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日時　　3/3（日）13:30 ～ 15:00　開場 13:00
場所　　善防公民館　多目的ホール
講師　　神戸大学大学院人間発達環境学研究科
　　　　教授　松岡 広路　氏
対象　　どなたでも参加できます。
　　　　※事前申し込み不要
主催　　加西市中央・善防・南部・北部公民館
　　　　公民館登録グループ連絡協議会
参加費　無料

加西市公民館合同研修会非常勤講師（初任教員研修）の募集

第 32 回全国中学生人権作文コンテスト兵庫県大会で優秀賞を受賞

▲感謝状を受け取る田先校長（左） ▲体育館での表彰式の様子

▲講師の松岡広路氏

☎問合先　北部公民館　℡:0790-45-0103

☎問合先　文化スポーツ課　℡:0790-42-8773

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。

　第 32 回全国中学生人権作文コンテスト兵庫県大会
（神戸地方法務局、県人権擁護委員連合会、神戸新聞
社主催）の入賞作品の表彰式が 12 月８日に県民会館
パルテホールで行われました。

　県内 313 校、10 万 4513 点の応募の中から加西市
立善防中学校西岡優さん（２年）が優秀賞に選ばれ
ました。また、善防中学校（田先康利校長）には、
感謝状が贈呈されました。
　西岡さんは「個性と偏見」という自身の作文の中
で、右耳がほとんど聞こえないというハンデを劣っ
ている、欠点とは捉えず、「個性」と考えることで
自分らしく生きていく決意と偏見や差別を絶対にし
ないという強い意志を書いています。
　また、感謝状を贈呈された善防中学校では、毎年
６月の人権月間に全校生が人権作文に取り組み、お
互いの人権に対する考えを交換し合う人権意見発表
会を開くなど生徒の人権意識の高揚に向けた取組が
評価されての受賞となりました。

　あなたにとって、学びとは？
　公民館で学ぶ、自分で学ぶ、
誰のため？自分の為？
　今回そんな質問に明快な答え
が見つかるかもしれません。
　楽しく躍動感のある松岡広路
先生の語りから何かを見つけて
みませんか？

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 2,780 円（平成 24 年
度現行額で若干変更になる可能性あり）
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 25 年４月１日までに取得で
きる方。

勤務内容

報 酬 等

資 格

2/1（金）～ 3/15（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。

願書受付

☎問合先　学校教育課　℡: 0790-42-8771

～情けは人の為ならず、学びは己の為ならず～



　賀茂小学校（児童数 167 名）では、「学校と家庭が密接
に連携・協力し、教育活動を実践継続していくことが、
健全な児童の育成につながる」という考えのもと、親子
のふれあいに重点をおいた活動に取り組んでいます。
　そこで、次のとおり「お手伝い大作戦」と「親子読書」
の活動内容をご紹介いたします。

　「親子読書」は、休日前の金曜日に学年に応じた
本（手のひら文庫）を家に持ち帰り、子どもがお
母さんやお父さんに本を読み、聞いてもらって、
感想をしおりに書きながら親子で話し合うという
ものです。
　時間をみつけて１つの物語を一緒に読む（聞く）
ことを通じ、豊かな感性や思いやりの心を育てよ
うとしています。お母さんが子どもの頃に読んだ
本を我が子が読み、思いを交流することもあり、
なかなか好評です。

　「お手伝い大作戦」は、家族の
一員として子ども達が自分ので
きる仕事をして家族に役立とう
という意識を持たせ、進んで働
ける人になってもらいたいとい
うねらいで行っています。
　担任は、お家の方からの感謝
の言葉や子ども達の成長の姿に対する喜びの言葉を全員
に知らせたり、個別に声かけをして、子ども達が意欲的
に行動できるように働きかけています。

☎問合先　賀茂小学校　℡:0790-46-0010

学校紹介『加西市立賀茂小学校』　～学校と家庭の連携・協力で子どもを育てる～

園・学校紹介コーナー

市内の幼稚園、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。

　小学校と同じ敷地内に設置された幼稚園です。低学年を中心とした各学年との交流や休み時間のふれあいは、
子ども達にとって、とても楽しみな活動であり、大切な心の育ちの場となっています。
　また、地域の環境を活かした様々な生活経験の積み重ねの中で、遊びや生活をより豊かなものにしたいと願い、
保育所・小学校・地域・家庭との連携交流を積極的に取り入れながら、様々な人や自然との多様な経験を通して、
「心と体をはずませ、ともに育ち合う仲間づくり」をめざして取り組んでいます。

幼稚園紹介　『加西市立西在田幼稚園』　　～ともに育ち合う仲間づくりをめざして～

☎問合先　西在田幼稚園　℡:0790-44-2310

月１回のこどもヨガの日が、子
ども達は大好きです。犬、猫、月、
木などいろいろなポーズを楽し
みながら、姿勢が良くなり、か
らだのバランス感覚や集中力も
身についてきました。

〔こどもヨガ〕
小学生とのわくわく交流は入学
への期待につながる良い機会に
なっています。交流が幼稚園児
小学生双方にとって、「学び・
育ち合う」場となるよう願って
います。

〔わくわく交流〕
毎週金曜日の炊飯活動では、当
番が米を研ぎ炊飯器でご飯を炊
いています。炊きあがる時の湯
気や香りで食欲が増し、一粒も
残さずきれいに食べています。
わくわく栽培とともに食育にも
つながっています。

〔炊飯活動〕
友達やお家の人と楽しく野菜作
り。11 月～ 12 月には収穫した
大根で「おでんパーティー」を
したり「大根めし」を作って食
べたりしました。土作りから食
べるまでの活動では感動や発見
がいっぱいです！

〔わくわく栽培〕

○お手伝い大作戦

○親子読書

▲高学年本の一部。しおりには親子の感想がいっぱい。

▲手伝いで食器洗い



講座・イベント・募集

“おむつでケーキ？”を作りましょう！

アクアスかさい芝生工事に伴い、下記の施設について
ご利用を制限させていただきます。ご利用の皆様には
大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力を
お願いいたします。

対象施設　　　サッカーグラウンド
利用停止期間　南面：2/1（金）～ 7/31（水）予定
　　　　　　　全面：5/1（水）～ 7/31（水）予定

☎問合先　アクアスかさい　　　   ℡:0790-42-3465
　　　　　加西勤労者体育ｾﾝﾀｰ　℡・FAX:0790-47-1420

アクアスかさい芝生工事について

認知症について学習します。中央かしの木学園の公開
講座。どなたでも参加できますので、受講を希望され
る方は、事前に中央公民館までご連絡下さい。

日時　　3/19（火）9:30 ～ 11:00
場所　　加西市民会館　3階　小ホール
受講料　無料
講師　　姫路北病院　看護部長　安田 賢三氏
☎申込・問合先　中央公民館　℡:0790-42-2151

健康講座「認知症について一緒に考えましょう」

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年生およ
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年生および新中学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25年度所得基準額〕

２.援助費目

学用品費、校外活動費、新入学用品費、修学旅行費、
学校給食費等

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 24 年中（平成 24 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

2/25（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

体験！将棋教室

将棋は「考える力」「忍耐力」を鍛えると言われています。
新たな能力の発掘に挑戦してみましょう。
講師は、井上慶太９段の門下生「沢田隆夫」先生です。
駒の動かし方から丁寧に指導してくださいます。

日時　　3/23（土）　10:00 ～ 12:00
場所　　善防公民館 和室
受講料　子ども・学生は無料。成人のみ 300 円。
持ち物　お持ちの方は将棋盤・駒

☎問合先　善防公民館　℡:0790-48-2643

紙おむつを利用してケーキのようにラッピングする
「おむつケーキ」を作ります。

日時　　2/22（金）10:00 ～ 12:00
場所　　南部公民館 農事研修室
対象　　どなたでも
定員　　15 名
参加費　300 円
材料費　1,600 円
持ち物　はさみ、持ち帰り用紙袋、おむつケーキに
乗せたいベビーグッズ（マスコットやおもちゃなど）
があればお持ちください。
☎問合先　南部公民館　℡:0790-49-0041

～赤ちゃんのお祝いに手作りの品を！～

（写真はイメージです）

世帯構成人員 

（生計を一にしている人員） 

総所得額 

２人 1,644,000円 

３人 2,182,000円 

４人 2,638,000円 

５人 3,068,000円 

６人 3,518,000円 

７人以上（１人増すごとに） 450,000 円 



兵庫県優秀教員表彰　　～加西の特色ある教育の推進のために～

☎問合先　学校教育課　℡:0790-42-8771

▲表彰式当日の記念写真

▲誓いの言葉を述べる新成人代表の浦野嵩大さん

トピックス

　兵庫県では、平成 18 年４月 20 日、優秀教員表彰制度要綱を作成し、教職員の意欲・資質能力を向上させ、
教育の活性化を図る目的で、日々の学校教育活動において他の模範となる優れた取組を行い、特に顕著な成果
をあげている教職員を、「兵庫県優秀教職員」として表彰しています。
　加西市においては、平成 18 年度以降、これまで５名の教員の皆さんが兵庫県優秀教員として表彰を受けら
れています。
　今後も日々の実践を大切にしながら、加西の特色ある教育の推進をする中で、兵庫県優秀教員として表彰を
受ける教員づくりをしていきます。

2013 年加西市成人式を開催

第 56 回「ＪＡ共済小・中学生書道コンクール」学校賞受賞

☎問合先　文化スポーツ課　℡:0790-42-8773

☎問合先　泉小学校　℡:0790-44-0029

　１月 13 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 519 名（平成４年４月２日～平成５年
４月１日対象）が成人を向かえ、その内 426 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 11 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、新成人代表の浦野嵩大さんによ
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。

　平成 24 年 12 月 15 日、「ＪＡ共済小・中学生書道コンクー
ル」の表彰式が兵庫県民会館で行われました。
　県内 736 校が応募し、5,803 点の作品の中から泉小学校
児童の作品が「ラジオ関西賞」「銀賞」「銅賞」を受賞しました。
さらに、優れた作品を数多く応募したとして「学校賞」も
合わせて受賞しました。
　このコンクールには毎年、児童が夏休みに書いた作品を
出品しており、日ごろの努力が認められたものです。
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