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すべての中学校で学校給食を開始 加西市立図書館 10 周年記念講演

図書館「休館のお知らせ」

2014 年加西市成人式を開催

☎問合先　文化スポーツ課　℡:0790-42-8773

　1 月 12 日、加西市民会館で新成人を祝う式典が開催されま
した。
　今回、加西市では 468 名（平成 5 年 4 月 2 日～平成 6 年 4
月 1 日生対象）が成人を向かえ、その内 401 人が式典に出席。
艶やかな晴れ着姿で、久しぶりに出会う友人たちと旧交を温め
ました。
　新成人 13 名の運営スタッフにより企画した式典では、加西
市長からの祝いの言葉、新成人代表の東一和佐さんによる「誓
いの言葉」、そしてアトラクションとして、中学時代のアルバ
ムや恩師からのメッセージを編集したビデオ上映が行われ、会
場は大いに盛り上がりました。

　北部学校給食センターを建設し、平成 26 年 1 月 14 日から給食
調理を開始しました。
　心身ともに成長発達の途上にある生徒にとって、栄養バランス
のとれた食事をすることは、健康な生活を送るうえで基本となり
ます。また、市の農産物を使用することで地産地消を推進します。

　加西市立図書館10周年記念講演として、『ブッ
クトーク～子どもと本をつなぐ魅力的な方法』
を開催します。

　是非、参加してください。実演を通して、あ
らゆる分野の本を織り込んだブックトークを楽
しく学べますよ。

　“本を読む楽しさを伝えたい”
　　そう思っているあなた！

　加西市の 11 小学校、4 中学校、1 特別支援学校の給食調理は、
以下のとおり単独校方式とセンター方式で行っています。

北条小学校、北条東小学校、泉小学校

北条中学校、善防中学校、加西中学校、泉中学校、富田小学校、
賀茂小学校、下里小学校、九会小学校、富合小学校、日吉小学校、
宇仁小学校、西在田小学校、加西特別支援学校

■単独校方式

■センター方式

☎申込・問合先　図書館　℡:0790-42-3722

☎問合先　図書館　℡:0790-42-3722☎問合先　教育総務課　℡:0790-42-8770

▲誓いの言葉を述べる新成人代表の東一和佐さん

▲新設した北部学校給食センター▲給食風景（北条中学校）

日時　2/16（日）13:00～15:00
場所　アスティアかさい3Ｆ　集会室
講師　北畑博子 氏
　　　（長岡京市教育委員
 ・ブックトーク専門家）
定員　40名
申込方法　電話、Fax、来館

市立図書館は、約 19 万点ある所蔵資料の点検・
整理、AV コーナー入替のため、下記の期間休
館します。
また、3 月 3 日（月）から図書館 AV コーナー
が新しくなりますので、ぜひご利用ください。

休館期間　2/21（金）～ 3/2（日）



　本校は、地元の若井川をテーマにした環境学習「エコスクール」に取り組んでおり、昨年度、環境教育の国際ラベル『グリーンフラッグ』
を国内の小学校として初めて習得しました。今年度もエコスクールの活動目標を設定するために、県立人と自然の博物館の三橋先生ら
の指導のもと、若井川に全校生で「エコ遠足」に出かけ、若井川に棲息する生物の調査を行いました。
　エコ遠足などの結果、今年のエコスクール活動の目標を、

と決めました。今年度に行った主な活動を紹介します。

4、5歳児を対象に毎月１回、講師の
方と一緒に『こどもヨガ』に取り組
んでいます。
木や動物のポーズ等、楽しみながら、
良い汗をかいています。
遊びを通して身体の柔軟性と集中力
を養うことを目的とした活動です。

　このエコスクールの活動を通して、子ども達自身が自分たちの住む地域の環境に問題意識を持ち活動に取り組むようになりました。
全校生の絆そして学校と保護者・地域との絆を大切にしながら、「夢の若井川」を目指して活動を続けていきます。

多くの児童・保護者が参加し、ホタ
ル祭りを開催。ホタルを守るために
大切なことを劇で伝えたり、エコの
歌を作ってみんなで歌ったりもしま
した。その後、みんなで若井川にホ
タルを見にいきました。

☎問合先　西在田小学校　℡:0790-44-0049

学校紹介『加西市立西在田小学校』　～環境学習「エコスクール」の取組～

園・学校紹介コーナー

市内の幼稚園、幼児園、保育所、小学校、中学校、特別支援学校の紹介を順次掲載します。

各園・学校の特徴ある取組などをご覧ください。

　北条南保育所は、北条の市街地とのどかな
田園地帯の中間に位置し、近くには豊かな自
然に恵まれた丸山総合公園があります。また、
保育室の窓からは、北条鉄道の列車の音が聞
こえ、走る姿もみられます。
　本園では、ひと・地域・もの（自然）との
かかわり『つながり』を軸とした保育の中で、
心豊かな人間形成と生きる力をはぐくむこと
を目標にしています。

園紹介『加西市立北条南保育所』　～つながりの中で豊かな心と生きる力をはぐくむ～

☎問合先　北条南保育所　℡:0790-42-3162

■クッキングデー

■こどもヨガ教室

①ごみのないきれいな川にしたい、　②魚とホタルが棲みやすい川にしたい、　③地域の人にエコ活動を知ってもらいたい

■ホタル祭り

魚やホタルが棲みやすい川にするた
め、生き物のすみかづくりをしまし
た。石を移動させたり、積み上げた
りすることで川の流れに変化をつけ
たり、生き物が隠れられる隙間をつ
くったりしました。

■生き物のすみかづくり

若井川をきれいな川として守ってい
くために、地域の方にも広く呼びか
けていこうと考えました。そこで環
境保護の啓発ポスターを作製し、看
板を立てて、若井川周辺の数カ所に
掲示しました。

■ポスターの掲示

▲こどもヨガの様子

▲ホットケーキ作りの様子▲ジャガイモを切ってカレー作りに挑戦

▲丸山総合公園で記念撮影

毎月1回、食育活動の一環として季節に応じた食材を使い、色々なメニューを
取り入れてクッキング体験をしています。子ども達が作る楽しさと食べること
の喜びを感じられる取組の一つです。



講座・イベント・募集 中央公民館「歌声広場～楽しく歌おう童謡・唱歌」

懐かしい童謡・唱歌を一緒に歌いながら、日本の風情を心
と身体に感じてみませんか？小さな日本の良さを再発見し
ましょう！

日時　3/14（金）10:00～11:30
場所　加西市民会館　3階　遊戯室
内容　童謡・唱歌を歌う
対象　一般市民
講師　音楽教室講師　高嶋ひとみ　氏
定員　25名
受講料　300 円
持ち物　筆記用具
申込方法　電話、Fax、メール、来館
募集期間　2/1（土）～ 3/8（土）

第 11 回　加西ロマンの里ウォーキング

加西の豊かな自然と歴史を満喫しながら、健康づくりのた
め、みんなで一緒にウォーキングしませんか。

☎問合先　文化スポーツ課　℡:0790-42-8773

☎申込・問合先　中央公民館　℡:0790-42-2151

非常勤講師（初任教員研修）の募集

初任者研修にかかる授業の補充など

報酬は１時間あたり 2,770 円（平成 25 年度現行額で若干変
更あり）。交通費は、支給限度額の範囲で実費支給。

希望する校種の教育職員免許法に定める小・中・高等
学校教諭普通免許状の所持者または、平成 26 年４月１
日までに取得できる方。

2/3（月）～ 3/14（金）間の平日必着。
加西市教育委員会 ( 市役所 6 階学校教育課 ) または、加東教
育振興室（県社総合庁舎別館 2階）で受け付けます。

☎問合先　学校教育課　℡:0790-42-8771

新小5・新中 3の保護者の方へ就学援助のご案内

加西市では、小学校及び中学校に通う児童生徒がより
良い学校生活を送れるように、経済的理由によって就
学困難な児童生徒の保護者に対し、学校での必要な経
費の一部を援助しています。認定は、３月と 7月の年
２回行っています。今回の認定は、新小学５年生及び、
新中学３年生の保護者の方が対象となっています。新
小学５年生及び、新中学３年生以外の保護者の方へは、
６月にお知らせします。

1. 援助を受けることができる方

市内に住所を有し、現に居住している保護者で、次の
事項のいずれかに該当する方

①生活保護を受けている
②児童扶養手当の支給を受けている
③前年の世帯の所得が基準以下

　〔平成26年度所得基準額〕

２.援助費目

学用品費等、校外活動費、新入学用品費、修学旅行費、
体育実技用具費、学校給食費

３.申請書類

①就学援助世帯票兼認定申請書（用紙は学校にあり）
②世帯全員の住民票（住民票謄本）
③児童扶養手当証書の写し
④平成 25 年中（平成 25 年１月～ 12 月分）の世帯全
員の所得を証明できるもの（源泉徴収票、確定申告書
の写し等）

※申請方法等詳細については、学校を通じてお知らせ
します。
※③・④の書類は、申請理由により、どちらか一方を
提出してください。

４.提出期限及び提出先

2/24（月）　在籍する小学校、中学校必着

☎問合先　在籍する小学校、中学校または、
　　　　　学校教育課　TEL：0790-42-8771

世帯構成人員 

（生計を一にしている人員） 

総所得額 

２人 1,760,000円 

３人 2,306,000円 

４人 2,656,000円 

５人 2,956,000円 

６人 3,406,000円 

７人以上（１人増すごとに） 450,000 円 

県教育委員会では、県内の市町組合立小・中・特別支援学
校（神戸市を除く）で実施する初任者研修にかかる非常勤
講師を募集しています。

勤務内容

報  酬  等

資　　格

願書受付

日時 3/22（土）　小雨決行
 受付9:00／開始9:30～16:00（予定）
集合場所　加西市役所　東側駐車場
参加費用　一般500円、
　　　　　　中学生以下300円
　　　　　　（保険料含む、当日徴収）
募集期間　3/12（水）まで
参加申込　加西市体育協会事務局まで（℡:0790-42-3724）
コース
①三重里コース（北条町から鴨里を巡る）9km
②鴨里コース（北条町から小谷城跡、鴨里を巡る）14km
その他　記念品、温かいスープのサービスあり



南部公民館「聖夜を彩るごちそうメニュー」を開催

☎問合先　南部公民館　℡:0790-49-0041

トピックス

　12 月 17 日、『聖夜を彩るごちそうメニュー』を開催
しました。
　講師はビストロサンシュのオーナーシェフ、蛭田千
秋先生です。
　メニューは、ホロホロ鳥のコンフィ、ドリア、チョ
コレートタルト♪
　プロのシェフから、家庭ではできないような調理法
や盛り付けの仕方を教えていただくことができ、受講
者の皆さんからは大変好評でした。

平成 26 年 4 月より「病児・病後児保育」を実施します

子どもが病気などで保育所・学校に通えない時や、保護者が自宅で看護できない時、お子さんを一時的に預かります。
病気療養中・病気回復期で家庭・集団での生活が困難な児童（生後6ヶ月から小学校6年生）が対象です。

病児・病後児保育室　ひまわり（アスティアかさい2F　さかいこどもクリニック）

当日の入室をスムーズにおこなうため、事前登録をおすすめします。

月曜日～金曜日　午前8時 30分　～　午後6時
土曜日　　　　　午前8時 30分　～　午後0時 30分
★水曜日・日曜日・祝日、年末年始、お盆、医院の臨時休診日は休み

▲プロの技が光ります！

▲ごちそうメニュー完成

南部公民館「子育てママのおしゃれな時間」を開催

☎問合先　南部公民館　℡:0790-49-0041

☎問合先　こども未来課　℡:0790-42-8726

　12 月 12 日、『子育てママのおしゃれな時間（7 回目）』を開
催しました。
　今回は、クリスマスフラワーアレンジメント。
　フラワーデザイナー藤原先生の丁寧なご指導のもと、ママ達
は思い思いのアレンジを。バラやラズベリー、ストロベリー
フィールドなど様々なプリザーブドフラワーを用いて、クリス
マスを彩る素敵な作品が出来上がりました。

■ 場 所

■利 用 時 間

■利 用 登 録

▲熱心に取り組まれているママ達 ▲クリスマスアレンジ♪


