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市制４５周年記念事業「図書館まつり」（10/28）
10 月 28 日（日）、加西市立図書館及び地域交流センターにおいて、
市制 45 周年記念事業の一環として図書館まつりを開催します。

保存期間を過ぎた雑誌を無料還元。
お一人さま 10 冊まで。袋は要持参。

はりまゆかりの作家たちｼﾘｰｽﾞ№2

キッズおたのしみ制作

はんなりコラージュしおり作り

〜図書館バックを作ろう〜

日時
対象
場所

10/28（日）9:45 〜
図書館 キッズコーナー
先着 50 名

※参加多数の場合はお待ちいただくこと
があります。

対象 子ども（保護者同伴可）
☆クレパスでお絵かきできれば OK。
無料

中学生からの読書郵便

場所

10/28（日）9:45 〜 15:00
大人
図書館 雑誌コーナー

岩田健三郎講演会
「のびやかに たおやかに」
日時
場所
定員

10/28（日）13:30 〜 15:00
アスティアかさい 3 階 多目的ホール
当日先着 80 名
岩田健三郎氏版画展

風香ライブ「Song

for you ～夢を信じて～」

日時 10/28（日）18:00 〜 19:00
場所 図書館 くつろぎコーナー
出演 松﨑由美 (ﾋﾟｱﾉ)、大塚弥生 ( 歌 )、
山田智美 (ﾁｪﾛ)、松本孝美 ( 朗読 )

展示①

10/17（水）〜 10/29（月）

アスティアかさい 3 階 ウォールギャラリー

展示② 10/2（火）〜 10/30（火）
図書館 パネルギャラリー

こどもお茶会

中学生からのおすすめ本を紹介。
日時

10/17（水）〜 27（土）
16:10 〜 16:40
図書館 キッズコーナー
各会 15 名 ※申込不要

場所
定員

日時 10/28（日）9:30 〜
場所 アスティアかさい 3 階 交流プラザ

参加費

「れんぞくおはなし会」
日時

雑誌リサイクルフェア

日時
場所
定員

はりまゆかりの作家たちｼﾘｰｽﾞ№1

10/25（木）〜 11/29（木）
10:00 〜 18:00
図書館 パネルギャラリー

日時 10/28（日）9:45 〜 12:00
場所 アスティアかさい 3 階 交流プラザ
参加費 お茶代 250 円

問合先 図書館 ℡:0790-42-3722

イベント・リポート
文化スポーツ課の職員が、イベント等に行き自ら感じたことを「イベント・リポート」として掲載いたします。
加西中学校女子生徒がストリートダンスに挑戦！
【リポート：8 月 28 日】
中学校の体育授業でダンス
が、必修化された中、加西中
学校では体育大会（９/15）に、
全女子生徒約 170 名によるス
トリートダンスの披露を決定
しました。

▲ダンス練習に励む加西中女子生徒

蒸し暑い体育館で汗だくになりながら振り付け等の練
習を行い、全員の動きが合った時には大きな歓声が上
がっていました。
このニュースが発行される頃には、体育大会は終了し
ていますが、きっと素晴らしい思い出に残る演目になっ
ていることでしょう。

ひょうご民俗芸能祭で伝統芸能を堪能！
【リポート：8 月 5 日】
兵庫県下の民俗芸能が集う「ひょ
うご民俗芸能祭（8/5）
」が、市民会
館で開催されました。
客席を走りまわって福を授ける
獅子舞やダイナミックな太鼓の演
奏、ラストは高さ７メートル余り
の梯子の上で軽業を繰り広げる「網
引獅子舞『谷渡り』
」に客席は大変
盛り上がっていました。
▲網引獅子舞「谷渡り」
有名だけれど見られる機会が少な
い「播州歌舞伎」や、勇壮な東郷・
優雅な西郷と二つある「住吉神社龍王の舞」を一度に見
られるなど、大変貴重な一日となりました。

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。

幼 稚園紹介 『加西市立北条東幼稚園 』
北条東幼稚園は、加西市の中心に位置し、周辺には北条東小学校や市役所、加西病院、警察署、消防署などの
公共施設があります。また、四季折々美しい丸山公園やため池、うぐいすの声が聞こえる山など恵まれた自然環
境の中にあります。
広い園庭で子ども達は、草花や小動物とふれあい、友達と元気いっぱい様々な体験をしています。また、なか
よし交流（小学生・保育園児・高齢者）や子ども茶道教室をするなかで、相手を思いやる優しい気持ちを育みながら、
“自分の考えをひろげ、深める子ども” の育成をめざしています。
な か よ し 交 流

『グループホームしらゆりの家』の高齢者

子 ど も 茶 道 教 室

北条東小学校１年生との 7 月の交流では、

お友達にお運びをして「どうぞ」
「ありが

の方と、七夕飾り作りをしました。おばあ

染め紙作りを教えてもらいました。きれい

とうございます」
「お先ちょうだいします」

ちゃんには “こより” の作り方を教えてもら

な模様に出来あがった染紙を短冊にして、

と、お茶のお稽古を楽しみながら、礼儀作

い頑張って挑戦して、
「上手に出来たな〜」

自分の笹飾りにつけました。

法など日本文化に親しんでいます。

とほめてもらい、とてもうれしそうでした。

問合先

北条東幼稚園

℡:0790-43-1654

学 校紹介『加西市立北条東小学校』 ～ あいさつで つながれ！ ～
北条東小学校（児童数 335 名）では、あいさつ
運動に力を入れています。
あいさつは、人と人との「つながり」を深めるツー
ルです。朝から元気な東っ子のあいさつの声が、響
き渡ります。
合い言葉は「あいさつだ！」
新生 東小に 乞うご期待！

あ … 明 るく
い … いつでも
さ … 先に

元ラグビー日本代表

林 敏之氏 がやって来る！

感動の一時を共有しませんか！
北条東小ＰＴＡは、元ラグビー
日本代表の林敏之氏を講師に招
き、講演会を開催します。
参加は無料です。多数のご参加
お待ちしております。
講

演 『感動が感性を磨く』

つ … 続 けて

〜子どもが夢や希望に向かって未来へ歩き出すとき〜
講

師

元ラグビー日本代表

だ … 誰にでも

日

時

10/30（火）10:00 〜 11:30

場

所

北条東小学校

問合先

北条東小学校

℡:0790-42-5052

オフィシャルサイト

林

敏之

氏

体育館
http://www.t-hayashi.jp/

講座・イベント・募集

市制 45 周年記念事業「第 46 回加西市文化祭」

市内中学校夏休み理科自由研究作品展
市内４中学校の生徒が、夏休み中に取り組んだ理科の
自由研究のうち、優秀作品を一般展示します。
グリーンフラッグ（国際的学校エコ認証旗）を取得した西
在田小学校の環境学習の成果も特別展示しています。
展示期間 10/17（水）〜 10/25（木）
展示場所 アスティアかさい 3 階 交流プラザ

平成 23 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、市ホー
ムページで公表しています。ぜひ、ご覧ください。
教育総務課

日時 11/3（土・祝）9:00 受付 9:45 開始
場所 市民会館 3 階 和室
内容 A 級 (4 段以上 ) B 級 ( 初段〜 3 段 ) C 級 (1 級以下 )
参加費 一般 1500 円 高校生以下 500 円
○いけばな展
日時 11/3（土・祝）
・4（日）10:00 〜 17:00
※11/4（日）は 16:00 まで

問合先 学校教育課 ℡:0790-42-8771

問合先

○囲碁大会

場所 市民会館 2 階 ぎゃらりい
内容 市内いけばな協会 8 流派が出展
○市民音楽祭
日時 11/3（土・祝）13:00 開場 13:30 開演
場所 市民会館 文化ホール
内容 1 部：市内の音楽を愛好する音楽団体が出演
2 部：特別企画・能楽笛方 藤田六郎兵衛出演
○茶席

℡:0790-42-8770

日時 11/4（日）10:00 〜 15:00

北部子育て学習センター「親学習講座」

場所 市民会館 3 階 和室

今からでもできる心豊かな子育て
〜上手にほめ、上手に叱るコツとは！〜

内容 茶道協会（裏千家 小路宗宮社中）によるお
抹茶席（御茶券 300 円）

津村先生をお招きし、子育てのコツを子どもの心理か
ら優しい語り方で分かりやすく講演いただきます。

○家族ふれあい芸能祭

日時

10/19（金）10:00 〜 11:30

日時 11/4（日）11:00 開場 12:00 開演

場所

北部公民館

場所 市民会館 文化ホール

講師

女性ﾗｲﾌｻｲｸﾙ研究所予防啓発ｽﾀｯﾌ

受付締切

体育室
津村 薫氏

10/12（金）

申込・問合先 北部子育て学習センター ℡:0790-45-1523

第 46 回加西市盆栽展開催と作品募集
愛好家の方によって永年丹精込めて育てられたひと鉢
ひと鉢を是非ご鑑賞下さい。作品も募集中。
○盆栽展
日時

11/2（金）〜 11/4（日）
10:00 〜 17:00 ※4 日は 16:00 まで
アスティアかさい 3 階 交流プラザ

場所

内容 芸能協会による民舞・詩舞道・邦楽・腹話術・
マジック・カラオケ・播州音頭
特別ゲスト 講談師旭堂南海 (講談とﾊﾞﾅﾅのたたき売り)
○文芸祭
日時 11/11（日）表彰式
11/12（月）より、一般の部応募作品及びジュニア
の部入賞作品を掲載した作品集を市内４公民館、図
書館、市役所教育委員会にて入手できます。
※無くなり次第終了します。
○おやこ劇場

○出品作品募集

日時 11/18（日）13:15 開場 13:30 開演

申し込みは、10/15（月）までに下記まで。

場所 アスティアかさい 3 階 多目的ホール

申込・問合先 中央公民館 ℡:0790-42-2151

内容 ミニげきじょう パート９

加西市（第 10 回）定例教育委員会
加西市（第 10 回）定例教育委員会が、次のとおり
開催されます。会議は傍聴も可能ですので、規則に基
づいて傍聴してください。
日時

10/23（火）13:30 〜

場所

加西市役所 5 階大会議室

問合先

教育総務課

℡:0790-42-8770

○美術公募展
日時 11/21（水）〜 25（日）10:00 〜 17:00
※11/25（日）は 15:00 まで
場所 市民会館
内容 洋画・日本画・水墨画・版画・書道・彫塑工芸・
写真 ※各部門の入賞・入選作品を展示
問合先 文化スポーツ課 ℡:0790-42-8773

トピックス

善防公民館「夏休み特別企画カレー選手権」

泉小学校「夏休みわくわく体験教室」
7 月 29 日。泉小学校で、
夏休みわくわく体験教室が開
催され、児童や保護者など
75 名が参加しました。
児童が、体験活動を通して
学んだ事を自分の生活に生か
してもらおうと PTA ボラン ▲ちぎり絵うちわ作り教室の様子
ティアらが企画。参加した児童は、
「ろうそく作り」
「き
なこパン作り」
「ちぎり絵うちわ作り」のうち、希望の
教室に分かれ熱心に体験活動を行いました。
問合先

泉小学校

善防公民館

℡: 0790-48-2643

南部公民館「子ども文芸教室」

市制 45 周年記念事業とし
て、加 西 市 史 特 別 企 画「戦
中ノ統制ト復興ノ光」を開
催しました。
講演会と史料展示の連結
企画で、講演会は福永文夫
▲講演をする福永文夫先生
（加西市史編さん委員長）先
生の講演（9/15）と、戦中戦後の史料を図書館にて
展示（9/1 〜 30）を行いました。
講演会で福永先生は、統制や供出に積極的に従う
加西の人々の生真面目さと、従うことが可能なほど
比較的裕福な土地柄を指摘されていました。
史料展示は、新しく発見された珍しい防空史料の
ほか、加西戦後復興の象徴として三洋電機製作所北
条工場製の「自転車用発電ランプ（三洋電機㈱所蔵）」
を展示しました。
図書館 郷土資料係

℡: 0790-42-3722

中央公民館「加西こども茶道教室」
8 月 11 日、中央公民館主
催講座の「加西こども茶道教
室」で陶芸学習を開催し、教
室生や保護者など、計 41 名
の参加がありました。
自分で作った茶器でお茶を
▲陶芸に挑戦する子ども達
点てることで、より茶道を身
近に感じてもらいたいとの講師の思いで、昨年度に続
き開催。松本勝哉先生に指導を受けながら、思い思い
の作品を仕上げました。仕上がりは約１ヶ月後。どん
なふうに焼きあがるのか楽しみです。
加西市教育委員会 問合先
問合先

問合先

℡: 0790-44-0029

講演会「戦中ノ統制ト復興ノ光」

問合先

８月 20 日。夏休み講座として、小中高校生がチー
ムに分かれ、加西産の農産物の恵みをたっぷり使った
カレー作りに挑戦しまし
た。
地産地消について理解を
深めてもらい、夏休みの思
い出づくりとなるよう、初
めて開催しました。
子ども達は、真剣な表情 ▲個性あふれるカレー作りに挑戦
で調理し、チーム毎に工夫を凝らした個性あふれるカ
レーが出来上がった時は、笑顔いっぱいでした。

中央公民館

部署名
教育総務課
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

℡: 0790-42-2151

登録グループの文芸教室の社会貢献の一環で、文
芸教室の方が講師となって夏休み特別講座「子ども
文芸教室」を開催しました。
文 章 を 読 ん だ り、書 い
たりすることが苦手な子
どもが多くなっています
が、句 読 点 の 打 ち 方 か ら
読書感想文の書き方の指
導、ま た、子 ど も 達 の 書
▲添削指導を受ける子ども達
いた読書感想文を文芸教
室の方々に添削指導していただきました。今回の講
座を機に、子ども達の「文章を書くこと」への苦手
意識を克服する第 1 歩になればと思います。
問合先

南部公民館

℡: 0790-49-0041

北部公民館「カラテサイズ」
８月 26 日。登録グルー
プＳＮＢ北部の社会貢献の
一環で、グループの方が講
師となって夏休み親子講座
「カラテサイズ教室」を実
施しました。
▲カラテサイズ教室の様子
カラテサイズとは、空手
の形や動きを基本にして、音楽に合わせてリズミカル
に行うエクササイズです。
休憩を挟みながら約 2 時間、クーラーのない体育室
加西市教育委員会 問合先
で22名の親子が元気いっぱい汗を流しました。最後は、
実際に「蹴り」を体験することに。
ＳＮＢ会員さんの持
つミットに思いっきり蹴りをいれると、あら不思議。
暑さもどこへやら吹っ飛び、
「よし！」と声がかかるま
で必死で蹴り続けていました。
問合先

所在地
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

北部公民館

℡: 0790-45-0103

電話番号
0790-42-8770
0790-42-8771
0790-42-8773、8775
0790-42-8726
0790-42-3723
0790-42-3722

ＦＡＸ番号
0790-43-1803
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

