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平成２６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、耐震性能の低い学校教育施設から順次、耐震補強と改築によ
り耐震化を図り、また老朽施設の改修を行うことで、安全・安心な教育施設
の整備、環境にやさしい学校づくりを進めています。本年度は、以下の工事
等を実施します。
１．富田小学校南校舎の地震改築工事
２．九会小学校南校舎・富合小学校北校舎・善防中学校体育館の耐震補強工
事
３．西在田小学校の地震改築工事の設計
４．九会小学校北校舎・賀茂小学校校舎・下里小学校北校舎の耐震補強工事
の設計

▲富田小学校 南校舎 完成予想図

◎教育施設環境整備事業
加西中学校において、フェンス改修工事、グラウンド暗渠排水工事、雨水
貯留槽工事、防犯カメラ設置工事等の環境整備工事を行います。
◎加西学校づくり応援事業を実施 ～より魅力ある学校をめざして～
加西市の各学校では、児童生徒や地域の実態等を踏まえて、
「より魅力ある
学校づくり」を目指し、創意工夫を凝らした特色ある取組を行っています。
この取組によって、児童生徒の「生きる力」を育て、地域に信頼される学校
づくりを推進します。

■一緒にサッカー日本代表を応援しよう！

■プロのフットサル選手に指導してもらおう！
デウソン神戸所属のプロフットサル選手：山元優典選手、原
田浩平選手、西谷良介選手、須藤慎一選手（元日本代表選
手ほか）を招き、フットサル教室を開催します。プロ選手の指導
はなかなか受けられませんので、このチャンスをお見逃しなく！
※キッズの部（小学１～３年生）と大人の部（16 歳以上）の２部

来たる 6 月 15 日、「2014 FIFA ワールドカップブラジル」にて、

制です。

サッカー日本代表がコートジボワールと対戦します。地球の裏
側の熱戦を大スクリーンで一緒に応援しませんか！
なお、一緒に応援してくれた小学生は、観戦後に開催され
るフットサル教室で、プロのフットサル選手による指導が無料で
受けられます。
日

時

6/15（日） 会場 9：30～、試合開始 10：00～

場

所

加西市健康福祉会館ホール

日

時

6/5（木）より 毎週木曜日（全 10 回）
（キッズ 17:00～18:30、大人 19:00～20:30）

募集人員 先着 450 名

場

参加資格

加西市在住、在勤、在学の方

募集人員

キッズ・大人ともそれぞれ先着 40 名

参加費

無料

参加費

無料

問合先

文化スポーツ課 ℡：0790-42-8773

問合先

文化スポーツ課 ℡：0790-42-8773

所

多目的グラウンド （雨天時：勤労者体育センター）

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みなどをご覧ください。

■園紹介 『 泉第一保育所 』

～自由な雰囲気の中で自信と生きる力を育む～

本年度は、２歳児６名、３歳児２４名、４・５歳児１７名の計４７名でスタートしました。
本園では、様々な遊びや体験を通して子どもたちの成長を促すとともに、基本的な生活習慣やルールが身につくよう、日々
の保育を工夫しています。
a
■芝生の園庭は市内唯一

■折り紙教室

３月、園児と保護者で、芝生張りや庭木の植樹を行い
ました。
最近、芝生には芽が出てきて、日に日に青くなってきま
した。子どもたちは、裸足になって芝の感触を確かめてい
ます。もう少し伸びると、寝転がったり、はしゃいだりできる
ので、楽しみです。

（写真：小学生とサツマイモ掘りを体験）

▲当園自慢の芝生

■地域の伝統文化 和太鼓を学ぶ
地域交流の一環として、和太鼓の練習をしています。
地元の別所孝先生に定期的に来ていただき、バチの持ち
方から基礎打ちまでを学んでいます。
この和太鼓は、保育所からはじまり、幼稚園、小学校、
そして先では、地域のまつり太鼓につながるもので、伝統
文化の継承になればと考えています。
▲丸山総合公園で記念撮影

▲和太鼓の練習をする園児

４・５歳児を対象に、月１回、ボランティ
アによる折り紙教室を実施しています。基
本から練習し、「カメ」や「花」など、立体的
な作品が作れるようになりました。
写真のライオンとウサギちゃんは、それ
ぞれ画用紙 200 枚程度を使用しており、
パーツはすべて子どもたちが折った力作で
す。

問合先 泉第一保育所 ℡:0790- 44-1968

■学校紹介 『 加西特別支援学校 』

～「明るく・強く・自立する子」～

本校は、加西市における特別支援教育のセンター校としての機能を果たし、「明るく・強く・自立する子」を目指して日々の
学校生活に取り組んでいます。

■私たちが取り組む３つの「あ」
今年度、特に力を入れている点は、３つの「あ」という合言葉です。３つの「あ」とは・・・
あ・・・あ い さ つ
あ・・・あんぜん
あ・・・あ そ び

元気よくあいさつできる児童生徒の育成を目指しています。
挨拶は人と人の距離を縮めるコミュニケーションの基本です。
毎日 が安 全 に生 活 で き るよ う に、 学校 生 活 や 家庭 生活 で養
▲外遊びの様子
っていくことを日々心がけて生活をしています。
毎週木曜日の昼休みを外遊びの日として呼びかけ、全校生で外遊びに取り組んでいます。小学部
から高等部までの児童生徒が、縦割りでボール運動などを行っています。

■運動会の開催
5 月 17 日（土）運動会が開催されました。本校体育館で、保護者、来賓、地域の
方々、卒業生等が来校され、盛大に開催されました。また市内の善防中学校や加西中
学校の生徒有志も参加し、本校児童生徒と交流を行いました。リレーや学部演技、応援
合戦などの演技で、練習の成果を披露することができました。児童生徒の力一杯の演技
に対して、参観者の声援や拍手があり、会場はやさしく温かい雰囲気に包まれました。

問合先 加西特別支援学校 ℡:0790-48-2304

▲応援合戦でソーラン節を演技

本号より、市内の４つの公民館と、オークタウン加西の取り組みを順次紹介します。
各館の取組みをご覧いただき、お気軽にお立ち寄りください。

■公民館紹介 『中央公民館』

～「集う・学ぶ・結ぶ」で地域を創造～

中央公民館では、文化に親しみ、豊かに学ぶ中で、親睦を図りつつ、地域に還元できる活動を目指し、
充実した生涯学習の支援に日々努めています。
「中央公民館って、どこにあるの？」とよく聞かれますが、
中央公民館は加西市民会館の１階にありますので、是非お気軽にお立ち寄りください。
■『集う』… 登録グループ

■『結ぶ』… 出前講座など

創作活動やスポーツなど、多
種多様な 40 の登録グループがあ
り、自主的な活動を支援してい
ます。

地域や学校等から依頼を受け
て、登録グループが講師を務め
る出前講座を実施しています。
また、北条小学校児童が作っ
た五百羅漢の版画を公民館祭り
で展示するなど、地域交流も図
っています。

■『学ぶ』… 主催講座
今年度は、子どもからお年寄
りを対象に、11 の主催講座を開
催しています。現在も受講生を
募集している講座がありますの
で、ぜひ受講ください。

▲北条小クラブ活動支援をする「虹の会」

▲主催講座「いきいきライフ」

問合先 中央公民館（加西市北条町古坂 1-1） TEL:0790-42-2151 FAX：0790-42-1453

■加西こどもいけ花教室

■加西こども茶道教室

小・中学生を対象に、いけ花教室を開催します。
今年は、多彩な先生からいろんな生け方を学びます。
四季折々のさまざまな花に触れてみましょう。

小・中学生を対象に、茶道教室を開催します。
茶道の「作法」と「こころ」を通して、お･も･て･
な･しの基本を学びましょう。

日
時
場
所
募集人員
花
代

日
時
場
所
募集人員
材 料 費

第 1 土曜日（13：30～15 時）（全 10 回）
加西市民会館 １階会議室
先着 15 名
前期 3,200 円、後期 5,000 円

問合先 中央公民館 ℡:0790-42-2151

第 3 土曜日（13:30～15 時）
（全 10 回）
加西市民会館 ３階娯楽室
先着 30 名
前期 1,500 円、後期 1,500 円

問合先 中央公民館 ℡:0790-42-2151

■飛鳥時代の遺跡が発見されました

発掘調査速報展を開催します

西高室の区画整理事業に伴い、
「丸山ノ下遺跡」の発掘を実施したところ、
280 箇所以上もの粘土採掘坑が発見されました。飛鳥時代（７世紀末頃）の
遺跡であり、なんと 1300 年以上も昔のものです。
この発掘について、埋蔵文化財整理室にて｢発掘調査速報展｣を開催し、写
真パネルや出土土器を展示していますので、ぜひご覧ください（入場無料）。
開催日 5/26（月）～6/30（月）（平日 9：00～17：00）
問合先 埋蔵文化財整理室

■「手作り絵本講座

℡:0790-42-4401

▲完全な形で出土した土師器（はじき）の甕（かめ）

自分だけの絵本をつくろう」開演

5 月 14 日より、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と童
話作家の大内曜子さんを講師に迎え、絵本制作講座がスタートしました。
受講生は、一人ひとり丁寧なアドバイスを受け、オリジナルの絵本作りに取
り組んでいます。
6 月 29 日には、講座の総まとめとして、一般の方も参加できる「絵本フォー
ラム」を健康福祉会館にて開催します。フォーラムでは永田萠さんの講演、永
田萠さん・大内曜子さんの対談のほか、朗読を交えて優秀作品を紹介します。
問合先 文化スポーツ課 ℡:0790-42-8775

▲絵本を片手に説明を行う永田萠先生

■教職員に「定時退勤日」を設けます
学校を取り巻く環境が大きく変化する中、教育活動のさらなる充実を図るためには、教職員が時間的・精神的に落ち着いた環
境のもとで、児童生徒としっかりと向き合うことが重要です。
教職員は、日々の授業以外に、教材研究や学級事務、生徒指導、校務分掌、行事準備、放課後の部活指導、教育相談等、
多忙をきわめております。平成 24 年度に兵庫県教育委員会が実施した「教職員勤務実態調査」の結果によりますと、教職員の
平日１日あたりの平均労働時間は 10 時間 46 分となっており、その時間的・精神的負担が増大していることが判明しました。
そのような状況を踏まえ、兵庫県教育委員会は各市町教育委員会に、週１回以上の「教職員定時退勤日」をすべての学校に
おいて設定・実施するよう依頼しています。
加西市教育委員会としましても、「教職員定時退勤日」の実施により、教職員のワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を
実現し、全ての教職員が精神的ゆとりを持ち、一人一人の児童生徒に向き合うことのできる環境づくりを進めたいと考えています。

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
文化スポーツ課
こども未来課
総合教育センター
図書館

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
加西市北条町古坂 1173 番地の 14
加西市北条町北条 28 番地の 1

0790-42-8771
0790-42-8773、8775
0790-42-8726
0790-42-3723
0790-42-3722

0790-43-1803
0790-43-1803
0790-42-8731
0790-42-4221
0790-45-3133

発行：加西市教育委員会

