
 

 

この度、図らずも教育委員長 

に就くことになり、改めて責任 

の重さを感じています。今、社 

会では少子高齢化、情報化、国 

際化などが一段と進んでいます。 

そんな中、教育委員会は、平成 26 年度「教育の重

点」にあるように、“新しい時代を切り拓くこころ豊

かな人づくり”を目指し、幼児から老年まで生涯学

び続けられるように教育諸施策を展開しているとこ

ろです。 

生活が豊かで便利になった現代、人間関係が希薄

化するなど課題も出現しています。今こそ温かな人

間関係構築を基盤に、学校・家庭・地域社会が一致

協力、課題解決できるよう努めたいと考えています。

そして、教育都市加西を実現したいと思いますので、

皆様方のご協力ご支援をお願いいたします。 
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■さらなる飛躍を期待し賞賜金を交付 
6 月 27 日付で内藤堯雄委員が、加西市教育委員長

に就任しましたので、お知らせします。 に就任しましたので、お知らせします。

平成26年7月15日、播磨農業高校馬術部に賞賜金の交付を

行いました。 

この賞賜金は、加西市の体育及びスポーツの高揚と振興に

寄与し、加西市を代表して全国大会等に出場する選手・団

体に対して、日々の努力に敬意を表し、大会等での活躍を

期待して贈られるものです。 

問 合 先  文化スポーツ課 ℡：0790-42-8773 

 

 
▲左から、小林さん、梶本君、奥田君、有賀君、松本教育長 

主な成績 

・第４８回全日本高等学校馬術競技大会団体対抗戦 

近畿地区予選 ２位通過  近畿地区代表 

・第４８回全日本高等学校馬術競技大会  出場 

 

■ 南部公民館 登録グループが地域で活躍中！ 

6 月 21 日（土）、南部公民館登録グループ「播磨蕎麦の会」

会員と、富合小学校「桃子野ふれあい教室」1～6 年生の 44

名で「手打蕎麦打ち教室」を開催しました。 

講師の手ほどきで、素麺のような蕎麦・きし麺のような蕎麦な

ど、個性あふれる手打ち蕎麦が出来上がった時には、歓声が

あがっていました。好奇心いっぱいの子どもたちからは、「楽し

かった。またやってみたい！」と大好評でした。 

問 合 先 南部公民館 電話/Fax 0790-49－0041 

 

公民館では、まちづくり出前講座と題して、公民館に登録し自

主活動をしているグループが皆さんの町や施設へお伺いし、イ

ベント等まちづくりのお手伝いをしています。 

問 合 先 文化スポーツ課 ℡ 0790-42-8773 

 

 
▲講師にそば粉の混ぜ方のコツを教えてもらいました。 

 

加西市教育委員会委員長 内藤堯雄 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a  

■園紹介 『 泉第三保育所 』  ～多様な体験を通して人と関わる力を育む～ 

問合先 北条中学校（加西市北条町北条 618） ℡:0790-42-6300 

 

■学校紹介 『 北条中学校 』 ～「“溌剌・純情・夢あり”の北条中学生を目指して」～ 

 

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。 

問合先  

泉第三保育所 ℡: 0790-44-1971 

本園は、加西市の北部に位置し、周

囲を山々に囲まれ、万願寺川や若井川

が流れる自然豊かな場所です。園として

は小規模ですが、年齢に応じた基本的

な生活習慣の自立を目指して、日々の

びのびと活動しています。また、ひょうた

ん作りや獅子舞見学、みかん狩りなど、

地域の方々の協力による様々な体験を

通して、人と関わる力を培いたいと思っ

ています。 

 

生徒は、部活動にも積極的に取り組

み、７月の総合体育大会では、各部

ともに溌剌としたプレーを見せてくれ

るとともに優秀な成績を収めていま

す。文化部では、吹奏楽部が地元

からの要請をうけて、様々な催しで

演奏を披露するなど、地域と密着し

た活動を行っています。 

 

■溌剌（はつらつ） 

中学生らしい“心”と“態度”を育成す

るために、道徳教育を充実させるとと

もに、様々な行事を通して、「豊かな

心」を育むことを目標に活動していま

す。 

                  

本校は、旧北条・富田の両中学校の統合により昭和 40年に発足しました。市発足の歴史とともに歩み、今年で 50年目を

迎えます。3 年前に校舎と体育館を改築し、学校給食も始まりました。恵まれた環境の中、473 名の生徒は、校訓“自主協

同”のもと、校歌に謳う〝溌剌・純情・夢あり〟の北条中学生を目指して、様々な活動を通じて自己研鑽に励んでいます。 

■純情 

▲外遊びの様子 

 

▲和太鼓の練習をする園児 

■なかよし交流 

年間を通して幼稚園児と一緒に、泥田あそび

や施設訪問など交流保育をしています。 

こうした取組により新しい事に挑戦したり、やさ

しい心と触れ合うなど、子どもなりに感じるもの

があるようです。 

 

■なかよし栽培 

■なかよし広場 

園庭で四季折々の野菜を栽培・収穫し、クッ

キングや給食に取り入れています。 

野菜の生育を見守ったり、苦手な野菜も食べ

られる様になり、食育活動に繋げています。 

子育て支援の一環として、未就園児の親子を

招いて一緒に遊んでいます。 

「歌を聴いてもらうのは恥ずかしいな」と言いな

がらもやり遂げた時は達成感があり、嬉しそう

です。 

 

 ■夢あり 

授業において、少人数指導や T･T

（ﾃｨｰﾑ･ﾃｨｰﾁﾝｸﾞ）を充実させ、基

礎学力の向上を図るとともに、生徒

の“夢”や“志”の実現に努めていま

す。また、PTA 活動とも連携した取

組を進めることで、保護者や地域と

ともに生徒を育てていく環境の醸成

に努めています。 

                  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

『日本のチョウ 世界のチョウ展』 

日 時：7/28(月)～8/28(木) 8:30～17:30 

様々な蝶の標本 1500頭 カブトムシ＆クワガタ飼育中 

■特別学習会 

「チョウ博士と語ろう チョウの魅力」 

日時：8/9(土)9:30～11:30 

対象：小学生以上（参加無料） 

チョウの不思議と自然環境の変化を学習します。 

自由研究のテーマにもピッタリ！ 

 

■公民館紹介 『善防公民館』 ～「集う・学ぶ・結ぶ」で地域を創造～ 

 
善防公民館では、生涯にわたって生きがいのある生活を送ることができるように、様々な学級・講座や

イベントを実施し、また、情報提供も行っています。いつでもお気軽にお越しください。 

■音楽スタジオ 

防音の音楽スタジオがあり、

バンド練習等を気兼ねなくでき

ます。ドラムセット、ピアノ、

電子ピアノが各１台使用できま

す。 

■芝生広場 

気持ちの良い芝生の広場があ

り、グランドゴルフ、野外イベ

ントなど、様々な目的に使えま

す。また、幼児用遊具で遊ぶこ

ともできます。 

■多目的ホール 

市内で唯一、冷暖房完備の体

育館で、500 人までのイベントや

会議に利用可能です。半面のみ

の利用も可能です。 

 

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。 

問合先 善防公民館（加西市戸田井町 388-10） TEL:0790-48-2643 FAX：0790-48-3085 

 

■善防公民館 夏の特別展示 

銭太鼓は、近年アイドルグループが活用するなど、注目

度がアップしています。 

日 時：8/4（月）、8/11（月）、8/18（月）、8/25（月） 

    15：00～17：00（全 4回） 

場 所：加西市民会館 2階 和室 

対 象：幼稚園～高校生 

定 員：15名 

受講料：無料

申込先：中央公民館 ℡0790-42-2151 

 

■こども銭太鼓教室のご案内 

公民館登録グループや主催講座で学ばれた方の芸能発

表会を開催します。ギターやコーラス、ダンスなど日

頃の練習の成果をご覧ください。 

ご来場の方には記念品をプレゼント！ 

 

日 時：9/28（日）12:30～15:30（12:00 開場） 

場 所：北部公民館体育室 

申 込・問合先：北部公民館 ℡0790-45-0103 

■北部公民館「第３９回ふるさとの祭典」 

目的：野外活動指導者の資質向上を図ります。 

日時：9/6（土）9：00～16：00 

場所：オークタウン加西 

講師：伊藤嘉範さん（森林インストラクター） 

定員：30 人 

募集期間：8/29（金）まで 

申込先：総合教育センター ℡0790-42-3723 

■野外活動指導者講習会 参加者募集 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 加西市北条町横尾 1000番地 0790-42-8771 0790-43-1803 

文化スポーツ課 加西市北条町横尾 1000番地 0790-42-8773、8775 0790-43-1803 

こども未来課 加西市北条町横尾 1000番地 0790-42-8726 0790-42-8731 

総合教育センター 加西市北条町古坂 1173番地の 14 0790-42-3723 0790-42-4221 

図書館 加西市北条町北条 28番地の 1 0790-42-3722 0790-45-3133 

 

 

発行：加西市教育委員会 

■北条高校教育類型の高校生がボランティアで活躍中！ 

 オークタウン加西では、野外体験を通して子どもの“生きる力”の育成を目指す「アドベ

ンチャークラブ」を実施していますが、この取組に北条高校教育類型の高校生がボランテ

ィア参加してくれています（全 5 回）。 

第１回（6 月 15 日）:段ボールを利用して、手作りピザを焼きました。高校生は、現在、

教育・看護・福祉分野の進学に向けて勉強中です。このボランティア活動を通じて、子ど

も達の成長する姿、皆でやり遂げた達成感など、多くのことを学んでほしいと思います。 

 

問合先 文化スポーツ課 ℡:0790-42-8773 

 

■平成 27年度 小学校用教科図書採択本を展示 

■W杯ブラジル大会パブリックビューイングを開催！！ 

  

▲日本代表に最後まで声援を送る子どもたち 

段ボールを利用した手作りピザ 

小学校の保護者の方をはじめ、広く市民の皆様に、小

学校教科書や教科に対する理解を深めていただくことを

目的として、次のとおり平成 27 年度に小学校で使用する

教科書を展示します。どなたでも自由に閲覧できますの

で、お気軽にお越しください。 

場 所：加西市立図書館 

期 間：9月 3日～10 月 3日 

（※9月 30日（火）は休館日） 

時 間：10：00～18：00 

問合先：学校教育課 ℡:0790-42-8771 

 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 27 条

の規定に基づき、教育委員会は毎年、その権限に属する

事務の管理及び執行の状況について、教育に関する学識

経験を有する者の知見の活用を図りつつ、点検及び評価を

行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出する

とともに、公表することとなっています。 

当市教育委員会では、この定めに基づき、効果的な教

育行政の推進に資するとともに、市民の皆様への説明責任

を果たすため、7 月 17 日に実施した平成 25 年度教育委

員会事務の点検評価に関する結果報告書を 9 月に公表し

ます。また、同結果は、今後の教育委員会の事務に役立て

ていきます。 

■教育委員会点検評価について 

6 月 15日(日)健康福祉会館ホールにてワールドカップ（W 杯）ブラ

ジル大会「コートジボワール対日本」戦のパブリックビューイング

を開催しました。 

9 時の開場にも関わらず、8 時 30分から参加者が続々と詰めかけ、

観戦前から大変な盛り上がりをみせました。 

参加者は 350名。子供も大人も大きな声で一生懸命応援しました。 

また、13 時からはプロフットサル選手によるフットサル教室も開催

され、100名の子供が参加しました。 

 

問合先 文化スポーツ課 ℡:0790-42-8773  

 




