平成２４年６月１日より、加西市教育委
員会広報紙「かさい教育ねっと」を発行
することになりました。今後は、偶数月の
１日発行を基本とし、より多くの情報を発
信してまいります。

■生涯学習啓発講演会「一人ひとりが輝こう」

■図書館ミニ情報
平成２４年度から図書館は、教育委
員会に属すことになりました。
また、図書館に郷土資料係を設け、
市史編集で集めた郷土資料等の活用
や学習をはじめ、市民の方々からの問
合せ、調査研究等に協力させていただ
いています。
問合先 図書館
℡:0790-42-3722
図書館郷土資料係 ℡:0790-43-0161

■教育総務課からのお知らせ
今年度の教育施設耐震化事業
宇仁小学校地震改築工事、北条中
学校・日吉小学校体育館耐震補強工
事を施工します。また、善防中学校・
泉中学校校舎棟耐震補強工事につい
ての設計を行います。
新学校給食センター建設事業
中学校の完全給食実施のため、北条
中学校敷地内にて新学校給食センタ
ーの建設を計画しております。設計
を平成 24 年度に行い、平成 25 年度
に建設し、平成 26 年１月より給食を
開始する計画で進めています。
教育委員の施設訪問
教育委員により、5 月 16 日・17 日・
22 日の 3 日にわたり、教育施設 37 箇
所を訪問しました。
現況施設・備品の状況を把握して、
今年度に実施する営繕及び備品購入
の計画を作り、教育環境の改善を行
います。

日時

6/30（土）
開場 13:00 講演 13:30～15:00
場所 加西市民会館文化ホール
定員 1,000 人(先着順)
託児あり(事前申込要)
入場料 無料
問合先

文化スポーツ課 ℡:0790-42-8775

■「播磨国風土記」はなぜ“残された”のか？（全 10 回講座）
日時

5 月～平成 25 年 3 月の
毎月第 4 金曜日（10 回講座）
18:00～19:45
※11 月は第 5 金曜、12 月は休講
場所

アスティアかさい 3 階
多目的ホール
定員 100 人
受講料 1 回 500 円
申込方法 専用申込書にて下記まで（郵送または FAX）
※専用申込書は市ホームページ（http://www.city.kasai.hyogo.jp）
に掲載しています。
申込・問合先
〒675-2395 加西市北条町横尾 1000 番地
ふるさと創造部秘書課
℡:0790-42-8701 Fax:0790-43-0291
教育委員会文化スポーツ課 ℡:0790-42-8775 Fax:0790-43-1803

■加西文化財サポーター（ボランティア）募集
■教養講座「加西市の歴史－赤穂義士と加西市」
平成２４年度から、総合教育
センターでは、一般市民を対
象にした「教養講座」を開設
します。
第１回目の教養講座の募集を
しますので、受講をご希望の
方は、下記までお申し込みください。
日時

7/31（火）17:30～19:00

場所

総合教育センター

内容 「加西市の歴史－赤穂義士と加西市」
講師 図書館・郷土資料係職員
受講料 無料
申込・問合先 総合教育センター ℡:0790-42-3723

■平成 24 年度教科書法定展示会のご案内
県教育委員会では、教科書についての関心や認識を深
めることなどを目的に、次のとおり教科書法定展示会
を開催します。
【会場①】
会場 西脇市生涯学習まちづくりセンター
（西脇市西脇 771-7
℡:0795-22-3111）
期間 6/15（金）～30（土）
9:00～17:00（休館日：6/17、6/24）
【会場②】
会場 コミュニティセンターおの
（小野市王子町 806-1 ℡:0794-63-1020）
期間 6/15（金）～28（木）
9:00～17:00（休館日：なし）
問合先 学校教育課 ℡:0790-42-8771

■ぜんぼうグリーンパークの申込について
４月１日から、ぜんぼうグリーンパーク（加西市両月
町 484-1 他）の利用申込窓口が変更になりました。
※使用については申込前に電話等でご確認ください。
受付時間 10:00～17:00（火～金）
申込方法 電話・FAX・申込書持参
利用希望日の 2 ヶ月前から先着順
申込先 加西市体育協会（衣笠）
〒675-2303 加西市北条町古坂 1173-14
（総合教育センター内） ℡・Fax:0790-42-3724

■平成 25 年成人式のご案内
日時

H25.1/13（日）
式典 13:00（受付 12:30）
場所 加西市民会館文化ホール
問合先 文化スポーツ課 ℡:0790-42-8775

文化財サポーター活動として、市内の石棺仏などを見
て歩き、加西の歴史と石の関係を探っていきます。歴
史好きの仲間が集い、ともに語り合う、そんなグルー
プ活動をしてみませんか。
募集人員 10 名程度
報酬 謝金・交通費なし
資格 特になし
文化財・歴史の好きな方（市外の方でも可）
研修 石の専門家を招いて、研修会なども実施します
会費負担 なし
（ただし研修時の施設見学等での実費負担あり）
募集期間 6/4（月）～15（金）
申込先 文化スポーツ課 ℡:0790-42-8775

■学資困難な高校生へ奨学金を支給します
対象 市内に住所がある生活保護家庭、もしくは、そ
れに準じる家庭で高校生の学資の支払いが困難な方
（人数の制限があります）
支給額 月額 5,000 円
募集 6/4（月）～29（金）
申込先 学校教育課 ℡:0790-42-8771

■北条東幼稚園 PTA バザー
各家庭から持ち寄った日用雑貨品、地域からご提供の
品々も出品予定です。お楽しみコーナーも用意してい
ます。※買い物袋持参にご協力ください。
日時 6/30（土）9:30～11:30
場所 北条東幼稚園
問合先 北条東幼稚園 ℡:0790-43-1654

■埋蔵文化財整理室の展示見学・活用について
埋蔵文化財整理室の展示コー
ナーが、平成２４年２月から
リニューアルされ、４月以降、
小学生の遠足や歴史ハイキン
グの見学ルートに玉丘史跡公
園や山伏峠石棺仏などととも ▲歴史ハイキングの様子
に組み入れられ、活用されています。
問合先 文化スポーツ課 ℡:0790-42-8775

■小学生講座「どきどきウィークエンド」
お弁当作り、ガーデニング、手作りパン、伝統の遊び
など、いつもと違う週末を体験してみましょう。
開講日 6/17（日）10:00～12:00 ※主に第 2 土曜日
場所 善防公民館
対象 小学生
定員 20 名（先着順）
受講料 無料（材料費等実費負担）
申込・問合先 善防公民館 ℡:0790-48-2643

■母と子の教室「ハッピー親子体操」

■ねひめキッズからのお知らせ

親子で体操デビュー！
鉄棒、跳び箱、平均台、マット
運動など親子で楽しくチャレン
ジしてみませんか？
初めてのお子さんでも大丈夫♪

利用日時 毎週月～土曜日 10:00～15:00
※登録、利用料は不要です。
場
所 旧富田幼稚園（西上野町）
家庭教育講座②
テーマは「正しく伸ばそう子どもの能力」。
希望の場合託児あり。
日時 6/7（木）11:00～12:00
リズムあそび
北播磨県民局よりアドバイザーが来園。親子ふれあい
遊びを楽しみましょう。
日時 6/15（金）11:00～12:00
3 歳さんおいでおいで
対象児 H20.4 月～H22.3 月生まれ
日時 毎週月曜日 13:30～14:30

日時 5/7、6/4、7/2、8/6、9/3、10/15、11/5、12/3、
1/7、2/18（全 10 回）10:00～11:00
※主に第１月曜日
場所 善防公民館１階 多目的ホール
対象 2・3 歳児とその保護者 20 組
参加費 無料
持ち物 動きやすい服装、屋内シューズ､ボール、縄跳
び、タオル、飲み物
問合先 善防公民館 ℡:0790-48-2643

■平成 24 年度北播磨青い鳥学級（小野教室）
目の不自由な方を対象に、北播磨青い鳥学級（小野教
室）が開催されます。
楽しいひと時を一緒に過ごしませんか？
ボランティアガイドヘルパーさんの付き添いがありま
す。
日時 7 月～11 月頃まで全 5 回
※毎回金曜日 10:00～15:00
場所 コミュニティセンターおの他
（加西市役所からマイクロバスで送迎）
内容 一般教養講座や実用的な知識の習得など
対象 身体障がい者手帳(視覚障がい）をお持ちの方
募集人数 10 人程度
受講料 無料（保険料、弁当代、学外研修費及び教材
費等負担あり）
締切 6/22（金） ※応募多数の場合抽選
申込・問合先 文化スポーツ課 ℡:0790-42-8775

■加西市史特別講演会「鵯越の真実」のご案内
加西市制４５周年記念事業として、
「加西市史特別講演
会」を次のとおり開催します。
演題 鵯越の真実 ～生田の森・一の谷合戦と地域社会～
講師 大阪大学大学院文学研
究科教授 川合 康 先生
（加西市史編さん委員会中世
史部会員）
日時 6/9（土）13:00～15:00
（12:30 開場）
場所 アスティアかさい 3 階
多目的ホール
募集人員 90 人（予約不要）
参加費
300 円
問合先

図書館 郷土資料係 ℡:0790-43-0161

≪まちの子育てひろば応援団≫
すくすくひろば＋かんがるーひろば
お子さんの身体測定をします。妊婦さんも一緒にお話
ししましょう。
日時 6/19（火）10:30～11:30
上記問合先 ねひめキッズ

℡:0790-42-5710

■おとなの知的探究シリーズ「第 1 回 環境への探究」
高度 1 万メートルから見た私たちの住む地球環境を知
る知的探求の旅に出ませんか？日本航空（JAL）現役
機長から、普段はなかなか聞けないお話を聞きます。
日時 6/24（日）13:30～15:00
場所 北部公民館 視聴覚室
講師 日本航空（JAL）機長
参加費 300 円
定員 50 名（先着順）
申込締切 6/18（月）
申込・問合先 北部公民館 ℡:0790-45-0103
■保育所（園）アルバイト募集
公立保育所（園）のアルバイトを募集します。
仕事
資格
給与

公立保育所（園）での保育業務
保育士資格
日額 8,000 円
※通勤手当あり
時間 8:30～17:15
※午前・午後の勤務応相談
休日 土・日・祝
※月 2 回程度土曜出勤あり
応募方法 加西市役所人事課まで電話でお申し込み
ください。
応募・問合先 総務部人事課 ℡:0790-42-8705

■第 35 回町親善ソフトボール大会結果
■第 1 回ニュースポーツ（ショートテニス）教室
５月２２日。加西勤労
者体育センターにおいて、
スポンジボールと軽いラ
ケットで、小さなコート
を利用して行う「ショー
トテニス」教室を開催し、▲ショートテニス教室の様子
２０名の参加者がニュースポーツを楽しみました。
問合先

文化スポーツ課 ℡:0790-42-8773

４月 29 日、1 部 16 チームと２部 14 チームの計 509
名が参加し、地域の交流ならびにスポーツのレベルア
ップをはかり、熱戦をくりひろげました。
古坂と横尾は加西市代表として、10 月 28 日に多可
町で開催される北播大会に出場予定です。
【１部】
優勝 古坂
２位 横尾
３位 中野・東高室
【２部】
優勝 古坂１丁目
２位 鶉野南
３位 笹倉・大内

■地域歴史講座「根日女は美人薄命」
５月１２日。中央公民館は
「根日女伝承と玉丘古墳」を
テーマとした地域歴史講座を
開催しました。
当日は、神戸大学人文学研
▲真剣に講演を聞く受講生
究科特命准教授の坂江渉先生
を講師としてお招きして、講演をいただきました。
当教室は人気が高く、市内外から３９名の申し込み
がありました。
問合先

中央公民館 ℡:0790-42-2151

５月１２日。中央公民館で、
小学生を対象にカードや色鉛
筆、絵本などを使って、身近
な英語を楽しく学習するキッ
ズ・イングリッシュがはじま
▲初めての英語を学ぶ小学生
りました。
参加した児童は、初めは緊張した様子でしたが、後
半になってくると、手をあげるなど、積極的な場面も
ありました。
中央公民館 ℡:0790-42-2151

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

文化スポーツ課 ℡:0790-42-8773

■芸能ボランティア入門「南京玉すだれ」
４月 26 日。南部公民館で、ボランティア入門とし
て、南京玉すだれの講座がスタートしました。
受講者１２名は最初、悪戦苦闘していましたが、講
座が終わるころには、柳や明石大橋などが出来るよう
になりました。
公民館祭りでの「あ、さて、さて、さては南京たま
すだれ♪…」の口上が楽しみです。
まだまだ受講生募集中。さあ、あなたもご一緒に！
開催

■キッズ・イングリッシュ

問合先

問合先

▲ソフトボール大会の様子

第 2・4 木曜日（10:00～11:30）

▲南京玉すだれを学ぶ受講生

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

南部公民館 ℡:0790-49-0041

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
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