２年生３８８人による、「トライやる・ウィーク」
が始まりました。中学生にとっては、学校をはなれ地域の事業所や
図書館、幼稚園、福祉施設等で、働くことの楽しさや厳しさを学ぶ
貴重な経験の場です。同時に、地域の人々の温かさや良さ、ふるさ
との恵みにふれる機会となり、地域とのつながりを深め、幅広い学
びの場になっています。
「トライやる・ウィーク」の名称は「挑戦する(トライ）」ととも
に、
「学校・家庭・地域の三者(トライアングル）」の意味が込められ
ています。心の教育の充実と生きる力の育成を目的にスタートした
この「トライやる・ウィーク」を有益なものにするために、皆様の
ご理解とご協力をお願いします。

▲昨年の活動の様子

実施期間

6 月 1 日(月)

～

5 日(金) 市内４中学校

（加西特別支援学校は

9 月 30 日(水）～10 月 2 日(金）に実施予定）

問合先 学校教育課 ℡: 0790-42-8771

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。

■『 賀茂幼児園 』～４・５月の園の様子です～
■種まきしたよ
小さな種が、土を押しのけて芽を出し、ぐんぐん伸びる力強さと自然の不思議に心
動かし、毎日、様子を見ながら水やりをして成長を楽しみにしています。5 歳児が中心
になって、下のクラスの友だちに、どんな野菜や花を育てたいか、種はどうやって蒔
いて育てたら良いかなど伝えながら、自然への興味や関心を膨らませています。

■みんなで遊んだよ
a

子ども達が、クラスに関係なく興味を持った遊びに存分に取り組めるように、エリ
ア保育の時間を設けています。
また、季節の行事で誕生会、皆で一緒に遊ぶ“わくわくタイム”などを通して、異
年齢の友だちとのふれあいを喜び合えたり、思いを伝え合えたりしできる場となって
います。

■小学校に行ったよ
毎年、小学校の運動会に 5 歳児が参加します。今年は、5 月に行われました。早朝練
習では、お兄さん、お姉さん達が優しく、親切にラジオ体操を教えてくれました。な
により、小学生のかっこ良い姿に大きな憧れを持つことができました。
夏休み作品見学、体験入学など年に 4～5 回の交流を予定しています。

問合先 賀茂幼児園 ℡: 0790-46-0313

■学校紹介『加西市立北条東小学校』

～～夢や希望をもって

たくましく生きる児童の育成～

本校は、平成２年に北条小学校より分離し設立されました。創立当時の児童数は４８４名でしたが、創立から２６年
目を迎えた現在は、児童数は３０６名になりました。
本校は、なかまとの「つながり」を意識した学級づくりや、地域との「つながり」を意識した体験活動など、友だち・
家庭・地域と「つながる力」をつけることを目標にした特色ある取組を行っています。お互いの思いを言葉で相手に伝
え合い、相手の気持ちを思いやり支え合えるなかまづくりを目指します。

■言語活動の充実

■地域と連携した食育の推進

■地域の協力による安全・安心の学校

学習を中心に「つながり」を意識し

校区内にある播磨農業高校での体験活

大切にする子どもの育成を図ります。

動や高校生による出前授業など、連携し

全教師による読み聞かせや朝の学習の

た活動を行います。食をとおして児童が

「対話」などをとおして、「話す」「聞

進んで自分の健康管理をしようとする意

く」
「伝え合う」力を伸ばし、自己有用

識を高め、生活そのものが豊かになり、

感や自己肯定感の醸成を図ります。

自立した生活習慣が確立できることを目

学校ボランティアによるワッショイス
クールや子ども見守り隊の活動で、子ども
たちは登下校も含めた学校生活において
安全で安心な学校生活を送ることができ
ています。また、交通安全教室や不審者対
応訓練等でもいっしょに参加いただき、子
どもたちの安全を守っていただいていま
す。

標とします。

問合先 北条東小学校 ℡:0790-42-5052

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。

■『中央公民館』

～歴史を活かした地域づくりを目指す拠点として～

中央公民館では、子どもから高齢者の方までそれぞれの世代にあわせ、目的を持って学べるよう今年度は 10 の
主催講座を開講しています。その年の旬の話題や社会的な課題等市民の皆さんのご要望を取り入れて学びたい事が
身近で学べる施設を目指しています。

■「地域歴史講座」
播磨国風土記編纂 1300 年に合わせ、全講座風土記をテーマに考古学、古代史、神話学等の研究者がわかりやすく解
説します。
6/2（火）播磨国風土記 姫路文学館
7/7（火）播磨国風土記と加西

甲斐史子氏

兵庫県町づくり技術センター

岸本一宏氏

等

■人権トーク＆ライブ「キラリ♡ハートフル講座」
全ての人が地域で共にあったかく生きていくために、音楽を通して楽しく人権問題
を考えましょう。
5 月 1 日（金）第 1 回は淡路ぬニセターのお二人の三線の旋律と歌が受講者の心を豊
かにしてくれました。

○お知らせ
市民会館文化ホールの改修工事が 9 月から始まります。それに伴い、今年
の中央公民館まつりは市内 4 公民館の先頭をきって、7 月 25 日(土)と 26 日
（日）に開催します。
真夏の祭典を皆様に楽しんでいただけるよう検討中です。楽しみにしてい
てくださいね。
問合先 中央公民館

■スーパードライブ教室参加者募集

℡: 0790-42-2151

■かさい英語村～ｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟ in ｵｰｸﾀｳﾝ加西～参加者募集

気軽に取り組めるニュースポーツ「スーパードライブ」の

今年の夏はオークタウン加西に「かさい英語村」がやって
くる！

体験教室を開催します。
スーパードライブとは、直径 44ｍｍのラージボールを使っ

北条鉄道を使って冒険の旅に出かけたり、皆で料理をした

たダブルスの卓球です。速い球を打つことは禁止されていま

り。各チームに１名ずつネイティブの先生がつき、日常生活

すので、子どもから高齢者まで競技できます。初心者向け教

の中で楽しく英語を使えるよう様々なプログラムを実施しま

室を開催しますので、是非ご参加ください。

す。英語に興味のある小中学生、お気軽にご参加ください！

開催日

：7 月 15 日～9 月 2 日

水曜日

時

間

：19：30～21：00

場

所

：加西勤労者体育センター

全8回
開催日

11 日（火）解散 12：00
参加資格：市内在住の小学４年生～中学３年生

参加資格：小学校高学年以上
参加費

参加費

：無料

：3,000 円（食材費、運賃）

募集人員：40 名(先着順)

募集人員：40 名(先着順)
持ち物：体育館シューズ、タオル、水筒(お茶、水)

申込・問合先：文化スポーツ課

：8 月 10 日（月）集合 8：50～

℡: 0790-42-8773

申込・問合先：オークタウン加西

℡: 0790-44-2595

■平成 27 年度 学童保育園の利用がさらに便利になりました

平成２７年４月より、全ての小学校区で学童保育園を開設しました。
●1 年生～6 年生までのお子様をお預かりします。
●開園時間を 18 時 30 分まで延長します。
●土曜日に保育が必要な場合は、北条学童保育園でお預かりします。
●冬休み、春休みのみの利用（各 6,000 円／期間）ができるようになりました。
●入園は、保護者の就労状況のみで判断します。（同居祖父母の証明は不要）

夏季入園児童を募集しています。
募集期間

6 月 1 日（月）～6 月 19 日（金）

※詳しくは、広報かさい 6 月号、加西市 HP をご覧ください。

問合先 こども未来課 ℡:0790-42-8726

■第３８回

町親善ソフトボール大会

4 月 26 日、アラジンスタジアム・市民グラウンド・北条中学校・ぜんぼうグリーン
パーク・善防中学校において、第 38 回町親善ソフトボール大会が行われました。
１部 16 チーム ２部 14 チーム 合計 525 名が参加し、地域の交流ならびにスポ
ーツの振興をはかり、熱戦をくりひろげました。
大会結果は以下のとおりです。
１部

優勝

古坂

２部

優勝

西南

２位

古坂２丁目

２位

笹倉町

３位

古坂１丁目、東高室

３位

福吉、中富町

なお、1 部優勝、準優勝の古坂と古坂２丁目は加西市代表として、今秋の北播大会に出場予定です。

問合先 文化スポーツ課 ℡:0790-42-8773

■善防公民館多目的ホール（体育館）空調設備工事について
９月上旬から１か月程度、多目的ホール（体育館）の空調入替工事を実施します。工事内容により、多目的ホールが使用でき
ない期間がありますが、ご理解ご協力をお願いいたします。詳細は決定次第、善防公民館ブログでお知らせします。

問合先 善防公民館 ℡:0790-48-2643

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
文化スポーツ課
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
0790-42-8773、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

