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■文化・スポーツの秋

『スポーツ少年団のつどい』を開催しました

▲選手宣誓を行う下里少女バレーの正木真弓さん

11 月 3 日(月)ぜんぼうグリーンパークにおいて、市内のスポーツ少年団員 300 名が参加して、加西市スポーツ少年
団のつどいを開催しました。なわとび競技・綱引き競技などを行い、楽しいプレーあり、ファイトあふれるプレーあり
と、団員同士で交流を深めました。
その後、善防公民館へ移動し、加西市連合婦人会より参加親子にカレーの炊出しがありました。この活動は、未来を
担う子ども達を食を通して応援するとともに、大災害発生時などの非常事態に備えて、作業の流れを確認し、参加者同
士の連帯感を強めるものです。

問合先 文化スポーツ課 ℡: 0790-42-8773

■西在田小学校が「グリーンスクール」表彰校に選ばれました
平成 26 年度「グリーンスクール」表彰校として、兵庫県教育委員会
から、西在田小学校が選ばれました。
「グリーンスクール」とは、環境教育の一層の推進を図るため、環
境保全活動など特色ある優れた実践を行っている学校のことです。
西在田小学校は、校区の豊かな自然環境に目を向け、校区を愛する
気持ちを高めたいという願いから、
「かがやけ若井川
ひと

－川でつなごう

こころ－」をテーマに、全校生で環境体験学習を進めています。

若井川の生物調査を行う「エコ遠足」の結果をもとに、水質調査や生
き物にとって住みやすい環境の川にするためのすみかづくりをはじめ
とする様々な活動を「人と自然の博物館」の学芸員や地域の方の協力
▲若井川で水辺の生物を調査する生徒たち

を得て行っています。

西在田小学校の環境教育については、これまでに国際的な環境団体である FEE が提唱する環境学習プログラムであ
る「エコスクール」の取組が認められ、「グリーンフラッグ」を日本国内の小学校で初めて取得しています。

問合先 学校教育課 ℡: 0790-42-8771

市内の保育所、幼児園、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。

■『 北条東幼稚園 』

～様々な経験を通して豊かな心と学びを育む～

○現在工事中ですが、平成２７年度からは０歳児～５歳児までを保育・教育する施設になります。

本園は、平成３年４月に北条幼
稚園から分園し、１年保育の幼稚
園として開園しました。延べ８３
４名の卒園児を送りだしています
が、平成２７年度春から新たな園
としてスタートするべく園舎の整
備工事を行っています。子ども達
a
は工事の様子や音をまじかに見た
り聞いたりしながら、新しい園舎
ができるのを楽しみに生活をして
います。子ども達の安全を最優先
にしながらも、可能な限り様々な
体験ができることを願い、子ども
達と共に知恵を出し合い工夫を凝
らし、工事中での保育を楽しみな
がら、豊かな心と学びが育めるよ
うに取り組んでいます。

■ＳＴＡＲＴプログラム
工事の雑音の中でもＳＴＡＲＴプ
ログラムを活用して、集中力を養
っています。

■竹馬遊び
白い壁で囲まれて園庭が半分にな
っていますが、運動遊びを楽しん
でいます。

■虫取り
近くの丸山公園に出かけて、虫取
りなど自然と触れ合う機会を設け
ています。

問合先 北条東幼稚園 ℡: 0790-43-1654

■『加西中学校』～自主(か)・友愛(さ)・創造(い)の心豊かな生徒の育成を目指して～
本校は、昭和３５年、旧九会・富合の両中学校の統合により発足しました。平成２１年に創立５０周年記念式典を、
地域の方々の協力のもと盛大に催すことができました。根日女の里を含む、古い歴史と豊かな自然を有する地域の中、
３０５名の生徒は、
「全員結束 ～あらわす・伝える・つなげる 思い～」のスローガンを掲げ、自主自立を目指して、
生徒会活動を展開しています。

■自主･･･(か)んがえる生徒
本校の研究主題である「言語活動の
充実」を継承し、討論型の集会を行っ
たり、授業においては、思考や表現を
重視した活動を盛り込んでいます。視
聴覚機器やＩＣＴ機器を活用し、動
画・静止画・音響を取り入れた教材を
開発し、分かり易い授業づくりに努め
ています。また、新学習システムによ
る少人数授業や複数の教員で授業に
あたる授業形態を多く設け、個に応じ
たきめ細かな学習指導を実践してい
ます。

▲話し合い活動

■友愛･･･(さ)さえあう生徒

■創造･･･(い)きぬく知恵ある生徒

本校が永年にわたって積み上げてき

コミュニティー力に長けた地域に

た「生徒会を中心とした生徒が自律す

おいて、地域の人々や施設・自然とふ

る学校づくり」を継承し、さらに発展

れあう機会をもつことを推進してい

することを目指しています。体育大

ます。校区の地域で催す「三世代交流

会・音楽祭・修学旅行や宿泊訓練と、

行事」では中学生がカレー作りを担い

生徒たちに企画・運営を委ね、互いに

ます。「南部公民館祭り」で吹奏楽部

支え合い自らの手で作り上げたときの

がステージを披露します。地域の方々

充実感や達成感を味わわせ、生きる自

への感謝の意を表すとともに、社会の

信を付ける一助としています。

一員としての自覚を促しています。

▲体育大会

創作ダンス

▲三世代交流 カレーづくり

問合先 加西中学校（加西市上宮木町 524） ℡:0790-49-0200

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。

■『北部公民館』 ～地域の良さを知り、人と人との出会いを求めて～
北部公民館では、児童から若い世代そして高齢者が利用しやすい施設、講座をめざし地域により親しま
れる公民館づくりに励んでいます。いつでも気軽にお越しください。
■ギター教室

■初めてのＤＩＹ教室

▲性別・年代を超えて、ともに学ぶ

▲世代間交流を図りながらの物づくり

■ふるさとの祭典

▲グループ活動の発表の場

○冬休み特別講座「ミニ門松を作ろう」
日時：12/20(土)9：30～11：30
受講料：300 円

材料費：実費

※子どもは親子で参加して下さい。

問合先 北部公民館（加西市満久町 233-10） TEL:0790-45-0103 FAX：0790-45-0886

■こども川柳教室

～新年の抱負を表現しよう～

■「作ってみよう！手作り味噌」 受講生募集！！

新年の抱負を近代文芸のことば遊びである川柳で表現
してみませんか。ことばで表現する楽しさがきっとみつ
けられることでしょう。
日 時： 1 月 5 日（月）13：30～15：00
場 所：加西市民会館 3 階 談話室
定 員：なし（小学生以上）
受講料：無料
持 物：ノート、筆記用具
講 師：川柳 青蛙(中央公民館登録グル-プ)
申込・問合先：中央公民館 ℡:0790-42-2151

麹と大豆で仕込む無添加で安全な味噌作りに挑戦して
みませんか？自分で作るお味噌は味も香りも格別です。
日 時：1 月 27 日（火）～30 日（金）9：00～17：00
場 所：南部公民館
定 員：10 名（※全日程受講できる方、先着順）
参加費：1,200 円
教材費：3,000 円
持ち物：エプロン、三角巾、マスク、布巾・タオル各 2
枚、味噌持ち帰り用容器、ゴム手袋（厚手）
、長靴
講 師：中井 加代子
申込・問合先：南部公民館 ℡: 0790-49-0041

■書初めおまかせ 書道・硬筆教室

■新春のつどいを開催します
～

年明けの書初めのために、じっくり練習しましょう。

いこいの村はりま裏山のランドマーク展望台に登って
初日の出を拝む「新春のつどい」を開催します。小学生
以下には参加賞もあります。ぜひ、ご家族揃ってご参加
ください。
日 時： 1 月 1 日（木）6：00（受付）
場 所：集合 アラジンスタジアム東側駐車場
登山 ランドマーク展望台
参加費：無料 おもちの用意は必要ありません
主 催：青少年団体連絡協議会事務局
申込・問合先：総合教育センター℡:0790-42-3724

各学年の課題を練習・指導します。
日

時： 12 月 25 日（木）9：30～11：30

場

所：善防公民館

定

員：30 名（小学 1 年～6 年生）

参加費：無料
持ち物：書道用具、紙、各学年の課題
講

師：書道

土筆（善防公民館登録グループ）

申込・問合先：善防公民館

℡:0790-48-2643

■図書館おはなし会

～読み聞かせで楽しく子育て～
図書館では、おはなしボランティアと協力して、乳幼児を対象とした絵
本の読み聞かせやおすすめ絵本の紹介、ふれあい遊びなどを行っていま
す。毎週土曜日の午後に「絵本の読み聞かせ」、さらには、毎月第 3 木曜
日の午前には“えほんのひろば”を図書館キッズコーナーで開催していま
す。
「“絵本”ってたのしいな。もっと読みたいな」と感じていただけるよ
うな空間づくりを目指しています。
子どもたちの“心の栄養・成長”に欠かせない絵本との出会いを演出で

▲北部子育学習センターでおはなし会を行いました。

きるようスタッフ一同がんばっていますので、是非ご来館ください。
問合先 図書館 ℡: 0790-42-3722

■平成 26 年度加西市中学校理科作品展
10 月 9 日(木)～20 日(月)の間、加西市民会館 2 階のコミュニケーショ
ンセンター・ギャラリーにおいて、見出しの作品展が行われました。この
作品展開催の直前に、日本人の科学者 3 人がノーベル物理学賞を受賞した
ニュースがありましたが、加西市の中学生がもっている科学分野への情熱
の一端をお見せする良い機会となりました。展示された 42 作品のうち、
特に優れた 4 つの作品に優秀賞が贈られました。4 作品は以下の通りです。
北条中学校 2 年 松岡 龍志「放射線って見えるんだ！」
善防中学校 2 年 森本 真菜「サラダの科学」
加西中学校 3 年 小谷 竜也「銅の還元とその反応の研究～１０円玉を使って～」
泉中学校 3 年 大塩 千弘「泉中学校区の川の汚れの研究（７年間の変化について）
」
▲加西市民会館で 42 作品の展示を行いました。

問合先

学校教育課 ℡:0790-42-8771

■善防公民館空調設備工事について
26 年度から 2 年間で空調設備を修繕し、本年度は多目的ホール（体育館）以外の工事を実施します。利用に際し、
皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。
○工期予定表○
工事場所
12 月
1月
2月
3月
音楽スタジオ・楽屋・子育て学習室・ロビー

15 日

大研修室・和室

14 日

中研修室・小研修室・料理室

29 日

アトリエ・応接室・事務室・事務室前図書コーナー

工事完了後は使用可
暖房は石油ストーブ

10 日

配線工事・その他

完成

12 月 15 日から順に各部屋を工事し、数日間は部屋が使用できません。室内工事完了後使用可、暖房は石油ストーブとなります。
進捗状況により日程を変更する場合があります。詳しくは同館ＨＰでご確認下さい。

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
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