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■かさいミュージアム

－ふるさとでめぐり、出会う永田萠の世界―

開催期間

2014 年 10 月 5 日（日）～10 月 26 日（日）

場

加西市立図書館・アスティアかさい交流プラザ他

所

加西市出身のイラストレーターで絵本作家の永田萠さんが、来年活動 40 周年を迎えられます。
その記念すべきスタートとして、生まれ故郷である加西で個展を開催します。
加西全体を１つのキャンバスに見立てて、
永田萠さんの新作を含めた作品をあらゆる施設で展
示し、市内全体を“ミュージアム”として、講演会、ワークショップ、イベントを実施します。
期間中、北条鉄道では萠列車も運行。永田萠さんのふるさと加西をめぐり、素敵な作品と出会い
ませんか。
主催 加西播磨国風土記 1300 年祭実行委員会・加西市教育委員会
●原画展
①「新しい作品
－さらに自由に、もっと深く－」
場所
時間
電話

図書館・ウォールギャラリー
（加西市北条町北条 28-1）
10：00～18：00
0790-42-3722

時間
電話

テーマ「私のふるさと加西」
日時 10 月 5 日（日）13：30～15：00
場所 アスティアかさい 3Ｆ交流プラザ
定員 120 名 （事前予約不要）
参加費 無料

●サイン会

②「ふるさとからの贈りもの
ー夢がつばさを持つところ－」
場所

●講演会

ふく蔵ギャラリー
（加西市三口町 1048 富久錦）
10：00～18：00
0790-48-2005

日時 10 月 5 日（日）15：00～
場所 アスティアかさい 3Ｆ交流プラザ
定員 50 名（12：30 より整理券配布）

●永田萠さんが選ぶ！ブックマーク
（本のしおり）コンテスト
優秀作品は図書館オリジナルブックマー
クになり、利用者に配布します。

募集期間 9 月 3 日（水）～10 月 19（日）
詳細については、図書館ＨＰを参照

●永田萠さんとブックマークをつく
ろう！
上記ブックマークコンテストに応募する
作品制作を永田萠さんのワンポイントレ
ッスンをもらいながら作成します。
日時 10 月 12 日（日）13：30～15：00
場所 アスティアかさい 3Ｆ集会室
定員 30 名（申込み開始 9/3～先着順）
対象 小学生・中学生
参加費 無料（使いたい絵具等各自持参）
申込先 加西市立図書館

電話

0790-42-3722

■ 幼稚園・保育所等の利用手続きについて（認定は平成 26 年秋からはじまります。
）
新制度のスタートに伴って、幼稚園や保育所等を利用する場合、教育・保育の必要性に応じ認定を受ける必要があ
り、3 つの認定区分によって利用先が決まります。

教育標準時間認定
１
号
認
定

満 3 歳以上･保育認定

子どもが満 3 歳以上で、
教育を希望

２
号
認
定

→幼稚園、認定こども園

子どもが満 3 歳以上で、
保育を希望
→保育所、認定こども園

満 3 歳未満･保育認定
３
号
認
定

子どもが満 3 歳未満で、
保育を希望
→保育所、認定こども園

※｢保育を必要とする事由(保護者の就労や病気など)｣に該当していることが条件です。

子ども・子育て支援新制度の利用の流れ
○現在入園中の方の場合→通っている園を通して認定申請書を提出します。
○新規に入園する方の場合
♪幼稚園を利用希望の場合
幼稚園を通じてこども未

幼稚園に認定申請書

幼稚園から入園の内定

を提出します

を受けます

来課から認定証が交付さ
1 号認定
れます

こども未来課から認定証

申請者の希望等によりこ

が交付されます
2 号認定、3 号認定

ども未来課が利用先を決

幼稚園と契約をします

♫保育所を利用希望の場合
こども未来課に認定
申請書を提出します

定します

決定した施設と契約
します

問合先 こども未来課 ℡: 0790-42-8726

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。

■『 北条幼稚園 』

～自ら学び、共に育ち合う 心豊かな幼児の育成～

本園は、大正 3 年に開園し今年
で創立 100 周年という輝かしい記
a 念の年を迎えました。今日まで温
かく支えて下さった地域の皆様、
園の為に尽くされた方々に深く感
謝し、敬意を表します。
本園は、小・中学校、五百羅漢
等、文化・歴史に恵まれた教育環
境にあります。子ども達は、充実
した生活環境の中で、
魅力ある「ひ
と・こと・もの」に主体的に触れ
体験することで「豊かな心情・知
識・技術」を身につけていきます。
子ども一人一人の「健やかな成
長と豊かな学び」のために、園・
家庭・地域が一体となって、様々
な体験活動に取り組んでいます。
問合先
北条幼稚園 ℡: 0790-42-0420

■『 善防中学校 』

■幼小交流
小学校への滑らかな移行・発達や学びの連続
性を目指して、1 年生を中心とした交流をす
る中で、
「小学生への憧れの気持ちと就学への
期待感」を抱く機会になっています。

■園と家庭・地域の連携
地域の方々に温かく支えられながら様々な体
験活動をすることで、
「感謝する気持ち」や「自
分・人を大切にすること」を覚えています。
北条まちづくり協議会の方々には、毎年、五月人形、雛
人形巡り・レンゲ田遊び等地域交流のコーディネートや、
子ども達の安全を見守っていただいております。

■健やかな体づくり
広い園庭で元気いっぱい体を動かして遊ぶこ
とで体力の向上をめざしています。また、健
康に関心が持てるよう野菜の栽培やクッキン
グ（カレー･ミニピザ・カボチャパンケーキ等）
を行って、食育を推進しています。

～ 有知・優情・勇健 ～

本校は、昭和 49 年に旧賀茂、下里の両中学校が統合されてから、今年で 40 年目を迎えています。
昨年度に校舎の耐震工事を終え、現在は体育館の耐震補強工事中です。自然に恵まれた環境の中で、全校生徒 191
名が学校生活を送っています。校区には、特別支援学校、障がい者授産施設があり、交流活動や福祉活動にも力を入れ
ています。また、長年にわたり、夏季休業中には各生徒が自分で考えたボランティア活動を実践しています。

■有知

■優情

基礎・基本の確実な定着と活用
力など、確かな学力の育成を図っ
ています。教師の専門的力量を高
め、生徒が意欲を持って取り組む
授業の工夫・改善を目指した研
究・研修を充実させています。
新学習システムによるきめ細か
な指導やヤングアドバイザーの効
果的な活用など、個に応じた学習
指導を充実させています。

学校行事を通して、仲間を思い
やる心の育成等の集団づくりに
力を入れています。いじめをしな
い、させない、許さない仲間づく
りを推進するとともに、共感的な
態度で生徒に接することにより、
生徒指導の充実を図っています。

▲国語の授業風景

▲修学旅行（長崎でのペーロン）

■勇健
体育的行事や部活動を充実さ
せ、健やかな生徒の育成に力を入
れています。食育の推進による健
全な食生活の定着と個の体力に
応じた運動処方を取り入れ推進
しています。

▲体育祭の入場行進

問合先 善防中学校（加西市両月町 484-2） ℡:0790-48-2188

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」を通して活力あるふるさとづくりを目指す！～
南部公民館は、農業者と地域のみなさんが、共によりよい地域づくり街づくり活動の拠点として建てられた農村環
境改善センターの建物内にあります。
主催講座では、高齢者学級かしの木学園をはじめとして、今年度のテーマ「食と農」の４講座を中心に１０講座を
開設しています。登録グループは、現在 28 グループで出前講座やボランティア活動に積極的に取り組んでいます。

■男の味わいごはん

■おしゃれ男子＆女子のための
Cooking Lesson

▲サーモンの塩麹漬、お豆腐の炒り煮、黒
豆ごはん、味噌汁、果物。とてもバランス
の良い献立です！

▲美味しそうなパエリアが出来ました！
独身男女の出会いの場にもなっています。

■子どもワークショップ

▲ペットボトルでカラフルな灯り作り♪
夏休みの工作にも役立ちます！

問合先 南部公民館（加西市上宮木町 524-2） TEL:0790-49-0041 FAX：0790-49-0041

■太極拳一日体験教室のご案内

■井上慶太九段による将棋講座と指導対局

「無理なく健康維持」を心掛けておられる方、お気軽に
太極拳をやってみませんか。
日時：10 月 19 日（日）10：00～11：30（雨天中止）
場所：いこいの村はりま
定員：なし（年齢制限なし）
受講料：無料
※運動しやすい服装・靴でお越し下さい
申込方法：電話、ＦＡＸ、来館
申込・問合先：中央公民館 ℡:42-2151 FAX:42-1453

井上九段による将棋講座と抽選で多面指を開催します。
あなたの実力を試すチャンスです！
体験教室終了後は子ども将棋大会を開催します。
日時：10 月 25 日（土）9：30～11：00
場所：善防公民館
対象：子どもから大人まで
参加：無料
申込・問合先：善防公民館 ℡: 0790-48-2643

■原作でハリーの世界を楽しもう♪（中央公民館）

■夏休みの絵を描こう！（北部公民館）
8 月 9 日、北部公民館登録グ
ループ“水彩画教室”の皆さ
んに講師となっていただき、
講座を開催しました。夏休み
の課題を仕上げる子や好き
な花を描く子、思い思いに集
中して絵を描きました。

8 月 5・19 日、中央公民館
において、ALT（外国語指
導助手）の先生を講師に
講座を開催しました。
原作のもつ魅力にふれる
良い機会になりました。
問合先

中央公民館

℡: 0790-42-2151

問合先

北部公民館

℡: 0790-45-0103

■さらなる飛躍を期待し賞賜金を交付
7 月 22 日 村上巧樹君（神戸第一高等学校 3 年生）
、8 月 6 日 是常聡さん（加西市
卓球協会所属）
・三田井七美さん（FC VICTORIES 所属）に賞賜金の交付を行いました。
村上 巧樹 君
主な成績
・第 41 回全国高等学校空手道選手権大会 団体戦 出場
・第 58 回兵庫県高校総体 空手道選手権大会兵庫県予選兵庫県予選大会 優勝
是常 聡 さん
主な成績
・ねんりんピック栃木 2014 卓球交流大会 兵庫県代表（団体戦）出場
・兵庫県ねんりん卓球交流大会 とちぎ大会予選 優勝
三田井 七美 さん
主な成績
・第 19 回全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 出場
・第 19 回全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 関西大会 第 1 代表
問合先

文化スポーツ課 ℡：0790-42-8773

■加西市新任教員研修会を開催

▲左から村上君、松本教育長

▲左から是常さん、三田井さん、松本教育長

－ふるさと加西の歴史を学ぶー

7 月 28 日、夏期新任教員研修会として、歴史的文化財巡りを実施しました。
本研修会は、教員が「加西」の歴史や文化財を知り、それらを学習などを通して子ども達に伝え、
「ふるさと加西」の良さを子どもたち自身が知り、郷土を愛する心を育てていくことをねらいとして
います。研修内容は、まず、北条小歴史ガイド隊の児童の案内によって五百羅漢の見学をしました。
次に、鶉野飛行場跡へ移動し、鶉野平和祈念の碑苑保存会の方に周辺に点在する防空壕跡や戦時中の
様子について説明を受けました。その他玉丘史跡公園で古墳の説明や玉丘古墳の見学を行い、関連施
設である埋蔵文化財整理室の見学も行いました。

問合先

学校教育課

■平成 25 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。
加西市教育委員会では、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

▲五百羅漢を見学

℡：0790-42-8771

■中学校の部活動の在り方について検討中！
加西市教育委員会では、市内中学校の部活動の在り方に
ついて、検討委員会を組織し協議しています。
既に決定した内容について、お知らせします。

兵庫県中学校総合体育大会で実施している（競技）種
目で、市内中学校にその種目（部活動）がない場合、
生徒本人及び保護者の意向と活動実績を勘案し、大会
参加を検討しています。なお、教師の引率等の都合上、
参加を認める生徒の競技レベルとして、県大会入賞（8
位以内）が狙える実力を有することを条件とします。
今後も検討委員会を継続させ、新たな枠組みでの部活動
運営を目指していきます。
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
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

