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太子町 ② 高校生地域貢献活動　クリーン作戦 通学路及び町内の公共施設を生徒・職員で清掃します。 10月21日

・JR網干駅から本校
までの通学路
・太子町立文化会館
他

県立太子高等学校 無料 079-277-0123

太子町 ② トライやるウｲーク
中学生が各事業所において
体験活動を行います。

11月7日～11日 町内各事業所 各中学校 無料 太子町教育委員会管理課079-277-1016

太子町 ③ 学童展
幼児・児童・生徒の会画や
書道の作品を展示します。

11月11日～13日 太子町立文化会館
太子町
教育委員会

無料 太子町教育委員会管理課079-277-1016

太子町 ①③ 町民芸術祭
町民の絵画や書道、陶芸等の作品展示と
芸能や音楽のステージ発表をします。

11月11日～13日
太子町立
文化会館

太子町
文化協会

無料 太子町教育委員会社会教育課079-277-1017

太子町 ①② 人権教育実践　　　　発表会 保幼小中の学習公開と分科会ごとの実践発表及び協議を行います。 11月19日
太子東中学校区内
校園

太子町教育
委員会

無料 太子町教育委員会社会教育課079-277-1017

神戸市 ① 2011年山口誓子展 俳人山口誓子ゆかりの地や富士登山・芭蕉の足跡をたどった旅を紹介 10月15日～21日
神戸大学百年記念
館１F展示ホール

国立大学法人神戸大学 無料
http://www.office.kobe-u.ac.jp/ksui-yamaguchiseishi/
神戸大学研究推進課078-803-5393

神戸市 ④
第4回日・豪・中
健康科学技術フォーラム

少子高齢化をテーマに、日本・オーストラリア・中国各国の現状と最新の研
究成果を用いた取組みを紹介します

10月31日
神戸大学
百年記念館六甲
ホール

国立大学法人神戸大学 無料

国際企画課
国際学術交流
グループ
078-803-5282

神戸市 ①
神戸大学海事科学研究科公開講座
「航海術と計器の発展－大航海時
代から人工衛星まで－」

海事科学研究科主催の本公開講座は、深江キャンパスにある海事博物館と
共催で実施します。人類による大海原の航海を歴史的に辿りながらロマンや
苦労を感じるとともに、航海計器の発達がいかに航海の安全に寄与してきた
かを博物館所蔵の計器を展示し、解説することを目的としています。

11月5日, 12日
神戸大学深江キャン
パス総合学術交流
棟１Ｆ　梅木Ｙホール

国立大学法人神戸大学 無料
神戸大学海事科学研究科　海事博物館
TEL・FAX：078-431-3564
E-mail：siryokan@maritime.kobe-u.ac.jp

神戸市 ①
神戸大学附属図書館資料展　「神
戸ことはじめ　-外国人のいた風景-
」

当館所蔵資料の中から、開港を端緒とする近代神戸の形成を外国人に焦点
をあて紹介します。

10月2１日～12月20
日

神戸大学附属図書
館社会科学系図書
館

神戸大学附属図書館 無料

http://www.lib.kobe-
u.ac.jp/www/html/tenjikai/2011tenjikai/2011tenji.html

（9月下旬作成予定）

神戸市 ①②
神戸大学史特別展
「学生寮の青春譜 ―神戸大学史に
みる寮文化―」

学生寮がはぐくんだ多様な寮文化を中心に、戦前から現在までの神戸大学
生の寮生活を紹介します。

10月24日～11月4日
神戸大学百年記念
館1階展示ホール

神戸大学附属図書館 大学文
書史料室

無料   http://lib.kobe-u.ac.jp/archives（9月下旬作成予定）

11月14日～11月
25日：神戸大学ア
カデミア館にて巡
回展開催予定

神戸市 ①②
神戸芸術工科大学
環境・建築デザイン学科2011公開
講義

第一線で活躍するデザイナーや研究者による公開講義（トークセッション・特
別講義）

10月18日, 25日,
11月9日, 30日

神戸芸術工科大学１
号棟

神戸芸術工科大学環境・建築
デザイン学科

無料 http://www.kobe-du.ac.jp/env/

神戸市 ③
神戸芸術工科大学大学院客員教
授・環境美術家 関根伸夫 [位相―
大地] 再制作プロジェクト2011

1968年に第一回神戸須磨離宮公園現代彫刻展に発表された、「位相―大
地」を、43年ぶりに再制作を行い、一般に公開します。

9月22日～10月14日
神戸芸術工科大学
扇形広場

神戸芸術工科大学 無料 http://www.kobe-du.ac.jp/2011/08/24845/

神戸市 ② ものづくりフェスティバル2011

神戸親和女子大学の地域貢献の一環として、ものづくりの職人を20名招き、
それぞれの「ものづくり」を子どもたちに体験してもらう。技・子ども・夢をキー
ワードに技の奥深さを、次世代を担う子どもたちに伝える。ものをつくる喜び
と楽しさを与え、新たな学びをつくり、共同すること大切さを感じ取らせ、子ど
もたちに生きる力を育てたい。

10月23日
神戸親和女子大学
体育館

神戸親和女子大学　地域交流
センター

地域交流センター　TEL:078-591-2934・5
FAX：078-591-5243
URL：http://www.kobe-shinwa.ac.jp/facilities/ckc/

神戸市 ② 星空観察会（秋）

毎年2回、青少年科学館のご協力のもと、望遠鏡数台を神戸親和女子大学
グラウンドに設置しそれぞれの季節にしか見ることのできない惑星や星座、
星などを観察する。また観察の前には星空ガイダンスを行い、惑星、星座に
まつわるお話も聞くことができる。秋の観察では、木星と月と秋の星空が観
望できる。望遠鏡でナイトスカイ漫歩を通して天空のロマンを楽しむことがで
きる。

11月2日
神戸親和女子大学
グラウンド

神戸親和女子大学　地域交流
センター

無料
地域交流センター　TEL:078-591-2934・5
FAX：078-591-5243
URL：http://www.kobe-shinwa.ac.jp/facilities/ckc/

神戸市 ① テニス講座（中級レベル後期）
神戸親和女子大学テニス部監督である木内真弘が受講者にテニスを指導す
る。自分の意図するところへのボールコントロール、そして、前期の内容の発
展クラスとしてより実践的な練習パターンを確立する。（全６回）

10月4日, 11日, 18日,
25日, 11月8日,15日

神戸親和女子大学
テニスコート

神戸親和女子大学　地域交流
センター

地域交流センター　TEL:078-591-2934・5
FAX：078-591-5243
URL：http://www.kobe-shinwa.ac.jp/facilities/ckc/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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神戸市 ① ワクワクスポーツ（秋）

中年・実年時代にやってきたスポーツを、その延長線上に楽しむことや高齢
者向きに楽しめるプログラム内容・施設・指導者等が開発されている。60～
70歳前後の女性を対象に誰もが楽しめる、レクリエーションスポーツを取り
入れ、楽しみながら健康への志向の高まりや仲間作りを中心に自己表現を
可能にしていくプログラムを展開する。（全15回）

9月30日, 10月7日,
14日, 21日, 28日,11
月11日, 18日, 25日,
12月2日, 9日, 16日,
1月6日, 13日, 20日,

27日

神戸親和女子大学
体育館

神戸親和女子大学　地域交流
センター

地域交流センター　TEL:078-591-2934・5
FAX：078-591-5243
URL：http://www.kobe-shinwa.ac.jp/facilities/ckc/

神戸市 ① 健康運動教室Ⅱ

50～60歳前後の方を対象に、健康運動について、トレーニングの方法のバ
リエーションやコツを紹介する。継続して、運動ができるよう、リラクゼーション
技術を紹介したり、体力測定を用いて、安全で効果的な運動を展開してい
く。

10月7日, 14日, 21日,
28日,

11月11日, 18日, 25
日,

12月2日, 9日, 16日

神戸親和女子大学ト
レーニングセンター

神戸親和女子大学　地域交流
センター

地域交流センター　TEL:078-591-2934・5
FAX：078-591-5243
URL：http://www.kobe-shinwa.ac.jp/facilities/ckc/

神戸市 ① 楽しむ心理学講座

神戸親和女子大学心理学科の教授が4回にわたって、それぞれのテーマか
ら心理学についてのおもしろさを展開していく。
10/1「現代の子どもと家族の心」
10/22「悪徳商法にご注意：説得の心理学」
11/19「心身症状をもつ子どもの対応について」
11/26「健康的なダイエットと摂食障害」

10月1日, 22日,
11月19日, 26日

神戸親和女子大学1
号館

神戸親和女子大学　地域交流
センター

地域交流センター　TEL:078-591-2934・5
FAX：078-591-5243
URL：http://www.kobe-shinwa.ac.jp/facilities/ckc/

神戸市 ① 万葉集の名歌を読むⅪ
万葉集の古代史との接点をテーマに、飛鳥～奈良時代の宮都、政治、内
乱、仏教文化等について考える。

10月4日, 18日,
11月1日, 15日

神戸親和女子大学1
号館

神戸親和女子大学　地域交流
センター

地域交流センター　TEL:078-591-2934・5
FAX：078-591-5243
URL：http://www.kobe-shinwa.ac.jp/facilities/ckc/

神戸市 ① 第11回「わくわくクッキング」

幼児期のお子さんを持ち、お料理作り大好き、または日頃のメニュー作りに
苦心しているというおかあさん・おとうさんを対象に簡単でおいしくてヘル
シーという食事作りを体験していただく。神戸市立保育所で班長調理師をさ
れている先生方のご指導のもと、楽しく調理をする。おかあさん・おとうさん
が調理をしているあいだ、子どもたちは神戸親和女子大学の学生と遊びな
がら、おかあさん・おとうさんがつくってくれる料理を楽しみに待つ。

11月1日
神戸親和女子大学
子育て支援センター

神戸親和女子大学　子育て支
援センター

子育て支援センター
TEL/FAX　078-591-2052
URL　http://www.kobe-shinwa.ac.jp/facilities/sukusuku/

神戸市 ①
まちの寺子屋師範塾「子育てと健
康」

テーマを「子育てと健康」と題して、幼児教育学科、看護学科、医療検査学
科、口腔保健学科の4学科の教員による講座を開催致します。

11月19日 神戸常盤大学
兵庫県健康福祉局こども局少
子対策課

無料 www.kobe-tokiwa.ac.jp

神戸市 ③ あかりの日　           街頭ＰＲ

各電力会社及び主催団体会員会社のご協力を得て、全国8地区・10箇所で
「住まいの照明省エネBOOK」「適時適照」「電球形蛍光ランプ」、そして一般
ユーザーから情報を集めるための「アンケートはがき」をPR封筒に入れて街
頭無料配布(11,000セット)を行います。

10月21日 ＨＰ参照

照明関連　四団体
社団法人日本電球工業会
社団法人日本電気協会
社団法人日本照明器具工業
会　社団法人照明学会

無料 http://www.akarinohi.jp/

神戸市 ④ 実用表面分析セミナー2011

表面や界面の問題にこれから取り組もうとされている初心者や表面分析など
の実務者を対象に、分析機器メーカーと分析会社の協力により表面分析の
紹介や、各種材料を分析する場合に特有のノウハウやヒントになる内容を沢
山盛り込んだセミナーです。

11月18日
神戸大学　百年記念
館六甲ホール

社団法人日本表面科学会 無料 http://www.sssj.org/Kansai/kansai_jitsuyou14.html

神戸市 ②
高校生地域貢献事業（ものづくり普
及活動）

工業フェアに参加している小中学生を対象に本校生が適切なアドバイスをし
ながら電子オルゴールづくりなどを楽しんでいただきます。

10月15日(土), 16日
(日)

神戸
メリケンパーク

県立神崎工業高校 無料
06-6481-5503

神戸市 ②④
工業教育フェア
ロボット競技

工業高等学校の生徒たちが製作したロボット3種類について競技を行い、工
業高校の技術力を紹介し、楽しんでいただきます。

10月15日(土), 16日
(日)

神戸
スペースシアター

工業部会
ロボット委員会
(代表：神崎工)

無料  06-6481-5503

神戸市 ③ 第35回県総合文化祭 郷土部が、郷土芸能部門発表会で公演します。 11月12日 すずらんホール 県教育委員会 無料 078-362-3741

神戸市 ① ひょうごエコフェスティバル
環境団体・事業者・県民・行政が一体となって、環境保全・創造について学
び、実践する体験型・参加交流型イベントを開催します。

10月15日, 16日
メリケンパーク及び
その周辺

ひょうごエコフェスティバル実
行委員会

無料 078-362-9895

神戸市 ①
高校生こどもとのふれあい支援事
業　高齢者ふれあい体験

東灘区の介護施設から高齢者の方をお招きし、手遊びや話をするなどのふ
れあい体験を行う。

11月 県立東灘高校 県立東灘高校 無料 078-452-9600

神戸市 ②
高校生こどもとのふれあい支援事
業　ふれあい保育

東灘区の幼稚園から園児を招き、ﾊﾝﾄﾞﾍﾞﾙの演奏や紙芝居などをし、園児の
世話を行う。

11月 県立東灘高校 県立東灘高校 無料 078-452-9600

神戸市 ①
高校生こどもとのふれあい支援事
業　ふれあいスポーツ

本校空手道部の生徒が、地域の小学生を対象に、「技」、「形」の指導を行
う。

11月 県立東灘高校 県立東灘高校 無料 078-452-9600

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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神戸市 ①
高校生地域貢献活動
ふれあいコンサート

東灘区の保育所や福祉施設で、吹奏楽部がコンサートを開き、地域の老人
の方と児童と交流を図る。

11月 各施設 県立東灘高校 無料 078-452-9600

神戸市 ②
魅力あるひょうごの高校づくり推進
事業　　公開授業

保護者、地域の方に、本校の授業の様子を公開し、生徒の真の姿と情報を
提供する。

11月 県立東灘高校 県立東灘高校 無料 078-452-9600

神戸市 ②
高校生地域貢献活動
通学路清掃

阪神深江駅からの通学路を生徒・職員・保護者で清掃します。 12月
阪神深江駅から学
校までの通学路

県立東灘高校 無料 078-452-9600

神戸市 ② 神養まつり
ＰＴＡ主催行事。バザーや模擬店等のコーナーを設けたり、生徒や職員によ
るアトラクションを行います。

11月3日
(祝)

本校体育館
1Fプレイルームおよ
び廊下

県立神戸特別支援学校 無料 078-592-6767 模擬店等は有料

神戸市 ② 学習発表会 小中高の各部学年ごとに学習した内容をステージで発表します。
12月3日

(土)
本校体育館 県立神戸特別支援学校 無料 078-592-6767

神戸市 ① 地域オープン講座
「ホームページ作成に習熟して実務に活かしましょう！」と題して、実務に活
用出来る実践的な内容を学びます。

10月17日～2月27日
までの毎月曜日

県立長田商業高等
学校

県立長田商業高校 無料 078-631-0616

神戸市 ① 川づくり
新湊川の再生に向けて、ボランティア部が地域との協同により、長田橋付近
で川づくりをします。

11月26日(土) 長田橋付近 県立長田商業高校 無料 078-631-0616

神戸市 ② せいうん長商ふれあい祭 同じ敷地内にある通信制の県立青雲高校との合同文化祭です。 11月3日(木)
県立長田商業高等
学校

県立長田商業高校 無料 078-631-0616

神戸市 ②
高校生地域貢献活動　　せいうん長
商ふれあい祭

県立長田商業高等学校と共催する地域交流型文化祭。近隣の小学校や自
治会からの参加もあります。地域の福祉施設や県立長田高等学校の友情出
演、松竹若手芸人のアトラクションと多彩です。

11月3日 県立青雲高等学校
県立長田商業高校・県立青雲
高校

無料 078-641-4200
教頭　高木
078-641-4200

神戸市 ②
高校生地域貢献活動　　青雲クリー
ン作戦

学校周辺の道路等を生徒有志と職員が清掃します。 11月3日 県立青雲高等学校 県立青雲高校周辺 無料 078-641-4200
教頭　高木
078-641-4200

神戸市 ② 高校生地域貢献活動　通学路清掃
整備委員、生徒有志及びPTAで学校周辺及び最寄り駅までの通学路の清掃
活動を実施します。雨天中止。

10月24日
神鉄長田駅及び地
下鉄上沢駅から学
校までの通学路

県立兵庫高校 無料 078-691-1135

神戸市 ② 文化祭
10日：展示・模擬店11日：舞台発表保護者や中学生、地域の人々に参加を
呼びかけます。

11月10日(木), 11日
(金)

県立湊川高校 県立湊川高校 無料 078-691-7406

神戸市 ② 高校生地域貢献活動クリーン作戦 学校周辺の清掃を生徒と職員で行います。 12月13日(火) 県立湊川高校周辺 県立湊川高校 無料 078-691-7406

神戸市 ② 学校見学会
主に中学3年生およびその保護者が対象。学校・学科紹介、施設見学、部活
動見学を行います。

11月5日 県立神戸商業高校 県立神戸商業高校 無料 078-707-6464

神戸市 ③ 寄せ植え講習会
ＰＴＡ会員および地域の方が対象。
季節の花を使った寄せ植えの講習会を行います。

11月12日 県立神戸商業高校 県立神戸商業高校 078-707-6464

神戸市 ③ パソコン教室
ＰＴＡ会員および地域の方が対象。
ワード・エクセルなどの基本的なパソコンの使い方の講習をします。

10月～11月中旬を予
定

県立神戸商業高校 県立神戸商業高校 無料 078-707-6464

神戸市 ③ 茶道教室
ＰＴＡ会員および地域の方が対象。
作法の基本を体験します。

未定 県立神戸商業高校 県立神戸商業高校 078-707-6464

神戸市 ① 運動部による中学生との交流会
女子バレーボール部等が地域の中学生と合同練習を行い、交流を深めま
す。

未定 県立神戸商業高校 県立神戸商業高校 無料 078-707-6464

神戸市 ② 美しい垂水を作るクリーン作戦 環境委員および有志により、学校周辺・通学路の清掃を行います。 11月16日
県立神戸商業高校
周辺

県立神戸商業高校 無料 078-707-6464

神戸市 ②
高校生地域貢献活動　学校周辺清
掃

地域貢献活動の一環として、学校近隣地域を清掃します。地域やＰＴＡの
方々との交流を図ります。

11月4日(金)
集合解散場所：星陵
高校

県立星陵高校 無料 078-707-6565

神戸市 ②③ 創立70周年記念　文化祭
本校文化部が、ステージの部、展示の部に分かれて、日頃の活動の成果を
発表します。ＰＴＡ、同窓会も喫茶室などの模擬店を開いたり、コーラスとして
ステージに出演します。地域の方々、一般の方々にも公開しています。

11月12日(土) 県立星陵高校 県立星陵高校 無料 078-707-6565

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県
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神戸市 ② 学校説明会
オープンスールとして、授業公開を行うと共に、学校説明会・見学会を実施し
ます。併せて、就学相談・教育相談を行います。

11月3日
県立視覚特別支援
学校

県立視覚特別支援学校 無料 078-751-3291

神戸市 ②③ 文化祭 学校での学習の成果を発表します。 11月19日
県立視覚特別支援
学校

県立視覚特別支援学校 無料 078-751-3292

神戸市 ②③ いきいきふれあいコンサート
嘉門達夫さんを迎え、地域の方々も招いてトーク＆ライブコンサートを開きま
す。

11月24日
県立視覚特別支援
学校

県立視覚特別支援学校 無料 078-751-3293

神戸市 ① パソコン講座 Exel入門 11月(土)
県立須磨東高等学
校

県立須磨東高等学校 無料 078-793-1616

神戸市 ③ ガーデニング講習会 生徒会、ＰＴＡ、地域住民が参加して植栽を行います 11月 県立御影高校 県立御影高校ＰＴＡ 078-841-1501

神戸市 ③ 成徳祭りへの参加 応援委員会の集団演技を公開します 10月2日 成徳小学校 県立御影高校応援委員会 無料 078-841-1501

神戸市 ③ 東灘GEBKI祭りへの参加 応援委員会の集団演技を公開します 10月23日 川井公園 県立御影高校応援委員会 無料 078-841-1501

神戸市 ③ うはら音楽祭 吹奏楽部が演奏をします 10月30日 うはらホール 県立御影高校吹奏楽部 無料 078-841-1501

神戸市 ③ 御影北小学校秋のお楽しみ会 吹奏楽部が演奏をします 11月 御影北小学校 県立御影高校吹奏楽部 無料 078-841-1501

神戸市 ④ 星空観察会 天文・地学部による天体観望会を行います 11月 鈴蘭台小学校 県立御影高校天文地学部 無料 078-841-1501

神戸市 ② オープンハイスクール 地域住民や中学生対象に公開授業を実施します 11月8日, 9日 県立御影高校 県立御影高校総務部 無料 078-841-1501

神戸市 ①
高校生地域貢献活動六甲鶴寿園の
訪問

生徒会、ＰＴＡ、弦楽部、茶道部が文化交流を行います 12月 六甲鶴寿園 県立御影高校生徒会 無料 078-841-1501

神戸市 ① 近隣保育園との交流 1学年家庭基礎の授業で近隣の保育園と交流授業を行います 12月 県立御影高校 県立御影高校家庭科 無料 078-841-1501

神戸市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を発表します。 11月26日
県立のじぎく特別支
援学校体育館

県立のじぎく特別支援学校 無料 078-994-0196

神戸市 ①② 工業教育フェア
兵庫県ふれあいの祭典・神戸ふれあいフェスティバルに工業教育フェアとし
て参加し、学校紹介や工作教室を実施し、ものづくりの楽しさを伝えます。

10月15日, 16日 神戸メリケンパーク
兵庫県高等学校教育研究会
工業部会

無料 079-235-1951

神戸市 ①③ 特別展「榎忠展」

神戸を拠点に、型破りな独自のアートを追求してきた榎忠が、地元美術館で
個展を開催します。工作機械の部品を研磨・加工して積み重ねた《RPM》シ
リーズをはじめ、鉄製の廃品に命を吹き込むように作った作品群が、展示空
間に展開されます。

10月12日(水)～11月
27日(日)

県立美術館企画展
示室

県立美術館
朝日新聞社

http://www.artm.pref.hyogo.jp/

078-262-0901

神戸市 ①③

コレクション展Ⅱ
小企画「美術の中のかたち－桝本
佳子展」

特集展示「新収蔵品紹介」

「美術の中のかたち－桝本佳子展」
兵庫出身の新進気鋭の作家・桝本佳子による大胆かつユニークな作品を紹
介します。
「新収蔵品紹介」
この１年の新たな収蔵作品の数々を一堂に紹介します。

7月16日(土)～11月6
日(日)

県立美術館常設展
示室

県立美術館
http://www.artm.pref.hyogo.jp/

078-262-0901

神戸市 ①③
コレクション展Ⅲ
小企画「安井仲治の位置」

安井仲治は現在も多くの表現者に影響を与え続けている写真家であり、２０
１０年にはオリジナルのネガから制作されたモダンプリントを中心とするポー
トフォリオが刊行されました。今展ではこれらの作品を安井旧蔵の資料類や
他作家の作品とともに紹介します。

11月19日(土)～3月
11日(日)

県立美術館常設展
示室

県立美術館
http://www.artm.pref.hyogo.jp/

078-262-0901

神戸市 ①③ 神戸ビエンナーレ２０１１
６０年代の前衛、ドイツのZEROと日本の具体、オットー・ピーネ、元永定正、
そして、次世代のジュリアス・シュミーデル、松井紫朗を紹介します。

10月1日(土)～11月
23日(水･祝)

県立美術館ギャラ
リー

県立美術館、神戸ビエンナー
レ組織委員会、ドイツ文化セン
ター

http://www.artm.pref.hyogo.jp/

078-262-0901

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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神戸市 ①③ チャンネル２ 注目作家紹介プログラムとして、イチハラヒロコ、大西伸明を紹介します。
10月1日(土)～11月

23日(水･祝)
県立美術館アトリエ 県立美術館

http://www.artm.pref.hyogo.jp/

078-262-0901

神戸市 ①③ 美術館の調べ 常田麻衣と弦楽アンサンブルコンサート 10月15日(土)
県立美術館
エントランス

県立美術館 無料
http://www.artm.pref.hyogo.jp/

078-262-0901

神戸市 ①③ 美術館の調べ ピアノデュオ”ポウロニアオウソレイユ”コンサート 10月22日(土)
県立美術館
エントランス

県立美術館 無料
http://www.artm.pref.hyogo.jp/

078-262-0901

神戸市 ①③ 美術館の調べ 田畑裕美フルートリサイタル 10月29日(土)
県立美術館
エントランス

県立美術館 無料
http://www.artm.pref.hyogo.jp/

078-262-0901

神戸市 ①③ 美術館の調べ 釈迦郡洋介ピアノリサイタル 11月5日(土)
県立美術館
エントランス

県立美術館 無料
http://www.artm.pref.hyogo.jp/

078-262-0901

神戸市 ①③ 美術館の調べ トリオ”ル・フレール”コンサート 11月12日(土)
県立美術館
エントランス

県立美術館 無料
http://www.artm.pref.hyogo.jp/

078-262-0901

神戸市 ①③ 美術館の調べ 松本友樹コントラバスリサイタル 11月19日(土)
県立美術館
エントランス

県立美術館 無料
http://www.artm.pref.hyogo.jp/

078-262-0901

神戸市 ①③ 美術館の調べ ＜加藤あや子レクチャーコンサート＞ 11月26日(土) 県立美術館アトリエ 県立美術館 無料
http://www.artm.pref.hyogo.jp/

078-262-0901

神戸市 ①③ 美術館の調べ 弦楽アンサンブルコンサート 12月3日(土)
県立美術館
エントランス

県立美術館 無料
http://www.artm.pref.hyogo.jp/

078-262-0901

神戸市 ①③ 美術館の調べ 植田祐佳トリオコンサート 12月10日(土)
県立美術館
エントランス

県立美術館 無料
http://www.artm.pref.hyogo.jp/

078-262-0901

神戸市 ①③ 県美亭寄席Ⅵ 未定 12月11日(日) 県立美術館アトリエ 県立美術館
http://www.artm.pref.hyogo.jp/

078-262-0901

神戸市 ①③ 舞台芸術 お能の会 12月4日(日) 県立美術館アトリエ 県立美術館
http://www.artm.pref.hyogo.jp/

078-262-0901

神戸市 ①③ 県美シネマクラシック 未定 11月25日(金)
県立美術館
ミュージアムホール

県立美術館
http://www.artm.pref.hyogo.jp/

078-262-0901

神戸市 ①③ 特別上映会 未定（ドキュメンタリー作品） 11月23日(水･祝)
県立美術館
ミュージアムホール

県立美術館
http://www.artm.pref.hyogo.jp/

078-262-0901

神戸市 ①③ KEN-Vi名画サロン 未定 12月9日, 10日(金･土)
県立美術館
ミュージアムホール

県立美術館
http://www.artm.pref.hyogo.jp/

078-262-0901

神戸市 ①③ 四季シリーズコンサート 文化の日に贈るクラシックコンサート 11月3日(木･祝) 県立美術館アトリエ 県立美術館 無料
http://www.artm.pref.hyogo.jp/

078-262-0901

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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神戸市 ①③ 四季シリーズコンサート ＜秋＞ 11月27日(日) 県立美術館アトリエ 県立美術館 無料
http://www.artm.pref.hyogo.jp/

078-262-0901

神戸市 ①③
神戸ビエンナーレ2011神戸大学県
立美術館共催

神戸大学大学院人間発達環境学研究科ダンスパフォーマンス 10月16日(日)
県立美術館
屋外南大階段

県立美術館
http://www.artm.pref.hyogo.jp/

078-262-0901

神戸市 ①③
神戸ビエンナーレ2011
連携事業
きらkiraコンサート

坂本恵子ピアノリサイタル”ブラームスをあなたと” 10月9日(日) 県立美術館アトリエ 県立美術館 無料
http://www.artm.pref.hyogo.jp/

078-262-0901

神戸市 ①③
神戸ビエンナーレ2011
連携事業
きらkiraコンサート

伊藤勝ピアノコンサートホットなひととき 10月23日(日) 県立美術館アトリエ 県立美術館 無料
http://www.artm.pref.hyogo.jp/

078-262-0901

神戸市 ①③
神戸ビエンナーレ2011
連携事業
きらkiraコンサート

Ｍｕｓｉｑｕｅａｌａｍｏｄｅ～珠玉のピアノリストからオペラまで～ 10月30日(日) 県立美術館アトリエ 県立美術館 無料
http://www.artm.pref.hyogo.jp/

078-262-0901

神戸市 ①③
神戸ビエンナーレ2011
連携事業
きらkiraコンサート

Ｌｕｃｃｉｃｈｉｏｄｅｌｌａｍｕｓｉｃａ～音楽のきらめき～ 11月6日(日) 県立美術館アトリエ 県立美術館 無料
http://www.artm.pref.hyogo.jp/

078-262-0901

神戸市 ①③
関西文化の日スペシャル
アートであそぼう

未定
11月19日(土), 20日

(日)
県立美術館
ギャラリー

県立美術館 無料
http://www.artm.pref.hyogo.jp/

078-262-0901

神戸市 ② 授業公開
他校の教員・保護者・学校評議員を対象に公開授業及び講演会を行いま
す。

11月24日 県立伊川谷高校 県立伊川谷高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~ikawadani-hs/

神戸市 ②
高校生地域貢献活動　クリーンプロ
ジェクト

学校周辺の地域を生徒・職員・育友会（保護者）で清掃します。 11月9日～30日
県立神戸工業高等
学校周辺地域

県立神戸工業高校 無料
http://www.hyogo-c.ed.jp/~kobe-ths/
078-651-2811

神戸市 ② 公開授業 保護者等に授業を公開します。 11月中旬
県立北須磨高等学
校各教室等

県立北須磨高等学校 無料 http://www.hyogo-c.ed/~kitasuma-hs

神戸市 ②
唐櫃のこどもたちの芸術祭（インス
パイア・ハイスクール）

地元の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び地域住民合同の文
化祭を実施します。

11月12日
県立
神戸北高等学校

県立
神戸北高等学校

無料
県立神戸北高等学校
078-981-0131

神戸市 ②
高校生地域貢献活動
「神戸市立おもいけ園」訪問

吹奏楽部の演奏、バトン部演技などを通して、知的しょうがいの方々との交
流を深め、福祉にかかわる精神や態度を養う。また、生徒自らが計画・運営
することで、企画力・運営力を養う。

11月19日(土)

知的障害者通所授
産施設
「神戸市立おもいけ
園」

神戸市立おもいけ園 無料
県立夢野台高校
078-691-1546

神戸市 ① 兵庫県社会教育研究大会
県内市町の社会教育委員が一堂に会し、市町における社会教育の推進の
ための研究・協議を行います。

11月15日 兵庫県民会館 兵庫県社会教育委員協議会 無料
社会教育課
078-362-3782

神戸市 ③ 第７回みんなのアート展
県内の特別支援学校及び特別支援学級（一部地域）に在籍する幼児・児童・
生徒による絵画、彫刻、陶芸、書道、工芸、写真、CGなどの個人作品または
共同作品を展示します。

12月14日～18日
原田の森ギャラリー
（兵庫県立美術館王
子分館）

兵庫県教育委員会、神戸新聞
社

無料
特別支援教育課
-078-362-3774
-内線5727-

神戸市 ① 灘総合芸術祭参加
本校吹奏楽部・電子オルガン部が灘総合芸術祭でミニステージに出演して、
住民との交流を深める

11月12日
神戸市立王子動物
園ホール

灘文化軸倶楽部 灘区役所まちづくり課078-843-7001

神戸市 ① 灘総合芸術祭参加
本校弦楽部が灘総合芸術祭のハンター邸見学ツアーに出演して、住民との
交流を深める

11月12日
王子動物園内旧ハ
ンター邸

灘文化軸倶楽部 灘区役所まちづくり課078-843-7001

神戸市 ③
第35回兵庫県高等学校総合文化祭
郷土芸能部門発表会

郷土芸能部門生徒による発表を行います。 11月12日 すずらんホール
兵庫県
兵庫県教育委員会

無料
兵庫県高等学校文化連盟：県立須磨東高等学校
078-793-1616

神戸市 ③
第35回兵庫県高等学校総合文化祭
書道部門発表会

書道部門生徒による作品の展示発表を行います。 11月11日～13日 原田の森ギャラリー
兵庫県
兵庫県教育委員会

無料
兵庫県高等学校文化連盟：県立須磨東高等学校
078-793-1616

神戸市 ③
第35回兵庫県高等学校総合文化祭
写真部門発表会

写真部門生徒による作品の展示発表を行います。 11月11日～13日 原田の森ギャラリー
兵庫県
兵庫県教育委員会

無料
兵庫県高等学校文化連盟：県立須磨東高等学校
078-793-1616

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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神戸市 ③
第35回兵庫県高等学校総合文化祭
自然科学部門発表会

自然科学部門生徒による作品の展示発表を行います。 11月12日～13日
神戸市立
青少年科学館

兵庫県
兵庫県教育委員会

無料
兵庫県高等学校文化連盟：県立須磨東高等学校
078-793-1616

神戸市 ③
第35回兵庫県高等学校総合文化祭
文化部合同発表会

園芸、家庭、華道、落語研究、環境建設、工作研究、総合ビジネス、文芸、ボ
ランティア、漫画、ダンス、図書、軽音楽の生徒による発表展示等を行いま
す。

11月12日
神戸ハーバーランド
スペースシアター

兵庫県
兵庫県教育委員会

無料
兵庫県高等学校文化連盟：県立須磨東高等学校
078-793-1616

神戸市 ② 理科実験教室 中学校を対象とした理科の実験教室 11月19日 本校 県立神戸高校 県立神戸高校

神戸市 ①② 工業教育フェアに参加
工業教育フェアに参加。学校紹介や工作教室を展開し、ものづくりの楽しさ
を伝えます。

10月15日, 16日 神戸メリケンパーク
兵庫県高等学校教育研究会
工業部会

無料
県立飾磨工業高等学校多部制3部教頭
079-235-1951

神戸市 ②④ 工業教育フェアー 県下工業高校の学習成果の発表等 10月15日, 16日 ﾒﾘｹﾝﾊﾟｰｸ等 工業部会 無料 県立尼崎工業高校

神戸市 ② 数学・理科甲子園2011
高校生が、6人１チームとなり数学、理科、科学技術等の知識、技能を用い
て、日常生活と関連づけながら科学的に問題を解決するコンテストです。今
年度から科学の甲子園（全国大会）の県予選を兼ねています。

10月22日 甲南大学 兵庫県教育委員会 無料
高校教育課
078-362-9444

神戸市 ① 甲北ラグビー教室
本校ラグビー部員が指導するラグビー教室。地域在住の3歳のこどもから中
学生、大人まで対象とし、ラグビーを通じた交流を行う。女性の方も歓迎しま
す。

11月13日(日)
県立神戸甲北高校
グランド

県立神戸甲北高校ラグビー部 無料 神戸甲北高校078-593-7291
動きやすいウェ
アーを着て参加

神戸市 ① 甲北ラグビー教室
本校ラグビー部員が指導するラグビー教室。地域在住の4歳のこどもから中
学生、大人まで対象とし、ラグビーを通じた交流を行う。女性の方も歓迎しま
す。

11月27日(日)
神戸市立森林植物
園

県立神戸甲北高校ラグビー部 神戸甲北高校078-593-7291
動きやすいウェ
アーを着て参加

神戸市 ① 里山づくり 地域の里山の保全に当たる取り組みです。 土曜日(日未定)
県立神戸北高校最
寄り

県立神戸北高校 無料
神戸北高校
078-981-0131

参加希望者は事
前に事務室まで

神戸市 ② 公開授業(オープンスクール) 日常の教育活動を地域や保護者に公開します。 11月7日～18日 県立神戸北高校 県立神戸北高校 無料
神戸北高校
078-981-0131

事務室で受付

神戸市 ②
インスパイアハイスクール(中高学
習連携)

中学校の教員を招き、公開授業、教科情報交換会を行います。 11月15日 県立神戸北高校 県立神戸北高校 無料
神戸北高校
078-981-0131

事務室で受付

神戸市 ③
インスパイアハイスクール(中高部
活動連携)

吹奏楽部が地域の中学生と合同でレッスンを受けます。 11月19または26日
神戸夙川学院大学
ホール

県立神戸北高校 無料
神戸北高校
078-981-0131

参加校
唐櫃中学校

神戸市 ③ 唐櫃のこどもたちの芸術祭 地域の保幼小中高校生を中心に歌・踊り・作品を発表します。 11月12日 未定
北区青少年育成協議会唐櫃
支部

無料
神戸北高校
078-981-0131

神戸市
②③
④

兵庫県工業教育フェア・ロボット競
技大会

15日はリモコン式ロボットの部、二足歩行ロボット競技の部、16日は自走式
ロボットの部の競技大会が行われます。

10月15日, 16日 メリケンパーク
兵庫県高等学校教育研究会
工業部会

無料
神崎工業高等学校
06-6481-5503

神戸市
②③
④

兵庫県工業教育フェア ふれあいの祭典の会場内で生徒作品の展示を行います。 10月15日, 16日 メリケンパーク
兵庫県高等学校教育研究会
工業部会

無料
尼崎工業高等学校
06-6481-4841

神戸市 ② 第22回工業教育フェア
県内の高等学校で工業教育を学ぶ20校の生徒が一同に集い、日頃の成果
の展示、ロボット競技大会、工作教室等を行います。

10月15日, 16日
神戸市
メリケンパーク周辺

兵庫県高等学校
教育研究会
工業部会

無料
兵庫県高等学校教育研究会工業部会：
-問い合わせ先-県立尼崎工業高等学校
06-6481-4841

神戸市 ③ 街角ふれあいコンサート 地域との交流（クリスマスコンサート） 12月24日 ジョイプラザ名店街 ジョイプラザ名店街 無料

神戸市 ③ 第1回神戸マラソン記念 東日本大震災チャリティライブ 11月19日 三宮駅前 県教委 無料

神戸市 ③ 第1回神戸マラソン記念 交流ステージ 11月20日
ポートアイランド市民
広場

県教委 無料

神戸市 ②③ 総合文化祭 播州織ファッションショー 11月12日
神戸ハーバーランド
スペースシアター

県教育委員会 無料

神戸市 ②
工業教育フェア（ひょうごふれあい
の祭典）

神戸市メリケンパーク周辺で開催のひょうごふれあいの祭典に工業教育フェ
アとして参加します。

10月15日, 16日
メリケンパーク及び
その周辺

兵庫県高等学校教育研究会
工業部会

無料

神戸市 ② まちかどクリーン作戦 高校生地域貢献活動・周辺清掃ボランティア 10月27日
県立兵庫工業高校
周辺

県立兵庫工業高校 無料

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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神戸市 ② 兵工祭（文化祭）
年1度行われる兵工祭（文化祭）。実習場での公開実習や作品展示。クラス
公演・模擬店等があります。

11月19日
県立兵庫工業高校
校 内

県立兵庫工業高校 無料

神戸市 ③ 神戸ビエンナーレ2011
現代アートに限らず、多彩なジャンルのアート（芸術文化）の展示やパフォー
マンスを展開します。

10月1日～11月23日

神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ、兵
庫県立美術館、ポー
アイしおさい公園、
元町高架下

神戸ビエンナーレ組織委員会 http://www.kobe-biennale.jp/

神戸市 ①
朗読＆講演会「平家を聴く、平家を
識（し）る」

1部は平家物語の朗読、2部は「祇園遺跡、楠・荒田遺跡」について学芸員に
よる講演を行います。朗読：「笙の会」

10月22日
神戸市立中央図書
館

神戸市立中央図書館 無料 http://www.city.kobe.lg.jp/information/institution/institution/library/event/index.html

神戸市 ① 雑誌リサイクルフェア 図書館で不用になった雑誌を、希望者に譲渡します。 10月18日,19日
神戸市立中央図書
館

神戸市立中央図書館 無料 http://www.city.kobe.lg.jp/information/institution/institution/library/event/index.html

神戸市 ①
読書講演会「体感しよう。平家の魅
力。」

清盛についての講演と川村旭芳氏による琵琶演奏を行います。講師：松林
靖明氏（甲南女子大学学長）

11月19日
神戸市健康づくりセ
ンター　健康ライフプ
ラザ

神戸市立兵庫図書館 無料 http://www.city.kobe.lg.jp/information/institution/institution/library/event/index.html

神戸市 ② 中学生ECOコンクール
中学生が考え実践している環境活動の取組について、優秀校を表彰し、活
動の発表を行います。

10月15日
神戸総合運動公園
サブアリーナ（補助
体育館）

神戸市 無料 http://www.city.kobe.lg.jp/

神戸市 ③

展覧会
「金子コレクションから見た金山平
三の世界－東北・日本の原風景を
描く－」

　神戸生まれの洋画家、金山平三（1883～1964）の特集展示。
　金山は、日本の気候と風土に根ざした風景画や静物画など、多くの作品を
残しています。
　本展では、長年にわたり、金山作品を収集してきた金子氏のコレクションを
中心として約50点の金山作品を紹介します。

10月1日～12月25日 神戸ゆかりの美術館 神戸市 078-858-1520

神戸市 ③ 第37回こうべ芸文美術展 会員による和紙絵画作品の出品を行います。 10月19日～23日
神戸市原田の森ギャ
ラリー本館1・2階展
示室

こうべ芸術文化会議・神戸市 無料 財田順子078-912-8667

神戸市 ③
港で出会う芸術祭・神戸ビエンナー
レ2011

港で出会う芸術祭・全国（海外からも）から応募された作品を審査で選び、コ
ンテナを利用して展示します。色々な部門の芸術家が競うビエンナーレで
す。

10月1日～11月23日
神戸ハーバーラン
ド、兵庫県立美術館
ほか

神戸ビエンナーレ組織委員
会、神戸市

財田順子078-912-8667

姫路市 ① 東洋大学文化講演会in姫路

① テーマ「食品表示から読み取る食の安全」
　 講演者：東洋大学生命科学部長・学校法人東洋大学理事　大熊廣一
　 内　容：本講演では、種々の食品表示の具体的な意味について解説し、消
費者の賢い食品選択への助言を行い、自らや家族等の健康管理等に資す
る話題を提供する。なお、本年３月１１日の東日本大震災との関連で、食品
の放射能汚染にかかる問題についてもふれる予定である。

② テーマ「良寛さまと禅のこころ」
　 講演者：東洋大学 学長　竹村牧男
　 内　容：良寛には多数の漢詩・和歌などがあるが、さらに『法華経』への漢
詩の讃を集めた『法華讃』の作品がある。そこには、人生の真実への非常に
深い了解が、多々披歴されている。今回の講演では、この『法華』をとりあげ
ながら、禅僧良寛の人と思想についてお話し、かつ禅の世界の一端につい
て紹介する。

10月15日（土）
姫路市民会館　大
ホール

東洋大学 無料 東洋大学附属姫路高等学校　TEL079－266－2626

姫路市 ① まちの寺子屋師範塾 子どもたちの成長をサポートする実践的な子育て支援の講座を開催します。
10月29日, 11月19日,

26日
近大姫路大学 近大姫路大学 無料

近大姫路大学
総務課
079-247-7301

全5回

姫路市 ① 姫路市シニアオープンカレッジ 生涯現役社会の実現に寄与することを目的とする講座を開催します。
10月12日, 17日, 26

日
近大姫路大学 近大姫路大学 無料

近大姫路大学
総務課
079-247-7301

全5回

姫路市 ①③ 源氏物語を読む会
地域に根差し、開かれた大学図書館として発展することを目指して開催しま
す。

10月25日, 11月22日 近大姫路大学 近大姫路大学 無料
近大姫路大学
総務課
079-247-7301

全6回

姫路市
①②
③

のじぎく祭（大学祭）
学生・教職員・地域住民が協力し合い、開かれた大学づくりや地域の活性化
につながることを目的とし開催します。

11月5日, 6日 近大姫路大学 近大姫路大学 無料
近大姫路大学
総務課
079-247-7301

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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姫路市 ①② キッズオープンキャンパス
地域の子どもたちに大学を開放し、子どもの健全な育成に貢献することを目
的とします。

11月5日, 6日 近大姫路大学 近大姫路大学 無料
近大姫路大学
総務課
079-247-7301

姫路市 ② 販売学習
作業学習で制作した作品の販売学習を行い、社会体験を増やし、社会自立
に役立てます

11月3日
イオン姫路リバーシ
ティ店

県立播磨特別支援学校 無料 0791-66-0091

姫路市
①②
③

飾磨津街並み再発見フェスタ

地域資源である史跡、文化財を題材とした各種アートやフォト、短歌俳句等
のパネル展示、地域資源の活用を取り上げた基調講演等により地域の再発
見をします。地域住民が世代を超えて、積極的に参加できる環境づくりとして
のコンサートを開催します。

11月3日
姫路市立飾磨小学
校

飾磨小学校区各種団体連絡
協議会

無料 079-235-1951

姫路市 ②③ 文 化 祭
県立飾磨工業高等学校全日制・多部制合同の文化祭を実施します。今年の
テーマは「全力前進」です。2日目が一般公開です。

(11月5日)･6日
県立飾磨工業高等
学校

県立飾磨工業高校 無料 079-235-1951

姫路市 ②
高校生地域貢献事業
第7回夢ビジョン東フェスティバル

姫路市立東中学校区の「夢ビジョン東協議会」主催の行事に参加し、地域の
子どもの健全育成等を図り、各種販売やステージ発表を行います。

11月5日 姫路市立東中学校 夢ビジョン東協議会 無料 079-252-6210
一部有料コーナー
あり

姫路市 ②
高校生地域貢献事業
第37回交流体育祭

本校の体育祭に姫路特別支援学校本校・分教室の生徒、保護者、地域住民
が参加し、交流を深めます。

10月7日
兵庫県立姫路別所
高校

県立姫路別所高校 無料 079-253-0755

姫路市 ② ＰＴＣＡグランドゴルフ大会
本校グランドを地域に開放し、姫路別所高校及び姫路特別支援学校両校の
生徒・職員、ＰＴＡ、地域住民がグランドゴルフを通して交流を深めます。

10月23日
兵庫県立姫路別所
高校

県立姫路別所高校 無料 079-253-0755

姫路市 ② 平成23年度オープンスクール
中学校教員、地域住民、本校及び姫路特別支援学校の保護者を招き、本校
の教育活動に対する理解を深めてもらいます。

11月中旬 県立姫路別所高校 県立姫路別所高校 無料 079-253-0755

姫路市 ② 飾西オープンスクール
中3生・保護者・地域のみなさんを対象に授業公開を行います。
教員が案内します（要事前連絡）

11月21日(月)～30日
(水)

県立姫路飾西高校 県立姫路飾西高校 無料 079-266-5355

姫路市 ② 芸術鑑賞会 生徒・保護者を対象に上方落語鑑賞会を行います。 11月15日(火) 県立姫路飾西高校 県立姫路飾西高校 無料 079-266-5355

姫路市 ② クリーン作戦 学校周辺の道路・公園の清掃をします。 10月21日 県立網干高校周辺 県立網干高校 無料 079-274-2012 保護者参加

姫路市 ③ 芸術鑑賞会 音楽（オペラ）を鑑賞します。 11月18日 姫路市文化センター 県立網干高校 079-274-2012 保護者参加

姫路市 ③ 文化講演会 本校生の他、保護者、地域住民に開放して文化講演会を開く 11月下旬 県立姫路西高校 県立姫路西高校 無料 079-281-6621

姫路市 ② 小高連携いきいき学習 近隣の小学生・保護者を学校に招き、体験学習を行い、高校生と交流する。 11月下旬 県立姫路西高校 県立姫路西高校 無料 079-281-6621

姫路市 ②
高校生地域貢献活動　姫路城周辺
公園清掃

姫路城周辺の公園を生徒・職員・保護者で清掃します。 12月9日 城山公園 県立姫路西高校 無料 079-281-6621

姫路市 ② 文化祭
ステージ発表・展示・PTAバザー・模擬店などを行い、地域の方々にも公開
する。

11月19日
(土)

姫路聴覚特別支援
学校体育館

姫路聴覚特別支援学校 無料 079-284-0331

姫路市 ② 姫路城奉仕活動 姫路城ぼたん園の清掃。中学部・高等部生徒と職員・PTAが参加。 10月下旬～11月上旬 姫路城ぼたん園 姫路聴覚特別支援学校 無料 079-284-0331

姫路市 ② 学校見学会
期間中、中学生、その保護者及び引率教員を主に対象として授業参観等を
実施します。

11月24日～30日 県立姫路東高校 県立姫路東高校 無料 079-285-1166

姫路市 ②
高校生地域貢献事業
平成23年度ひめよう祭

本校の生徒と姫路特別支援学校分教室の生徒が姫路特別支援学校の文化
祭「ひめよう祭」に共同出店を行い、両校及び地域との交流を深めます。

11月23日
県立姫路特別支援
学校

県立姫路特別支援学校 無料 079-285-3765
一部有料コーナー
あり

姫路市 ② オープンスクール 学校見学及び教育相談を実施します。 11月7日～11日
県立姫路特別支援
学校

県立姫路特別支援学校 無料 079-285-3765

姫路市 ② ひめよう祭 学校・PTA・施設作業所等合同で実施します。 11月23日 姫路特別支援学校 姫路特別支援学校 無料 079-285-3765

姫路市 ②
高校生地域貢献事業
第16回国際交流フェスティバル

姫路市国際交流センター主催の在日外国人との交流フェスティバルに、ボラ
ンティアを募り参加して、市民と共に異文化理解を深めます。

10月23日 大手前公園 姫路市国際交流センター 無料 079-287-0820
一部有料コーナー
あり

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

姫路市 ③ 家島秋祭り
「家島秋祭り」の中で、本校生が地域貢献事業の一環として獅子舞を披露
し、地域の伝統文化の伝承を図ります。

11月2日, 3日 姫路市家島町 地元区会 無料 079-325-0165

姫路市 ② ふれあい育児体験
本校生が地域貢献事業の一環として、家島幼稚園児とのふれあいを通して
育児について学びます。

11月上旬
姫路市立家島幼稚
園

県立家島高等学校 無料 079-325-0165

姫路市 ③ 芸術鑑賞会 地域住民・保護者および中学生を招待し、古典落語を鑑賞します。 11月11日 真浦区民会館 県立家島高等学校 無料 079-325-0165

姫路市 ② 中学校への出前授業
本校教員が、家島・坊勢両中学校ヘ出向き、本校の特色ある科目の授業を
行います。

11月中旬

姫路市立家島中学
校
姫路市立坊勢中学
校

県立家島高等学校 無料 079-325-0165

姫路市 ① コンピュータスキルアップスクール
地域住民を対象に、コンピュータの基礎知識を学んでいただくとともに、生徒
がその補助にあたることで、地域住民との交流を図ります。

11月下旬 県立家島高等学校 県立家島高等学校 無料 079-325-0165

姫路市 ②
高校生地一行件活動　学校周辺清
掃

学校周辺地域で、本校生徒約40名が清掃活動を行います。 11月2日 夢前町前之庄付近 県立夢前高校 無料 079-336-0039

姫路市 ②
高校生地一行件活動　高齢者宅訪
問

近隣地域の居住されている高齢者のご自宅を本校生徒が訪問し、交流しま
す。

11月2日 夢前町前之庄付近 県立夢前高校 無料 079-336-0039

姫路市 ②
高校生地一行件活動　ふれあい芋
掘り

近隣幼稚園児を招待し、本校農園において本校生徒と一緒に芋掘り体験を
行います。

11月2日 夢前町前之庄643-1 県立夢前高校 無料 079-336-0039

姫路市 ② 夢前高校後期オープンスクール 授業、部活動等を地域住民や中学生・保護者に公開します。 10月31日～11月5日 夢前町前之庄643-1 県立夢前高校 無料 079-336-0039

姫路市 ③ 姫工祭 文化祭 11月3日 県立姫路工業高校 県立姫路工業高校 無料 himeji-ths@hyogo-c.ed.jp

姫路市 ①② 喫煙防止教育講演会 喫煙についての有害性を再認識させるための講演会です。 11月15日
県立姫路北高校体
育館

県立姫路北高校 無料 himekita-hs@hyogo-c.ed.jp

姫路市
①②
③

インド異文化交流会
インドのストリートチルドレンとの異文化交流やインドの民族音楽鑑賞等を計
画しています。

11月中(日時は未定)
県立姫路北高校体
育館

県立姫路北高校 無料 himekita-hs@hyogo-c.ed.jp

姫路市 ①④
第47回姫路市児童生徒科学作品展
（科学工作の部)

姫路市及び近隣町の児童生徒が夏休み中に作った優秀科学作品（科学工
作）を展示します。

10月7日～23日 姫路科学館 姫路科学館 無料 http://www.city.himeji.lg.jp/atom/

姫路市 ①④
第47回姫路市児童生徒科学作品展
（調査研究の部)

姫路市及び近隣町の児童生徒が夏休み中に作った優秀科学作品（調査研
究）を展示します。

10月28日～
11月13日

姫路科学館 姫路科学館 無料 http://www.city.himeji.lg.jp/atom/

姫路市 ①④
ノーベル賞を受賞した日本の科学
者

国立科学博物館制作の巡回展に、2011年度授賞者と実績についても速報と
して加えて紹介します。

11月18日～
12月12日

姫路科学館 姫路科学館 無料 http://www.city.himeji.lg.jp/atom/

姫路市 ①③
秋季企画展
「弥生時代の姫路」

市内にある弥生時代の重要遺跡の発掘調査成果をまとめてご紹介します。 11月1日～30日
姫路市埋蔵文化財
センター

姫路市埋蔵文化財センター 無料 http://www.city.himeji.lg.jp/maibun-center/
展示期間：
10月2日～平成24
年1月9日

姫路市 ①③
秋季企画展
「弥生時代の姫路」展示解説

秋季企画展「弥生時代の姫路」の展示内容について、埋蔵文化財センター
の専門職員が解説します。

11月12日
姫路市埋蔵文化財
センター

姫路市埋蔵文化財センター 無料 http://www.city.himeji.lg.jp/maibun-center/
当日受付
定員20人

姫路市 ①③ 記念講演会「弥生時代のはじまり」
大阪府立弥生文化博物館館長の金関恕先生に、「弥生時代のはじまり」の
テーマで講演していただきます。

11月12日
姫路市埋蔵文化財
センター

姫路市埋蔵文化財センター 無料 http://www.city.himeji.lg.jp/maibun-center/
当日受付
定員100人

姫路市 ①③
体験学習会
「炎の玉つくり－ガラス勾玉づくり」

溶かしたガラスを粘土の型に流し込んで勾玉を作ってみます。 11月23日
姫路市埋蔵文化財
センター

姫路市埋蔵文化財センター http://www.city.himeji.lg.jp/maibun-center/

要事前申込
申込期間：10月26
日～11月9日
定員10人

姫路市 ① 人権学習地域講座 人権に関わる講演会を開催し、市民の人権意識の高揚を図ります。 11月4日, 24日

姫路市香寺健康福
祉センター・姫路市
文化センター小ホー
ル

姫路市教育委員会人権教育
課

無料 http://www.city.himeji.lg.jp/s110/2212776.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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姫路市 ①② ジュニア姫路検定「子どもあそび」
子どもたちが自らの興味・関心に基づき、多方面にわたって自身の能力を伸
ばす動機付けとする姫路独自の検定です。けん玉、なわ跳び、お手玉の「わ
ざ」に挑戦します。

10月29日 香寺公民館
姫路市教育委員会総合教育セ
ンター教育支援課

無料 http://www.city.himeji.lg.jp/s115/2245840.html

姫路市 ①② ジュニア姫路検定「子どもあそび」
子どもたちが自らの興味・関心に基づき、多方面にわたって自身の能力を伸
ばす動機付けとする姫路独自の検定です。けん玉、なわ跳び、お手玉の「わ
ざ」に挑戦します。

10月29日
夢前ふれあいの館・
フレンデ

姫路市教育委員会総合教育セ
ンター教育支援課

無料 http://www.city.himeji.lg.jp/s115/2245840.html

姫路市 ①② ジュニア姫路検定「子どもあそび」
子どもたちが自らの興味・関心に基づき、多方面にわたって自身の能力を伸
ばす動機付けとする姫路独自の検定です。けん玉、なわ跳び、お手玉の「わ
ざ」に挑戦します。

11月5日 坊勢児童館
姫路市教育委員会総合教育セ
ンター教育支援課

無料 http://www.city.himeji.lg.jp/s115/2245840.html

姫路市 ①②
ジュニア姫路検定
「ふるさとウォークラリー」

子どもたちが自らの興味・関心に基づき、多方面にわたって自身の能力を伸
ばす動機付けとする姫路独自の検定です。姫路城周辺の史跡等をグループ
でクイズを解いて巡り、ふるさと姫路の素晴らしさを再発見する検定です。

11月20日
総合教育センター及
び姫路城周辺

姫路市教育委員会総合教育セ
ンター教育支援課

無料 http://www.city.himeji.lg.jp/s115/2245840.html

姫路市 ①②
ジュニア姫路検定
「百人一首検定」

子どもたちが自らの興味・関心に基づき、多方面にわたって自身の能力を伸
ばす動機付けとする姫路独自の検定です。百人一首の上の句と下の句をつ
なぐ問題や、かるたとり大会に挑戦します。

12月10日 姫路文学館
姫路市教育委員会総合教育セ
ンター教育支援課

無料 http://www.city.himeji.lg.jp/s115/2245840.html

姫路市 ② 高校生地域貢献活動 最寄り駅からの通学路を生徒会・部活動生徒・職員で清掃します。 10月25日
溝口駅から高校まで
の通学路

県立香寺高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~kodera-hs/

姫路市 ② いのちのコンサート 尼僧でもあるやなせななさんのコンサート 10月28日
県立香寺高校体育
館

県立香寺高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~kodera-hs/

姫路市 ③ 文化教育活動 米朝一門落語鑑賞会 11月1日
県立香寺高校体育
館

県立香寺高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~kodera-hs/

姫路市 ② 高校生地域貢献活動 最寄り駅からの通学路を生徒・職員・保護者で清掃します。 11月30日
溝口駅から高校まで
の通学路

県立香寺高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~kodera-hs/

姫路市
①②
③④

特別展「四大浮世絵師展」
神戸市在住の浮世絵収集家・中右瑛氏の膨大なコレクションの中から、江戸
時代の四大浮世絵師といわれる東洲斎写楽、喜多川歌麿、葛飾北斎、歌川
広重の代表作を中心に紹介します。

10月8日(土)～12月4
日(日)

ギャラリー 県立歴史博物館
http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/

079-288-9011

姫路市 ①③ 昔体験ミニパーク（着付け体験等） 歴はくボランティアによる十二単や鎧兜などの着付け体験ができます。 10月16日(日) みんなの家 県立歴史博物館 無料
http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/

079-288-9011

姫路市 ①③
歴はく倶楽部「笛をつくってあそぼ
う」

毎月１回行っている歴博ボランティアによるものづくりイベントを、今回は姫
路市の大手前公園で開催される第１６回国際交流フェスティバル会場で行い
ます。竹を材料に自分だけのすてきなウグイス笛を作ることができます。

10月23日(日)
姫路市・
大手前公園

県立歴史博物館 無料
http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/

079-288-9011

姫路市 ①
館長講座
自分史の会

私たち一人一人の人生はかけがえのないものです。歴史のなかで自分の歩
みを振り返ってみませんか。当館の端館長が、自分史づくりのお手伝いをし
ます。

10月25日(火) 歴史工房 県立歴史博物館 無料
http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/

079-288-9011

姫路市
①③
④

れきはくアカデミー⑦
「浮世絵のなかの妖怪」

当館学芸員香川雅信が講演いたします。浮世絵のなかの妖怪について研究
成果を分かり易く楽しくお話させていただきます。

10月30日(日) ホール 県立歴史博物館 無料
http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/

079-288-9011

姫路市
①③
④

講演会
「写楽・歌麿・北斎・広重の
ミステリー」
中右瑛氏

特別展「四大浮世師展」の関連イベントとして、浮世絵収集家の中右瑛氏
に、江戸時代の四大浮世絵師といわれる東洲斎写楽、喜多川歌麿、葛飾北
斎、歌川広重についてご講演をいただきます。

11月3日(木･祝) ホール 県立歴史博物館 無料
http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/

079-288-9011

姫路市
①③
④

歴史講演会②「岡山城下町の形成」
倉地克直氏（岡山大学大学院教授）

歴史講演会の第２回目で、岡山大学大学院教授の倉地克直氏をお招きし、
「岡山城下町の形成」について、ご講演いただきます。

11月6日(日) ホール 県立歴史博物館
http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/

079-288-9011

姫路市 ①③ 昔体験ミニパーク（着付け体験等） 歴はくボランティアによる十二単や鎧兜などの着付け体験ができます。 11月20日(日) みんなの家 県立歴史博物館 無料
http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/

079-288-9011

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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姫路市 ①③
歴はく倶楽部「どんぐり工作であそ
ぼう」

どんぐりを材料におもちゃをつくります。オリジナルのコマや笛、やじろべーな
どがつくれます。

11月27日(日) ロビー 県立歴史博物館
http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/

079-288-9011

姫路市
①③
④

れきはくアカデミー⑧
「浮世絵師たちの活動場所」

当館学芸員五十嵐公一が講演いたします。浮世絵たちの活動場所について
研究成果を分かり易く楽しくお話させていただきます。

11月27日(日) ホール 県立歴史博物館 無料
http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/

079-288-9011

姫路市 ①
館長講座
自分史の会

私たち一人一人の人生はかけがえのないものです。歴史のなかで自分の歩
みを振り返ってみませんか。当館の端館長が、自分史づくりのお手伝いをし
ます。

11月29日(火) 歴史工房 県立歴史博物館 無料
http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/

079-288-9011

姫路市 ①② 高校生地域貢献事業　地域清掃
普段お世話になっている、学校周辺地域を清掃する地域貢献活動に多部制
1・2部の1年生が取り組みます。

11月8日
県立飾磨工業高校
周辺地域

県立飾磨工業高校
多部制1・2部

無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~shikama-ths/

姫路市 ②③ 文化祭
県立飾磨工業高等学校全日制・多部制合同の文化祭。今年のテーマは「全
力前進」です。2日目は一般公開します。

(11月5日)･6日 県立飾磨工業高校 県立飾磨工業高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~shikama-ths/
公開の詳細につい
てはＨＰをご覧くだ
さい

姫路市 ② 多部制1・2部公開授業 県立飾磨工業高等学校多部制1・2部の授業を公開します。 11月中旬 県立飾磨工業高校
県立飾磨工業高校
多部制1・1部

無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~shikama-ths/
見学の詳細につい
てはＨＰをご覧くだ
さい

姫路市 ①②
高校生地域貢献事業　小学生ふれ
あい教室プロジェクト

小学校に出向き、ソーラーラジコンカー教室や電気工作教室、おもしろ化学
実験教室を展開します。ものづくりの楽しさを伝える活動をとおして、児童と
ふれあい、高校生自身が地域を支える人材としての自覚を育む機会として
います。

11月～12月 対象各小学校
県立飾磨工業高校
多部制1・2部

無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~shikama-ths/

姫路市 ② 多部制3部公開授業 県立飾磨工業高等学校多部制3部の授業を公開します。 12月5日～9日 県立飾磨工業高校
県立飾磨工業高校
多部制3部

無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~shikama-ths/
見学の詳細につい
てはＨＰをご覧くだ
さい

姫路市 ①②
高校生こどもとのふれあい支援事
業

工業高校の実習において取り組んだものづくりの作品を地域の幼稚園・保育
所へ寄贈します。また、寄贈時に一部分を共同製作し、こどもたちとのふれ
あい交流を進める活動も行います。

12月上旬

手柄保育所、広英保
育園、慈恵保育園、
矢倉保育園、津田こ
のみ保育園、広西保
育所、広畑保育園、
広畑めばえ保育園、
英賀保幼稚園、津田
幼稚園

県立飾磨工業高校
多部制1・2部

無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~shikama-ths/

姫路市 ①② 高校生地域貢献事業　餅つき大会
県立飾磨工業高等学校多部制3部の1年生と近隣の高齢者による餅つき大
会を実施し、交流を深めます。

12月20日 県立飾磨工業高校
県立飾磨工業高校
多部制3部

無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~shikama-ths/
参加者へは事前
に本校から連絡い
たします。

姫路市 ①③
歴史ウォーク「書寫山圓教寺の仏
像と紅葉を訪ねて」

展示にゆかりのある寺院・古跡などを巡って、探訪します。 11月16日(水) 書寫山圓教寺周辺
県立
考古博物館

http://www.hyogo-koukohaku.jp

079-437-5589
定員30名

姫路市 ③

“秋のエコフェスタinいえしま”
“食の秋！とれとれ海の幸”
いえしまの「底引き網」漁業体験＆
魚料理体験
～美味しさいっぱいてんこもり～

「底引き網漁船」の水揚げ体験のほか、「とれとれの海の幸」を料理し、味わ
うイベントを開催するとともに、海の環境について学ぶ。

11月5日(土)～6(日)
(1泊2日)

いえしま自然体験セ
ンター

公益財団法人兵庫県青少年
本部
いえしま自然体験センター

http://www.shizen-ieshima.com
079-327-1508/1509

姫路市 ②
交流文化祭（インスパイア・ハイス
クール）

近隣の幼稚園等と合同の交流文化祭を実施します。 11月11日
県立
夢前校高等学校

県立
夢前高等学校

無料
県立夢前高等学校
079-336-0039

姫路市 ③
第35回兵庫県高等学校総合文化祭
美術・工芸部門発表会

美術・工芸部門生徒による作品の展示発表を行います。 11月11日～13日 イーグレ姫路
兵庫県
兵庫県教育委員会

無料
兵庫県高等学校文化連盟：県立須磨東高等学校
078-793-1616

姫路市 ① 第59回近畿公民館大会
近畿２府４県の公民館関係者が一堂に会し、公民館活動の充実・発展を図
るための研究協議を行います。

11月10日, 11日 姫路市民会館
近畿公民館連絡協議会
兵庫県公民館連合会

兵庫県公民館連合会
0795-40-3616

姫路市 ② あゆみの会
不登校の児童生徒をもつ保護者が集まり、自由に自分たちの意見を出して、
互いに悩みを語り合う会です。

11月20日 総合教育センター
姫路市教育委員会総合教育セ
ンター育成支援課

無料 育成支援課079-224-5843

姫路市 ② 学童美術展
姫路市内の園児、児童、生徒のすぐれた作品を通して、書写、造形、図工、
美術教育の一層の充実と発展をめざし、その教育活動の成果を広めるもの
です。

10月26日～30日
姫路市民ギャラリー
地下1階第3,4展示室

姫路市教育委員会学校指導
課

無料 学校指導課079-221-2120

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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姫路市 ② 姫路市学校保健大会
学校保健の研究並びに普及発展を図り、この施策に寄与することを目的とし
て功労者の表彰及び講演会等を行います。

10月27日
姫路市文化センター
小ホール

姫路市学校保健会 無料 学事・保健課079-221-2774

姫路市 ①②
飾磨津街並み再発見フェスタに参
加

地域資源である、史跡、文化財を題材とした各種アートやフォト、短歌俳句等
のパネル展示、地域資源の活用を取り上げた基調講演等により地域の再発
見をする「飾磨津街並み再発見フェスタ展示部門」に多部制1・2部から参加
します。

11月3日
姫路市立飾磨小学
校

飾磨小学校区各種団体連絡
協議会

無料 県立飾磨工業高等学校多部制1・2部教頭上杉電話079-235-1951

姫路市 ②③
飾磨津街並み再発見フェスタに参
加

「飾磨津街並み再発見フェスタ」で開催される、地域住民が世代を超えて積
極的に参加できる環境づくりとしてのコンサートに3部の軽音楽部が出演しま
す。

11月3日
姫路市立飾磨小学
校

飾磨小学校区各種団体連絡
協議会

無料 県立飾磨工業高等学校多部制3部教頭小池電話079-235-1951

姫路市 ③
郷土玩具室コーナー展示「高松はり
こ」

香川県高松のはりこ約50点を紹介します。
9月2日～
12月16日

姫路市書写の里・美
術工芸館

姫路市書写の里・美術工芸館 書写の里美術工芸館079-267-0301

姫路市 ③
秋季特別展示「大正ロマン・昭和モ
ダン展」

大正・昭和初期に活躍した竹久夢二、高畠華宵らの日本画や版画約200点
を紹介します。

10月8日～
11月20日

姫路市書写の里・美
術工芸館

姫路市書写の里・美術工芸館   書写の里美術工芸館079-267-0301

姫路市 ③ 関西文化の日
豊かな文化資源に気軽に接する機会を提供することで、美術・学術愛好者
の増大を図ります。

11月5日, 6日
姫路市書写の里・美
術工芸館

姫路市書写の里・美術工芸館 無料 書写の里美術工芸館079-267-0301

姫路市 ③ 書写の里ギャラリーコンサート 大正ロマン･昭和モダンをテーマに懐かしい楽曲を大正琴で演奏します。 11月5日, 6日
姫路市書写の里・美
術工芸館

姫路市書写の里・美術工芸館 無料   書写の里美術工芸館079-267-0301

姫路市 ③ 書写の里ギャラリーコンサート
大正ロマン･昭和モダンをテーマに懐かしい楽曲を琴や尺八の和楽器で演奏
します。

11月19日 姫路市書写の里・美
術工芸館

姫路市書写の里・美術工芸館   書写の里美術工芸館079-267-0301

姫路市 ③
特別展示「私のいっぴんギャラリー
作品展」

市民の方々が過去に「私のいっぴんギャラリー」に出品された作品を一堂に
展示します。

11月23日～
12月24日

姫路市書写の里・美
術工芸館

姫路市書写の里・美術工芸館   書写の里美術工芸館079-267-0301

姫路市 ② 校内公開授業 半分の職員が2週間内に1回公開授業を実施する 11月7日～18日 県立姫路南高校 県立姫路南高校

姫路市 ② 芸術鑑賞会 岡本知高氏を招き、音楽鑑賞会 11月17日
姫路市
文化センター

県立姫路南高校 生徒対象

尼崎市 ② 県尼花いっぱい運動 生徒ボランティア・教職員・ＰＴＡの方々で、花の植えつけをします。 11月15日
県立尼崎高校学校
周辺

県立尼崎高校 無料 06-6401-0643

尼崎市 ② 校外清掃 生徒と職員が学校周辺の校外清掃をします。 11月9日
県立尼崎高校学校
周辺

県立尼崎高校 無料 06-6401-0643

尼崎市 ②
高校生地域貢献活動
高区内清掃活動

第1学年生徒全員で、校区近隣の公園および武庫川河川敷の清掃活動を行
う。

10月26日
11月2日

武庫川河川敷 県立尼崎西高校 無料 06-6417-5021

尼崎市 ② 青少年体験事業
本校生と小・中学校生が料理体験やレクレーション等を通じ交流を深め地域
の活性化を図る。

11月13日
尼崎市立浜田小学
校

尼崎市社会福祉協議会大庄
支部

無料 06-6419-8221

尼崎市 ② 芸術鑑賞会 歌舞伎を通じ伝統芸能を学習し鑑賞します。 11月9日
県立尼崎高校体育
館

県立尼崎北高校 06-6421-0132

尼崎市 ② ふれあいカーニバル
知的障害者の通所施設｢福成園｣でのふれあいカーニバルに､吹奏楽部が参
加し演奏することで､相互の交流を図ります。

10月30日
塚口福成園
尼崎市塚口本町6-
12-15

社会福祉法人
福成会
塚口福成園

無料 06-6427-2921

尼崎市 ②④ 尼崎市産業フェア出展
課題研究をはじめとする実習作品を展示し、ものづくりを通して蓄積した知
識、技術を地域社会に紹介します。

10月20日(木), 21日
(金)

尼崎市中小企業セン
ター

県立神崎工業高校 無料  06-6481-5503

尼崎市 ②
高校生地域貢献事業（神工祭：もの
づくり作品発表）

文化祭（神工祭）で本校生の指導により保護者、一般の方にものづくりを体
験していただきます。

11月11日(金) 県立神崎工業高校 県立神崎工業高校 無料  06-6481-5503

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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尼崎市 ② 公開授業
保護者、中学生、中学校教諭、学校評議員、地域住民等を対象に本校の授
業を公開し、参観していただきます。

11月21日(月)～25日
(金)

県立神崎工業高校 県立神崎工業高校 無料  06-6481-5503

尼崎市 ② 第2回学校説明会
中学生や保護者に対して、2回目の学校説明会を行います。中学生の体験
授業を実施します。

11月3日(木) 県立尼崎小田高校 県立尼崎小田高校 無料 06-6488-5335

尼崎市 ② 第2回公開授業週間 小中学校教員・保護者対象に、公開授業を実施し、研究協議を行います。
10月24日(月)～11月

4日(火)
県立尼崎小田高校 県立尼崎小田高校 無料 06-6488-5335

尼崎市 ②
高校生地域貢献事業　保育園児と
のサツマイモの収穫

本校にて、保育園児が植えたサツマイモの成長観察と収穫を、本校生が指
導します。

10月下旬 県立尼崎小田高校 県立尼崎小田高校 無料 06-6488-5335

尼崎市 ②
高校生地域貢献事業　小学生への
科学実験指導

尼崎市立清和小学校の児童を招いて、自然科学分野の内容を、本校生が指
導します。

11月 県立尼崎小田高校 県立尼崎小田高校 無料 06-6488-5335

尼崎市 ③
ピッコロシアター鑑賞劇場
「エレジー～父の夢は舞う～」

「家族」「老い」「きずな」を描いた、読売文学賞受賞の名作を上演。 10月28日(金)
兵庫県立尼崎青少
年創造劇場

兵庫県立尼崎青少年創造劇
場

http://hyogo-arts.or.jp/piccolo

尼崎市 ② 中・高等学校合同音楽発表会 各中学校代表クラスと高等学校吹奏楽部が出演します。 11月4日
尼崎市総合文化セン
ター（アルカイック
ホール）

尼崎市中学校音楽教育研究
会

無料
尼崎市教育総合センタ--
06-6423-3400

尼崎市 ②
中学校読書感想文コンクール発表
会

尼崎市中学校読書感想文コンクール入賞者の表彰と感想文の発表を行いま
す。

11月10日
尼崎市教育総合セン
ター

尼崎市中学校図書館教育研
究会

無料
尼崎市教育総合センタ--
06-6423-3400

尼崎市 ② 中学校英語祭 各中学校の代表が英語でのスピーチ・暗唱・劇などの発表を行います。 11月9日
園田学園中学校・高
等学校

尼崎市中学校英語教育研究
会

無料
尼崎市教育総合センタ--
06-6423-3400

尼崎市 ② 尼崎市小学校音楽発表会 尼崎市立小学校の代表クラスがそれぞれ合奏や合唱の発表を行います。 11月17日, 18日
尼崎市総合文化セン
ター（アルカイック
ホール）

尼崎市小学校音楽教育研究
会

無料
尼崎市教育総合センタ--
06-6423-3400

尼崎市 ②
小学校読書感想文コンクール発表
会

尼崎市小学校読書感想文コンクール入賞者の表彰と感想文の発表を行いま
す。

11月25日
尼崎市教育総合セン
ター

尼崎市小学校図書館教育研
究会

無料
尼崎市教育総合センタ--
06-6423-3400

尼崎市 ①③ 天下人と尼崎展
「天下人」と呼ばれた織田信長・豊臣秀吉と尼崎の関わりについて紹介しま
す。

10月8日～11月13日 尼信博物館 尼崎市教育委員会 無料
尼崎市立文化財収蔵庫
06-6489-9801
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/

尼崎市 ③
第35回兵庫県高等学校総合文化祭
演劇部門発表会

演劇部門生徒による発表を行います。 11月18日～20日 ピッコロシアター
兵庫県
兵庫県教育委員会

無料
兵庫県高等学校文化連盟：県立須磨東高等学校
078-793-1616

尼崎市 ③
第35回兵庫県高等学校総合文化祭
マーチングバンド・バトントワリング
部門発表会

マーチングバンド・バトントワリング部門生徒による発表を行います。 11月12日
ベイコム
総合体育館

兵庫県
兵庫県教育委員会

無料
兵庫県高等学校文化連盟：県立須磨東高等学校
078-793-1616

尼崎市 ② 尼工祭 展示・舞台発表・模擬店 11月3日 県立尼崎工業高校 県立尼崎工業高校 無料 本校06-6481-4841

尼崎市 ③ 吹奏楽部　定期演奏会 本校吹奏楽部による演奏 11月26日
尼崎労働福祉会館
大ホール

県立尼崎工業高校 無料 本校06-6481-4841

明石市 ② オープンスクール 焼き芋パーティー・獅子舞 11月17日 人丸幼稚園 明石市立人丸幼稚園 無料 078-911-2725

明石市 ② 保育参加 親子ふれあい遊び 11月19日 人丸小学校 明石市立人丸幼稚園 無料 078-911-2725

明石市 ② オープンスクール 保育や園生活を保護者や地域に公開します 11月14日
明石市立二見北幼
稚園

明石市立二見北幼稚園 無料 078-943-2222

明石市 ② 子育て講演会 子育て講座として講演会を実施します 11月14日
明石市立二見北幼
稚園

明石市立二見北幼稚園 無料 078-943-2222

明石市 ② オープンスクール お店屋ごっこ 11月14日 人丸幼稚園 明石市立人丸幼稚園 無料 078-911-2725

明石市 ② 親子体操 親子で触れ合いながら体を動かして遊びます。 11月20日
大久保小学校体育
館

明石市立大久保幼稚園 078-882-7234

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

明石市 ② 園外保育
園児が園周辺の公園に徒歩で出かけ、
どんぐり拾いや落ち葉集め等、秋みつけを行う。

11月1日
兵庫県立
明石公園

播陽幼稚園 無料 078-911-3630

明石市 ②
幼稚園ウィーク
オープンスクール

幼稚園を公開し、地域の方に店やごっこの客になっての交流や、焼き芋大会
で園で収穫した芋を一緒に食したり、近隣の保育所の幼児との交流でふれ
あい体験を行う。

11月14日, 15日, 18
日, 19日

播陽幼稚園 播陽幼稚園 無料 078-911-3630

明石市 ③ 大蔵谷獅子舞鑑賞 地域の伝統行事に触れる体験活動を行う。 11月19日 播陽幼稚園 播陽幼稚園 無料 078-911-3630

明石市 ③ 地域歴史講演会 地域の方に地域の歴史について講演をいただく。 11月19日 播陽幼稚園 播陽幼稚園 無料 078-911-3630

明石市 ②
高校生地域貢献活動　「花いっぱい
運動」

生徒会及び生徒有志が中心となり、ＰＴＡや地域住民とも連携して、校内で季
節の草花を栽培し校内及び周辺地域の緑化を推進することによって、地域
に心の安らぎを提供します。

11月1日～7日
県立明石高校及び
周辺地域

県立明石高校 無料 078-911-4376

明石市 ① いじめストップあかし2011 いじめ防止啓発作品表彰式及び講演会を実施します。 11月22日
生涯学習センター子
午線ホール

明石市教育委員会 無料 078-918-5096

明石市 ② 音楽会
保護者、地域の方々に、児童の歌声や合奏をきいてもらい、学習成果を披
露する。

11月23日 人丸小体育館 人丸小学校 無料 078-918-5450

明石市 ② 音楽会 全校児童が学年ごとに日頃の音楽教育の成果を発表します。 11月5日
明石市立林小学校
体育館

明石市立林小学校 無料 078-918-5470

明石市 ② 参観日 本校児童の日頃の学習の様子を公開します。 11月30日
明石市立林小学校
各教室

明石市立林小学校 無料 078-918-5470

明石市 ② 音楽会 保護者や地域の方々に音楽を通じた学習の成果を公開する。 11月12日 鳥羽小学校 沢池小学校 無料 078-918-5485

明石市 ③ 音楽会 各学年ごとの合奏、合唱等の音楽発表 11月19日 藤江小体育館 藤江小学校 無料 078-918-5490

明石市 ② オープンスクール 授業を公開するとともにＰＴＡ主催の献血を行います。 10月21日 花園小学校 花園小学校 無料 078-918-5680

明石市 ② 音楽会 全学年の演奏を公開します。 11月5日 花園小学校 花園小学校 無料 078-918-5680

明石市 ② オープンスクール 児童や学校の様子を保護者や地域の皆さんに公開します。 10月19日 各教室 高丘東小学校 無料 078-918-5730

明石市 ② 音楽会 音楽の学習成果を保護者や地域の皆さんに公開します。 11月5日 体育館 高丘東小学校 無料 078-918-5730

明石市 ② オープンスクール 授業や学校生活の様子を保護者及び地域の方々に公開します。 10月20日 高丘西小学校 高丘西小学校 無料 078-918-5735

明石市 ② 音楽会 保護者や地域の方々に日頃の音楽学習の成果を発表します。 11月5日 高丘西小学校 高丘西小学校 無料 078-918-5735

明石市 ② オープンスクール 普段の学校での様子を保護者や地域住民に公開します。
10月26日
10月27日

山手小学校 山手小学校 無料 078-918-5745

明石市 ② 山手ふれあいフェスティバル
児童会活動の一貫として、縦割りの対抗ゲームなどを行いふれあいを深め
ます。

10月26日 山手小学校 山手小学校 無料 078-918-5745

明石市 ② 音楽会 各学年ごとに日頃の音楽学習の成果を発表します。 11月19日 山手小学校 山手小学校 無料 078-918-5745

明石市 ② 音楽会
歌、合奏、太鼓など、音楽科や総合的な学習の時間の成果を保護者及び地
域の方に公開します。

11月3日 谷八木小体育館 谷八木小学校 無料 078-918-5750

明石市 ② オープンスクール
普段の学校生活の様子を保護者だけでなく、広く地域住民の方々にも公開
します

11月24日 谷八木小学校 谷八木小学校 無料 078-918-5750

明石市 ② 音楽会 各学年ごとに工夫を凝らして、合唱・合奏を体育館のステージで披露します。 11月5日
清水小学校
体育館

清水小学校 無料 078-918-5765

明石市 ② 音楽会
音楽（合奏、合唱）について練習し、芸術的内容の定着を図る。また、保護者
や地域の方に向けて児童が発表する場とする。

11月5日 二見小学校体育館 二見小学校 無料 078-918-5820
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明石市 ② 児童観賞会 児童の合唱・合奏を児童が聴きます。 11月22日
二見北小学校体育
館

二見北小学校 無料 078-918-5825

明石市 ② 音楽会 児童の合唱・合奏を保護者・地域住民が聴きます。 11月26日
二見北小学校体育
館

二見北小学校 無料 078-918-5825

明石市 ② オープンスクール 子どもと職員の取り組みを公開します 10月19日 二見西小各教室 二見西小 無料 078-918-5830

明石市 ② 学習発表会 音楽の学習の成果を発表します 11月19日 二見西小体育館 二見西小 無料 078-918-5830

明石市 ②③ 文化発表会
合唱など生徒の学習発表だけでなく、校区の幼稚園児の出演や保護者以外
にも地域の方々も鑑賞するなど地域参加型の会を持ちます。

10月29日 錦城中学校 錦城中学校 無料
078-918-5835
錦城中学校

明石市 ② オープンスクール
進路説明会等各学年の懇談会に合わせ朝から終日授業や学校生活の様子
を保護者や地域の方々、校区の小学校６年生に見ていただきます。

11月12日 錦城中学校 錦城中学校 無料
078-918-5835
錦城中学校

明石市 ② 文化発表会 クラス合唱、学年合唱を発表します。 10月26日 明石市民会館 明石市立大蔵中学校 無料 078-918-5850

明石市 ② 地域ふれあいバザー 学校中庭などでバザー、模擬店を実施します。 11月3日 大蔵中学校 明石市立大蔵中学校ＰＴＡ 無料 078-918-5850

明石市 ② オープンスクール 地域、保護者に学校を開放します。 11月18日 大蔵中学校 明石市立大蔵中学校 無料 078-918-5850

明石市 ① 地区人権人権教育講演会 人権に関わる講演会を実施します。 11月28日 大蔵コミセン 大蔵地区人権推進協議会 無料 078-918-5850

明石市 ② 人権講演会 学校と地域との連携で人権を考える。 11月19日 本校体育館
衣川中学校
PTA
地愛協

078-918-5855

明石市 ② 文化祭 合唱コンクール、吹奏楽部等発表 10月26日, 27日 大久保中学校 大久保中学校 無料 078-918-5870

明石市 ② オープンスクール 地域、保護者への学校公開 11月15日, 16日 大久保中学校 大久保中学校 無料 078-918-5870

明石市 ② オープンスクール 授業参観、クラブ参観 11月12日 本校 本校 無料 078-918-5875

明石市 ② オープンスクール 授業参観等を行います。 11月12日
明石市立江井島中
学校

明石市立江井島中学校 無料 078-918-5885

明石市 ② 文化祭
各学年文化祭と全校文化祭で各学年の優秀クラスの合唱と学年合唱、
吹奏楽部演奏

10月27日, 28日 体育館 魚住中学校 無料 078-918-5890

明石市 ② オープンスクール 授業参観(１日公開)により、子どもたちの学習と生活の様子を見ていただく 11月17日, 18日 各教室 魚住中学校 無料 078-918-5890

明石市 ② 文化祭
学年・学級の合唱を発表するとともに、文化部の活動を紹介し、美術や技術
家庭などの生徒作品を展示します。

10月26日, 28日
西部文化会館
魚住東中学校

魚住東中学校 無料 078-918-5895

明石市 ② 学年文化祭 学年合唱コンクールを公開します 10月27日 二見中学校 二見中学校 無料 078-918-5930

明石市 ② 文化祭 全校文化祭を公開します 10月28日 二見中学校 二見中学校 無料 078-918-5930

明石市 ②
ふれあいサポーター週間
（隔月に１週間ずつ実施）

昼休みを中心に、保護者・地域の人々に学校へ来ていただき、挨拶や校内
巡回を通じて、生徒との触れ合い活動をしていただきます。また、最終日の５
校時には授業を公開します。

11月7日～12日 二見中学校 二見中学校 無料 078-918-5930

明石市 ② 授業公開週間
授業や学校生活の様子を保護者及び地域の方々に公開します。
期間中、各教科の研究授業を実施します。

10月31日
～

11月4日
明石商業高等学校 明石商業高等学校 無料 078-918-5950 祭日を除く

明石市 ② アジアからの留学生を囲む会 アジアからの留学生と本校生徒及び保護者との交流会を行います。 10月19日 明石南高等学校 県立明石南高等学校 無料 078-923-3618

明石市 ② 学力向上授業研究会
本校の授業を広く公開し、各授業の研究会を行います。広く保護者や地域の
中学校、高等学校からの参加者を募り、本校の授業改善につなげます。

11月9日 明石南高等学校 県立明石南高等学校 無料 078-923-3618

明石市 ② 朗読の集い
本校図書館で本校生徒が、地域の方や近隣の小学生を招いて朗読会を行
います。

11月18日
県立明石南高等学
校

県立明石南高等学校 無料 078-923-3618
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明石市 ② 自然観察 講師を招き、親子で野の池の自然観察をします 10月27日 野の池周辺 沢池幼稚園 無料 078-927-0826

明石市 ①② オープンスクール
全国幼稚園ウィーク（11/13から11/19）の中で保護者や地域の方に保育や
幼稚園生活を公開します

幼稚園ウィークの期
間中に数日

沢池幼稚園 沢池幼稚園 無料 078-927-0826

明石市 ② バンビの会 保護者ボランティアによるコーナー遊びを就園前児とともに楽しみます 11月中 沢池幼稚園 沢池幼稚園 無料 078-927-0826

明石市 ① 親子体操 講師を招き、親子遊びをします 11月13日 沢池幼稚園 沢池幼稚園 無料 078-927-0826

明石市 ③ 吹奏楽鑑賞会 沢池ミュジックバンド（SMB）を招き、吹奏楽の鑑賞を行います 11月14日 沢池幼稚園 沢池幼稚園 無料 078-927-0826

明石市 ① 交通安全教室 交通安全協会の方を招き、交通安全教室に参加します 11月16日 沢池幼稚園 沢池幼稚園 無料 078-927-0826

明石市 ② 食育教室 いずみ会を招き、食育教室に参加します 11月17日 沢池幼稚園 沢池幼稚園 無料 078-927-0826

明石市 ② サッカー教室 講師を招き、サッカー教室に参加します 11月中旬 沢池幼稚園 沢池幼稚園 無料 078-927-0826

明石市 ② 音楽会 園児の歌や合奏を発表します 12月上旬 沢池幼稚園 沢池幼稚園 無料 078-927-0826

明石市 ② 幼稚園ウィーク オープンスクール（保護者や未就園児を対象にお店屋さんごっこをします） 11月17日 王子幼稚園 王子幼稚園 無料 078-928-3032

明石市 ② 高校生地域貢献事業「芋掘り」
本校花壇で栽培したサツマイモの収穫を近隣小学校の児童及び保護者とと
もに行う。また、収穫したサツマイモの一部は福祉施設にプレゼントする。

10月19日(水) 県立錦城高校 県立錦城高校 無料 078-928-3749

明石市 ②
野々池コミセン祭りにおける作品展
示

地域貢献事業や授業で作成した押し花や陶芸、書道等の作品を地域のコ
ミュニティーセンターで展示する。

11月6日(日) 野々池中学校 県立錦城高校 無料 078-928-3749

明石市 ① 親子のふれあい遊び 親子でふれあい遊びをします 11月1日
明石市立和坂幼稚
園

明石市立和坂幼稚園・ＰＴＡ 無料 078-929-0173

明石市 ① 高齢者との交流 中和坂の高齢者の方と一緒に遊びます 11月10日 中和坂公民館 明石市立和坂幼稚園 無料 078-929-0173

明石市 ① マリンバとうたおう マリンバ・ピアノ演奏会を聴いたり、一緒に歌ったりします。 11月14日 中和坂公民館 明石市立和坂幼稚園 無料 078-929-0173

明石市 ① 食育教室 お米ができるまでのお話を聞きます 11月15日
明石市立和坂幼稚
園

明石市立和坂幼稚園 無料 078-929-0173

明石市 ① 琴の会 琴を聴いたり、一緒に歌ったりします 11月17日
明石市立和坂幼稚
園

明石市立和坂幼稚園 無料 078-929-0173

明石市 ①③ 幼稚園ウィーク 秋祭り（出店、ゲームなど）をします 11月14日 集会室 幼稚園ＰＴＡ 078-935-0269

明石市 ①③ 幼稚園ウィーク タグラグビー 11月17日 園庭 明石ジュニアラグビークラブ 078-935-0269

明石市 ② 誕生会（人形劇鑑賞） 誕生会のお楽しみとして人形劇を鑑賞する。 10月31日 高丘西幼稚園 高丘西幼稚園 無料 078-935-1893

明石市 ② 幼稚園ウィーク オープンスクールです。 11月14日, 15日 高丘西幼稚園 高丘西幼稚園 無料 078-935-1893

明石市 ② 誕生会(和太鼓鑑賞） 誕生会のお楽しみとして和太鼓を鑑賞する。 11月29日 高丘西幼稚園 高丘西幼稚園 無料 078-935-1893

明石市 ① オープンスクール 園生活の様子をご覧ください 11月14日 幼稚園 山手幼稚園 無料 078-936-1307

明石市 ① オープンスクール 山手オープンシアターの鑑賞を予定しています 11月16日 幼稚園 山手幼稚園 無料 078-936-1307

明石市 ② 高校生地域貢献活動花づくり
花づくりを生徒、教職員とともに進める中で、命の大切さを感得させ、環境の
美化と温かい思いやりの心を養い、地域の人たちと連携を図ります。

10月21日 県立明石北高校 県立明石北高校 無料 078-936-9100

明石市 ③ 音楽部がマーチングフェスタに参加
明石公園で行われる「ＮＰＯ時のウィーク」が主催のメリディアンマーチング
フェスタに音楽部が参加します。

10月23日 明石公園 NPO　時のウィーク 無料 078-936-9100

明石市 ②④ 科学講演会
学力向上マイスター派遣事業およびSSH事業で東北大学の川島隆太教授に
よる「脳科学」についての講演を予定しています。

11月3日 県立明石北高校 県立明石北高校 無料 078-936-9100

明石市 ① しみずフェスタ
自治会・子ども会・学校園が合同で、ステージ発表・バザー・出店を行いま
す。

11月6日 清水小学校運動場
清水フェスタ
実行委員会

無料 078-943-3121 雨天中止

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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明石市 ③ しみずフェスタ 地域の祭りのステージに園児たちが歌と踊りを披露する 11月6日
明石市立清水小学
校校庭

自治会 無料 078-943-4801

明石市 ② 絵本ママ 保護者ボランティアによる絵本の読み聞かせ
10月4日, 11日, 25日,
11月1日, 8日, 15日,

22日, 29日

明石市立清水幼稚
園

明石市立清水幼稚園 無料 078-943-4801

明石市 ② 清水いちごの苗植え 地域の清水いちご生産者による苗植え 11月4日
明石市立清水幼稚
園

明石市立清水幼稚園 無料 078-943-4801

明石市 ③ 幼稚園ウイィーク オープンスクール園内造形展、交通安全教室、幼保交流会 11月13日～19日
明石市立清水幼稚
園

明石市立清水幼稚園 無料 078-943-4801

明石市 ③ 室内演奏鑑賞 未定 11月16日 錦が丘幼 県民事業 078-947-2222

明石市 ③ 人形劇 未定 10月26日 錦が丘幼 県民事業 078-947‐2222

明石市 ③
高校生地域貢献活動　兵庫県民農
林漁業祭

明石市の県立明石公園で開催される農林漁業祭に本校で生産した農作物
の販売を行う。

10月22日 県立明石公園
兵庫県民農林漁業祭実行委
員会

無料 0791-52-0069

明石市 ①② 絵本の会 地域のボランティアの方より絵本の読み聞かせをしていただきます。 11月4日 保育室 花いちもんめ 無料 090-1150-4620

明石市 ② あかねが丘学園祭 園児（年長）が近隣の朝霧幼・松が丘保と一緒に学園祭に参加し、歌を歌う。 11月11日 あかねが丘学園 あかねが丘学園 無料 918-5415

明石市 ② オープンスクール 授業や児童の活動の様子を、地域に広く開放して見てもらいます。 10月27日
明石市立錦が丘小
学校

明石市立錦が丘小学校 918-5770

明石市 ② オープンスクール
保育参加で、保護者とのふれあいを楽しむ遊びを行う。地域・未収園児に公
開する。

11月16日 松が丘幼稚園 松が丘幼稚園 無料 918-6226

明石市 ② 全国幼稚園ウィーク 園児の絵を展示する。保育を公開する。（店屋ごっこ） 11月15日 保育室等 明石市立花園幼稚園 無料 923-0090

明石市 ② オープンスクール 保育を保護者や地域の方に公開します。 11月14日, 15日 藤江幼稚園 明石市立藤江幼稚園 923-3110

明石市 ①② 防災の集い
火災の話を聞いたり、消防車を見学したり、消防隊の服を着て撮影したりし
ます。

11月15日 保育室・園庭 消防署・婦人防火クラブ 無料 934-0119

明石市 ① オープンスクール 一日の幼児の姿をみていただけるようにオープンスクールを実施します。 11月17日 大久保南幼稚園 大久保南幼稚園 無料 934-5590

明石市 ② 幼稚園ウィーク 全園児の作品を展示します。 11月14日～18日 遊戯室 明石市立大久保幼稚園 無料 936-2020

明石市 ② オープンスクール 幼稚園の一日の生活を見ていただきます。 11月14日 保育室・園庭 明石市立大久保幼稚園 無料 936-2020

明石市 ①②
地域のおじちゃんおばちゃんと遊ぼ
う

地域の高齢者の方々と昔遊びを教えていただき一緒に遊びます。 10月31日. 11月22日 園庭 明石市立大久保幼稚園PTA 無料 936-2020

明石市 ② 音楽会 家庭、地域で児童の演奏を楽しみます。 10月21日
明石市立西部市民
会館

錦浦小学校 無料 http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~el_kinp/

明石市 ② オープンスクール
学校の様子を公開することで、学校、家庭、地域が一体となって子どもたち
の健やかな成長を図ります。

11月17日 錦浦小学校 錦浦小学校 無料 http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~el_kinp/

明石市 ② 誕生会 二胡演奏を、聴きます。 10月26日
貴崎小学校コミセン
会議室

幼稚園 無料 http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoiku/kindie/kisaki/index.html

明石市 ② オープンスクール 全国幼稚園ウィークIN明石を行ないます。 11月13日～19日 幼稚園 幼稚園 無料 http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoiku/kindie/kisaki/index.html

明石市 ② お店やごっこ 地域の未就園児を招いて、親子でお店やごっこをします。 11月17日 幼稚園 幼稚園 無料 http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoiku/kindie/kisaki/index.html

明石市 ① 高年者との交流 地域の高齢者の方と一緒にわなげをします。 11月18日 幼稚園 幼稚園 無料 http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoiku/kindie/kisaki/index.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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明石市 ①
読書講演会（予定）「児童文学作家
森はなの世界」

「じろはったん」などの作品で人をいとおしむ心の大切さを描いた、児童文学
作家の森はなさんの人と文学について語ります。
森はなさんが小学校などで読み聞かせをした紙芝居の実演も行います。
講師：西尾眞里氏ほか

10月29日(土)
県立図書館
第２研修室

県立図書館 無料

http://www.library.pref.hyogo.jp/

協力課
078-918-3366

明石市 ① 企画展示「日本の郷土料理」
Ｂ級ご当地グルメでまちおこしをしようという「Ｂ１グランプリ姫路」の開催に
合わせて日本の郷土料理と県内の郷土料理に関する資料を紹介します。

9月16日(金)～11月
16日(水)

県立図書館
調査相談室

県立図書館 無料

http://www.library.pref.hyogo.jp/

調査相談課
078-918-3377

明石市 ① 企画展示「ひょうごのご当地グルメ」
Ｂ級ご当地グルメでまちおこしをしようという「Ｂ１グランプリ姫路」の開催に
合わせて日本の郷土料理と県内の郷土料理に関する資料を紹介します。

9月16日(金)～11月
16日(水)

県立図書館
郷土資料室

県立図書館 無料

http://www.library.pref.hyogo.jp/

調査相談課
078-918-3377

明石市 ① 資料展「兵庫ゆかりの政治家」
兵庫ゆかりのコーナーでは、兵庫ゆかりの政治家のうち、近代に全国で活躍
した人物および現代の兵庫県知事に関する資料を紹介します。

9月16日(金)～1月18
日(水)

県立図書館
調査相談室

県立図書館 無料

http://www.library.pref.hyogo.jp/

調査相談課
078-918-3377

明石市 ①
資料展「弥生から古墳時代へ」（仮
称）

吉野ヶ里遺跡を中心とした弥生時代の遺跡、及び稲作を中心とした弥生人
の暮らしの様子などについての資料を展示します。明石市立文化博物館（明
石市教育委員会）との連携。

11月18日(金)～12月
14日(水)

県立図書館
調査相談室
郷土資料室

県立図書館 無料

http://www.library.pref.hyogo.jp/

調査相談課
078-918-3377

明石市 ① ブックアドベンチャー③「月と星」 月と星に関わる学習投影と館内見学 10月29日
明石市立天文科学
館

明石市教育委員会 無料
明石市教育委員会地域連携課
078-918-5057

明石市 ①
「発掘された明石の歴史展」関連イ
ベント
開催記念講演会

古墳時代の明石川流域を中心とした遺跡に関する講演会 11月26日
明石市立
文化博物館

明石市教育委員会 無料
明石市教育委員会地域連携課
078-918-5057

明石市 ①
「発掘された明石の歴史展」関連イ
ベント
遺跡見学バスツアー

古墳時代の明石川流域を中心とした遺跡をバスで巡る 11月27日
市内・
神戸市各所

明石市教育委員会
明石市教育委員会地域連携課
078-918-5057

明石市 ③
みなくる（明石市子ども図書館）人
形劇公演

開館3周年記念イベント。マリオネット人形劇を行う 11月20日
みなくる
(明石市子ども図書
館)

明石市子ども図書館 無料
明石市子ども図書館
078-918-5623

明石市 ① 秋のオープンデー 施設を開放し、自然の家の活動を紹介するとともに、理解を深める。 10月30日
明石市立
少年自然の家

明石市立
少年自然の家

無料
明石市立
少年自然の家
078-947-6181

明石市 ②③ 王子フェスタ オープンスクールと地域の祭りをコラボレーションした地域のお祭りです。 11月12日 王子小学校
王子地域作り推進協議会
王子小学校

無料  明石市立王子小学校078-918-5465

明石市 ① 秋のDVD上映会
アジアにある雄大な自然を子どもたちにも知ってもらおう。「ユネスコ世界自
然遺産アジア編」上映及び会場内での関連資料の展示

10月23日
明石市立図書館2階
セミナー室

明石市立図書館 無料
明石市立図書館
資料係
078-918-5800

明石市 ① 幼稚園ウィーク オープンスクール等の開催 11月14日～20日 幼稚園 幼稚園 魚住幼稚園

明石市 ② 音楽会 各学年による音楽会 11月30日 幼稚園 幼稚園 魚住幼稚園

明石市 ①② 地域探検
地域の方や保護者と一緒に地域の仏閣・公園等地域に出かけ、地域の仏閣
などの由来や宝物を見聞したり公園で遊んだりし、最終地点で衣川コミセン
サークルの方にお茶会をしていただく。

11月17日
林幼稚園～若宮神
社他～林コミセン

林幼稚園 林幼稚園078-9322-2608

明石市 ② 西っ子まつり 園児によるお店屋さんごっこ（参観、保育所交流） 11月14日, 15日 二見西幼稚園 二見西幼稚園 無料 二見西幼稚園

明石市 ① 食育劇 食育に関する劇の参観 11月16日 二見幼稚園 二見幼稚園 無料 二見幼稚園℡078-942-1304

明石市 ① 防災訓練 避難訓練、防災教室の参観 11月17日 二見幼稚園 二見幼稚園 無料 二見幼稚園℡078-942-1304

明石市 ① 子育て講演会 子育てに関する講演会に参加 11月25日 二見幼稚園 二見幼稚園 無料 二見幼稚園℡078-942-1304

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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明石市 ③ 二見合同文化祭 二見中校区文化祭に5歳児の絵画作品展示 11月3日 二見中武道館 二見地区コミセン 無料 西部文化会館

明石市 ① 子育て講演会 子育て講演会善野典子 11月15日 西部文化会館 西部文化会館 無料 西部文化会館

明石市 ② 地域交流(高齢者大学文化祭参加)
隣接する高齢者大学｢あかねが丘学園｣の文化祭で、隣接する松が丘幼稚
園・松が丘保育所と合同で歌を披露します。

11月11日 あかねが丘学園 あかねが丘学園 無料 朝霧幼稚園078-912-7080

明石市 ② 幼稚園ウィーク
オープンスクール、絵画展、店屋ごっこ、PTA親子人権ビデオ鑑賞などを通し
て、保育や園生活の様子を保護者及び地域の方に公開します。

11月14日～18日 朝霧幼稚園 朝霧幼稚園 無料 朝霧幼稚園078-912-7080

明石市 ③ 音楽鑑賞 ヘルマンハープの演奏を聴きます。 11月30日
朝霧幼稚園ドレミ
ホール

朝霧幼稚園 朝霧幼稚園078-912-7080

明石市 ①②
高校生地域貢献活動
ふれあい育児体験

「発達と保育」の授業の一環として地域の保育所を訪問し、保育実習等の体
験活動や交流活動を行う。

10月21日
明石市立中尾保育
所

県立明石清水高校 無料 明石清水高等学校078-947-1182

明石市 ①②
高校生地域貢献活動
花の回廊作戦

花を植えたプランターを学校や学校周辺のバス停前に設置し、生徒・保護
者・地域住民が参加する。

10月28日
県立明石清水高校
及びその周辺

県立明石清水高校 無料 明石清水高等学校078-947-1182

明石市 ② 公開授業 保護者・中学校教員・地域住民等を対象に授業を公開する。 11月4日～10日 県立明石清水高校 県立明石清水高校 無料 明石清水高等学校078-947-1182

明石市 ①③ 国際理解講演会
生徒・保護者・地域住民を対象に海外でのボランティア活動の体験の講演を
聴き、国際協力について考える。

11月11日 県立明石清水高校 県立明石清水高校 無料 明石清水高等学校078-947-1182

明石市 ①③
高校生地域貢献活動
異文化セミナー「料理教室」

生徒・保護者・地域住民を対象に、本校調理室にて、異文化セミナー「料理
教室」を行う。

12月13日 県立明石清水高校 県立明石清水高校 明石清水高等学校078-947-1182

明石市 ①②
高校生地域貢献活動
ふれあい育児体験

「発達と保育」の授業の一環として地域の保育所を訪問し、保育実習等の体
験活動や交流活動を行う。

12月14日
明石市立中尾保育
所

県立明石清水高校 無料 明石清水高等学校078-947-1182

明石市 ①②
高校生地域貢献活動
2年清掃ボランティア

2年生・保護者・地域住民が学校・学校周辺・通学路の清掃を行う。 12月20日
通学路及び　　学校
周辺

県立明石清水高校 無料 明石清水高等学校078-947-1182

明石市 ①②
高校生地域貢献活動
将棋教室

近隣の小学生から高齢者を対象に、将棋教室を行う。 12月23日 県立明石清水高校 県立明石清水高校 無料 明石清水高等学校078-947-1182

明石市 ②
高校生地域貢献活動
地域ふれあい実験講座

近隣の小学校を訪問し、生徒が小学校高学年に実験講座を行う。 12月下旬予定 魚住小学校 県立明石清水高校 無料 明石清水高等学校078-947-1182

明石市 ②
高校生地域貢献活動
小学校訪問

演劇部が近隣小学校を訪問し、クリスマス会において演劇を行い、交流を図
る。

12月下旬予定 魚住小学校 県立明石清水高校 無料 明石清水高等学校078-947-1182

明石市 ② 音楽会 学年ごとに歌や合奏を演奏し、保護者や地域の方に鑑賞していただく。 11月5日 体育館 明石市立和坂小学校 無料

明石市 ③ 連合音楽会 未定 11月10日 市民会館 無料

明石市 ② オープンスクール お店ごっこ遊びを中心に園内を自由見学 11月15日 大観幼稚園 明石市立人丸幼稚園

明石市 ② 絵本カフェ NPO法人絵本で子育て講演会 11月8日 鳥羽幼稚園 無料

明石市 ② 講演会 大学教授による子育て支援講演会 11月11日 鳥羽幼稚園 無料

明石市 ② オープンスクール
保護者、祖父母、地域の方に幼稚園の遊びを見ていただいたり、参加kして
いただく。

11月14日 鳥羽幼稚園 無料

明石市 ② いじめ防止啓発劇 いじめ対策課によるいじめ未然防止につながる人形劇 11月15日 鳥羽幼稚園 いじめ対策課 無料

明石市 ② 親子体操 フィールドオブユーの越智先生による親子体操 11月26日 鳥羽小学校体育館 無料

明石市 ② いずみ会 食育に関するお話と劇 11月30日 鳥羽幼稚園 無料

明石市 ③ 八木太鼓演奏 園児・保護者への演奏 10月27日 園庭 幼稚園

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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明石市 ②③ しまっこまつり お店屋さんごっこ、絵画展のオープンスクール 11月14日 幼稚園 幼稚園

明石市 ③ 和紙絵画一日入門教室
市民に和紙を使っての絵画づくりを体験してもらい、興味を深めてもらいま
す。

11月15日
明石市立江井島コ
ミュニティー・セン
ター

明石市立江井島コミュニ
ティー・センター

財田順子078-912-8667
受講料は無料、材
料費実費

明石市 ③ 錦城コミセン祭
当コミセンを利用して学習している仲間の発表会で、展示部門と舞台発表部
門に分かれて、日頃の成果を発表します。

10月22日, 23日
明石市立錦城コミュ
ニティー・センター

明石市立錦城コミュニティー・
センター

無料 財田順子078-912-8667

明石市 ③ 明石市民講座　ちぎり絵教室 市民に和紙ちぎり絵の学習機会を提供します。 11月18日, 25日
明石市立大久保北コ
ミュニティー・セン
ター

明石市立大久保北コミュニ
ティー・センター

財田順子078-912-8667
受講料は無料、材
料費実費

明石市 ③ 市民講座　ちぎり絵教室 市民に和紙絵画の学習機会を提供し、理解を深めてもらいます。 11月11日
明石市立谷八木コ
ミュニティー・セン
ター

明石市立谷八木コミュニ
ティー・センター

財田順子078-912-8667
受講料は無料、材
料費実費

西宮市 ① 臨床教育シンポジウム 児童虐待の現状、家族のかかわり、支援についてのシンポジウム 11月19日 武庫川女子大学
武庫川女子大学臨床教育学
研究科

無料
武庫川女子大学

教育研究所事務室

0798-45-3534

西宮市 ①④
映画「SWITCH」
上映会

武庫川女子大学短期大学部卒業生でJR福知山線脱線事故の被害者を紹介
した映画「SWITCH」の上映会とトークイベント

11月12日
武庫川女子大学公
江記念講堂

武庫川女子大学 無料

武庫川女子大学
広報室
0798-45-3533
http://www.mukogawa-u.ac.jp/

西宮市 ② 図工展
全校児童の図工作品を体育館に展示します。19日には学年別にアートワー
クショップも行う予定です。

11月17日～19日 北六甲台小学校 北六甲台小学校 無料 078-903-2800

西宮市 ② オープンスクール 授業参観と文化活動発表会の展示部門の見学です。 10月24日～28日 山口中学校 山口中学校 無料 078-904-0477

西宮市 ② 文化活動発表会 合唱コンクールとステージ発表の見学です。 10月28日 山口中学校 山口中学校 無料 078-904-0477

西宮市 ② １４０周年記念音楽会 創立１４０周年記念の音楽会と学校公開です。
音楽会

11月19日
山口小学校 山口小学校 無料 078-904-0490

西宮市 ② やまびこまつり ＰＴＡ・地域・学校による文化祭です。 10月22日 山口小学校 山口小学校 無料 078-904-0490

西宮市 ② にぎわい交流会
園児・保護者・保育所児・小学生・地域の方とのふれあい遊び、地域の伝統
的な踊りでの交流を行います。

10月29日 山口小学校 山口幼稚園 無料 078-904-3707

西宮市 ② 作品展 園児の作品の展示および親子ふれあい遊びを行います。
11月24日, 25日

山口幼稚園 山口幼稚園 無料 078-904-3707

西宮市 ② オープンスクール 授業参観と学習活動の発表、教科作品及び文化部作品の展示を行います。 10月24日～26日 塩瀬中学校 塩瀬中学校 無料 0797-61-0145

西宮市 ② 文化活動発表会・合唱コンクール １年～３年の合唱の発表及び文化部（吹奏楽部）等の発表を行います。 10月27日 いたみﾎｰﾙ 塩瀬中学校 無料 0797-61-0145

西宮市 ② 図工展 図工における学習の成果を、その展示により公開します。 11月18日, 19日 名塩小学校 名塩小学校 無料 0797-61-0624

西宮市 ② オープンデー 保育の公開を行います。 11月7日～9日 名塩幼稚園 名塩幼稚園 無料 0797-61-0952

西宮市 ② 親子で作ろう会（作品展） 作品展示を行い、また、親子で一緒に作品を作ります。 11月25日 名塩幼稚園 名塩幼稚園 無料 0797-61-0952

西宮市 ② 図工展
今年のテーマは「祭」。子どもたちの作品で体育館を「祭」の舞台へと演出し
ます。地域交流室には地域の方々の作品も展示しています。

11月17日～19日 東山台小学校 東山台小学校 無料 0797-61-3420

西宮市 ② なまぜフェスタ2011
園児・老人会・地域異年齢児保護者・在年児保護者がコーナーを出店し、一
緒に遊びます。

11月25日 生瀬幼稚園 生瀬幼稚園 無料 0797-84-9464

西宮市 ② 図工展
『いろはともだち(カラーフル)」～心のままに～をテーマに一人一人が作品づ
くりに取り組み、展示します。

11月24日～26日 生瀬小学校 生瀬小学校 無料 0797-86-4601

西宮市 ② オープンスクール 朝の会から４校時終了時まで学校生活を公開します。 11月26日 生瀬小学校 生瀬小学校 無料 0797-86-4601

西宮市 ② 香櫨園浜・御前浜探検
3年生児童が、チーム里浜づくりの方々、保護者とともに香櫨園浜・御前浜へ
出かけ、海辺の野鳥観察や浜のごみ拾い等をします。

10月中旬
香櫨園浜
御前浜

香櫨園小学校 無料 0798-22-1030

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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西宮市 ② 図工展 「彩り」をテーマに全校生の図画工作の作品を体育館に集めて展示します。 11月21日～23日 香櫨園小学校 香櫨園小学校 無料 0798-22-1030

西宮市 ② 音楽会
創立80周年記念音楽会です。"学年の発達段階に応じた合唱・合奏を披露し
ます。お楽しみください。"

11月26日 津門小学校 津門小学校 無料 0798-22-2286

西宮市 ② 作品展 園児・親子制作・未就園児の作品を展示します。
11月23日
～24日

用海幼稚園 用海幼稚園 無料 0798-23-8312

西宮市 ② 作品展 遠足での体験をもとに造形活動に造形活動に取り組みます。 11月24日, 25日 今津幼稚園 今津幼稚園 無料 0798-26-0845

西宮市 ② オープンデー 1日の園児の様子を参観してもらうことが出来ます。 11月7日, 8日 春風幼稚園 春風幼稚園 無料 0798-26-6152

西宮市 ②
にぎわい事業　　地域の青少年健
全育成大会

小学生や中学生とともにファミリーコンサートに参加します。 12月4日 上甲子園中学校 春風幼稚園 無料 0798-26-6152

西宮市 ②
マリナコンサート
プラス

各学年による器楽演奏と合唱を体育館で披露し、図工作品をランチルームと
廊下に展示します。

11月19日 西宮浜小学校 西宮浜小学校 無料 0798-32-0251

西宮市 ② あいさつフェスタ
幼保小中連携教育推進委員会主催のイベントで、西宮浜地域にあいさつを
広げようと、様々な催しが企画されています。

12月3日 西宮浜小学校 西宮浜小学校 無料 0798-32-0251

西宮市 ②
マリナコンサート
フェア

合唱コンクールを中心に、MJO〔ジャズバンド）の演奏などもあります。 10月29日 西宮浜中学校 西宮浜中学校 無料 0798-32-0260

西宮市 ② マリナワーク
小学校と合同で地域清掃を行います。
（現在計画段階です。）

11月29日で調整中
校区内の学校周辺
地域

西宮浜中学校 無料 0798-32-0260

西宮市 ② 文化活動発表会 合唱コンクールとステージ発表、教科展示などの取り組みを発表します。 10月28日 上甲子園中学校 上甲子園中学校 無料 0798-33-0621

西宮市 ② 図工展
あふれる思いゆめいっぱいをテーマに表現すること、鑑賞することを通して
主体的に感じ取る豊かな心をはぐぐむことを目指します。

11月17日～19日 浜脇小学校 浜脇小学校 無料 0798-33-0668

西宮市 ② オープンスクール（学校公開）
日頃のさまざまな学校教育活動を見たり、参加することで一層の理解と支援
をえる機会とします。

11月18日 浜脇小学校 浜脇小学校 無料 0798-33-0668

西宮市 ② 図工展
児童の制作した作品を展示し、保護者・地域の方々に鑑賞していただきま
す。この日は授業参観も行います。

11月19日 用海小学校 用海小学校 無料 0798-33-0760

西宮市 ② 幼稚園ウィーク プチ行事を盛り込み、日頃の幼稚園生活を公開します。 10月17日～21日 浜脇幼稚園 浜脇幼稚園 無料 0798-33-0835

西宮市 ② 作品展 作品展示と作った物を使って、一緒に遊ぶ体験をします。 11月24日, 25日 浜脇幼稚園 浜脇幼稚園 無料 0798-33-0835

西宮市 ② 人権教育授業参観・懇談 各学年、人権教育の授業参観と懇談会を実施します。
10月5日；高学年･10

月6日；低学年
今津小学校 今津小学校 無料 0798-33-0923

西宮市 ② 学校公開・図工展
学校の様子、児童の様子を保護者、地域の方々に公開します。同時に図工
展を開催し、造形表現の成果を発表します。

11月19日 今津小学校 今津小学校 無料 0798-33-0923

西宮市 ② 文化祭校内展示週間
文化活動発表会の校内に生徒達の作品を展示、学校公開を実施します。玄
関ホールで見学者名簿に記帳して頂いて、自由に見学して頂けます。

10月20日～26日 浜脇中学校 浜脇中学校 無料 0798-34-2345

西宮市 ②
文化活動発表会（合唱コンクール・
ステージ発表会）

各学年の合唱コンクール･ステージ発表会「吹奏楽部・バトン部・放送部・合
唱部・全校合唱・中学生の主張」他を実施します。

10月28日
西宮市民会館アミ
ティホール

浜脇中学校 無料 0798-34-2345

西宮市 ② もちつき大会 PTAが中心となって計画し、子どもたちに体験の機会をつくっていきます。 12月16日 西宮養護学校 西宮養護学校 無料 0798-34-6551

西宮市 ② 第６５回文化活動発表会 合唱コンクール、吹奏楽部演奏、PTAコーラス、Jハープ演奏他を行います。 11月4日
西宮市民会館アミ
ティホール

今津中学校 無料 0798-34-6622

西宮市 ② オープンデー（幼稚園ウィーク)
登園から降園までの幼稚園の一日を地域や保護者にすべて公開します。参
観してもらったり、一緒に遊んでもらったりします。

9月12日～14日 あおぞら幼稚園 あおぞら幼稚園 無料 0798-35-8086

西宮市 ② 八幡神社子どもみこし 地域の保育所も共にみこしをひいて地域をねり歩きます。 未定 八幡神社周辺 あおぞら幼稚園 無料 0798-35-8086
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西宮市 ② 図工展・オープンスクール 全校生の図画工作の作品を体育館に展示します。
11月17日～19日

(オープンスクールは
19日午前中のみ)

安井小学校 安井小学校 無料 0798-36-1422

西宮市 ② 読書集会
図書ボランティアの皆様による読み聞かせや人形劇等で、本への関心を高
めます。

10月28日 高須小学校 高須小学校 無料 0798-40-1300

西宮市 ② 音楽会
合奏や合唱、音楽劇を鑑賞し、それぞれのよさや美しさを感じていただきま
す

11月23日 高須小学校 高須小学校 無料 0798-40-1300

西宮市 ② 第16回　音楽会
学年ごとに合唱と合奏を発表します。これまでの音楽学習の成果をお楽しみ
ください。

11月19日 高須西小学校 高須西小学校 無料 0798-41-1950

西宮市 ② 作品展
秋の遠足での体験や身近な自然に触れた遊びを基に、伸び伸びと描いた絵
やグループやあるいはクラスで共同で製作したものを遊戯室に展示し、保護
者や地域の人たちに観賞をしてもらう。

11月21日保護者向け
11月22日地域向け

浜甲子園幼稚園 浜甲子園幼稚園 無料 0798-41-4032

西宮市 ② にぎわい
鳴尾東幼稚園、鳴尾東保育所、鳴尾保育所の4・5才児と鳴尾東小学校の1
年生が集い、ゲームやつながり遊びを通してふれあう機会としています。

10月25日 鳴尾東小学校 鳴尾東幼稚園 無料 0798-41-4542

西宮市 ② オープンデー
保護者や地域の方々に、日頃の幼稚園の保育を参観していただき、幼児教
育への理解を図る機会としています。

11月1日, 2日 鳴尾東幼稚園 鳴尾東幼稚園 無料 0798-41-4542

西宮市 ②
作品展
幼稚園オープンデー

作品展と保育の公開をします。
11月24日, 25日

オープンデーは11月
25日

鳴尾北幼稚園 鳴尾北幼稚園 無料 0798-41-6349

西宮市 ② オープンスクール 学校の１日の様子をPTA、地域関係者に一週間公開します。 10月3日～7日 高須中学校 高須中学校 無料 0798-43-0461

西宮市 ② 合唱コンクール・文化活動発表会
各学年合唱コンクール、英語暗唱代表発表、スポーケン派遣報告、中学生
の主張大会代表発表、ステージ枠グループ発表、吹奏楽部演奏を行いま
す。

10月28日
午前中合唱コンクー
ルのみ、なるお文化
ホール

高須中学校 無料 0798-43-0461

西宮市 ② ディベート講演会
コミュニケーション能力の育成を目的に、論理的に話すことの意味とそれに
必要なことについて講演してもらいます。1年生対象に実施します。保護者も
参加できます。

11月30日 県立西宮南高校 県立西宮南高校 無料 0798-45-2043

西宮市 ② 作品展 制作物の展示や、それを使った園児の遊びを公開します。 11月29日, 30日 南甲子園幼稚園 南甲子園幼稚園 無料 0798-46-1608

西宮市 ② 造形活動参観日

今年度の遊びのテーマに沿って、園児がいろいろな素材を使って個人・グ
ループで制作活動した作品展示をします。また、展示するだけでなくその作
品を使って親子・異年齢児・保育所児と遊びます。

11月25日 小松幼稚園 小松幼稚園 無料 0798-46-4087

西宮市 ② みんなで音楽を楽しもう！
園児の歌、楽器の演奏を鑑賞していただくだけでなく、保護者有志の出演や
プロの音楽家による演奏も予定しています。この日一日音楽を楽しみます。

12月16日 小松幼稚園 小松幼稚園 無料 0798-46-4087

西宮市 ② 学校公開・人権参観
地域・保護者の皆様に学校の普段の様子を公開するとともに、「人権」の授
業参観を行い、人権教育についての理解を深めていただきます。

10月19日, 20日 南甲子園小学校 南甲子園小学校 無料 0798-47-0010

西宮市 ② 図工展
日頃の授業の成果の発表をします。楽しい展示方法を取り入れ、参加するす
べての人が、造形の楽しさを味わえるよう工夫します。

11月14日～19日 南甲子園小学校 南甲子園小学校 無料 0798-47-0010

西宮市 ② オープンスクール
保護者の方々に学校の様子【授業、フレンズ活動(縦割り活動）、遊び等】の
様子を見ていただきます。

10月26日 小松小学校 小松小学校 無料 0798-47-0051

西宮市 ② コマツフェアー（図工展）
［ｐｏｗｅｒｏｆｃｈｉｌｄｒｅｎ］のテーマで児童自身の資質や能力を引き出し、作品を
作り、他者や社会にメッセージを発信します。

11月17日～19日 小松小学校 小松小学校 無料 0798-47-0051

西宮市 ② 図工展
テーマは「見てワクワクさわってドキドキ遊びの世界」です。土曜日に親子鑑
賞タイムを予定しています。

一般公開
11月18日, 19日

鳴尾小学校 鳴尾小学校 無料 0798-47-0130

西宮市 ② 文化活動発表会
文化的教育活動の成果を発表する場です。今年度より文化部のステージ発
表と展示発表を分けます。ステージ発表は１日で行い、展示発表は展示発
表週間という形で見ていただきます。

ステージ発表
10月28日
展示発表

10月24日～28日

学文中学校 学文中学校 無料 0798-47-0768

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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西宮市 ② 合唱コンクール
日頃の合唱への取り組みの成果を発表する場です。各学年自由曲と課題曲
を披露します。

11月5日
西宮市民会館アミ
ティホール

学文中学校 無料 0798-47-0768

西宮市 ② オープンスクール

地域の方々や、保護者に広く教育活動を参観し、理解を深めてもらうための
取り組みです。開催している間は、授業だけでなく朝学活からクラブまで見て
いただいても良い形で、学校公開をしております。ただし、２８日と５日は行事
を見ていただくことになります。

10月24日～11月5日
西宮市立学文中学
校及び西宮市民会
館アミティホール

学文中学校 無料 0798-47-0768

西宮市 ②
合唱コンクール
文化活動発表会

午前中は合唱コンクール、午後はステージ発表を行います。 10月29日
西宮市民会館アミ
ティホール

鳴尾中学校 無料 0798-47-0976

西宮市 ② オープンスクール 各教科の授業、クラブ活動など１週間学校を公開します。 11月14日～18日 鳴尾中学校 鳴尾中学校 無料 0798-47-0976

西宮市 ② 文化活動発表会（展示の部）
各教科の展示による学習発表や文化部の作品や地域・保護者の作品の展
示発表の予定です。

10月21日 浜甲子園中学校 浜甲子園中学校 無料 0798-47-1012

西宮市 ② 音楽会
音楽の学習の成果を発表したり、鑑賞したりすることで、ともに楽しみ励まし
あう心を育成します。

11月19日 鳴尾北小学校 鳴尾北小学校 無料 0798-47-1051

西宮市 ② 図工展 描いたり・つくったりする楽しさを味わおう。 11月26日 鳴尾東小学校 鳴尾東小学校 無料 0798-47-1073

西宮市 ② オープンスクール 朝の読書タイムから終わりの会まで、1日の学校生活をすべて公開します。 10月31日 春風小学校 春風小学校 無料 0798-47-1635

西宮市 ② 音楽会 日頃の音楽学習の成果を発表します。 11月19日 春風小学校 春風小学校 無料 0798-47-1635

西宮市 ② 授業公開 中学生の保護者を対象に1・2年生の授業を公開します。 10月25日 西宮東高等学校 西宮東高等学校 無料 0798-47-6013

西宮市 ②
学校説明会
数理・人文コース合同説明会

中学校3年生と保護者を対象に学校説明会（午前）と数理・科学コースと人
文・社会科学コースの合同説明会（午後）を実施します。学校説明会と学校
施設の見学があります。

11月12日
西宮東高校
ホール

西宮東高等学校 無料 0798-47-6013

西宮市 ②
木曜講座（市民向
け講座）

｢カタツムリが陸に上がったとき」というテーマで西宮市貝類館研究員による
講演があります。

12月8日
西宮東高校
ホール

西宮東高等学校 無料 0798-47-6013

西宮市 ②
木曜講座（市民向
け講座）

「おひさまと虫」というテーマで伊丹市昆虫館館長による講演があります。 12月15日
西宮東高校
ホール

西宮東高等学校 無料 0798-47-6013

西宮市 ② オープンスクール
午前中は、オリエンテーリングを行い、地域の方々に各ポイントを運営して頂
き、子どもたちがめぐっていきます。午後は、授業参観を行います。

10月21日 甲子園浜小学校 甲子園浜小学校 無料 0798-47-7150

西宮市 ② 図工展
子どもの内面や感情を様々な素材や方法で表現します。テーマは「図工の基
本は『みる』ことだ！」です。

11月24日～26日 甲子園浜小学校 甲子園浜小学校 無料 0798-47-7150

西宮市 ② 文化活動発表会 合唱コンクールと文化部の発表です。 10月30日
西宮市民会館アミ
ティホール

真砂中学校 無料 0798-48-3803

西宮市 ② 地域清掃 甲子園浜、今津浜公園の清掃をします。 11月30日
甲子園浜
今津浜公園

真砂中学校 無料 0798-48-3803

西宮市 ② 絵本の読み聞かせ
公民館と共催の幼児教育講座です。ピアノ担当の麻本さんと読み聞かせ担
当の来栖さんのコンビで絵本の世界に運んで下さいます。子ども対象に後、
保護者向けの読み聞かせもお願いしています。

10月14日 高須西幼稚園 高須西幼稚園 無料 0798-48-4121

西宮市 ②
伝承遊びに親しもう（独楽名人と遊
ぼう）

独楽名人を招き、日本・世界各地の珍しい独楽を楽しい解説をまじえながら
回して頂きます。その後、子どもたちの手に合ったいろいろな独楽を実際に
回して遊びます。

12月2日 高須西幼稚園 高須西幼稚園 無料 0798-48-4121

西宮市 ② オープンスクール 各教科の授業、クラブ活動など、4日間、学校を公開します。 10月17日～21日 鳴尾南中学校 鳴尾南中学校 無料 0798-49-5204

西宮市 ② 文化活動発表会 合唱コンクール・理科部発表・吹奏楽部発表などを行います。 10月21日 なるお文化ﾎｰﾙ 鳴尾南中学校 無料 0798-49-5204

西宮市 ②
ようちえんにおいＤＡＹ（オープン
デー）

地域に園を開き、保育参観や保育参加を通して幼稚園を知ってもらう機会と
しています。

11月7日 上ヶ原幼稚園 上ヶ原幼稚園 無料 0798-51-2700

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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西宮市 ② 作品展
園児の作った作品を展示し、保護者や未就園児、地域の方々を案内したり、
見ていただいたりします。

11月26日～30日 上ヶ原幼稚園 上ヶ原幼稚園 無料 0798-51-2700

西宮市 ② 音楽会 子どもたちが心を一つにして練習に励んだ成果を披露します。 11月19日 甲東小学校 甲東小学校 無料 0798-51-6677

西宮市 ② 甲東の米づくり
5年生児童が、地域のみなさまにご指導いただき、稲刈り、なわない・リース
作り、餅つきを行います。

10月11日
(稲刈り)

11月25日
(なわない･リース作り)

12月16日
(餅つき)

ふれあい水田（稲刈
り）

甲東小学校 無料 0798-51-6677

西宮市 ②
甲陵ってこんなとこ
～まるっと＠KORYOコンサート～

本校の教育連携協議会と学校の主催でコンサートを行います。出演は本校
の合唱部・吹奏楽部・卒業生・地域の大学生です。

10月22日 甲陵中学校 甲陵中学校 無料 0798-51-6781

西宮市 ② 図工展
「ゆめの町、みつけた！」をテーマに、全校生の図画工作の作品を体育館
いっぱいに展示します。

11月17日～19日 上ヶ原小学校 上ヶ原小学校 無料 0798-51-7554

西宮市 ② オープンスクール 図工展の開催に併せて、子どもたちの学習や生活の様子を公開します。 11月19日 上ヶ原小学校 上ヶ原小学校 無料 0798-51-7554

西宮市 ② 図工展
「段上ファンタジー２０１１―空想力をはたらかせて―」をテーマに、個々の自
由な発想を生かした作品空間を創ります。

11月17日～19日 段上小学校 段上小学校 無料 0798-51-7995

西宮市 ② 神戸女学院高等学部との交流会 郷土部が舞台発表し、交流をはかります。 11月26日 神戸女学院 友路会 無料 0798-51-8570

西宮市 ② 音楽会 「伝え合おう！響き合おう！」をテーマに、音楽学習の成果を発表します。 11月23日 上ヶ原南小学校 上ヶ原南小学校 無料 0798-52-3864

西宮市 ②
にぎわい事業「にぎわい交流会～
伝承遊びを楽しもう～」

新甲東保育園、地域老人クラブ、青愛協の方々と伝承遊びを通しての交流
会をします。

10月24日 門戸幼稚園 門戸幼稚園 無料 0798-52-5447

西宮市 ② 作品展 園児の作品を見てもらったり、制作したものを使って一緒に遊んだりします。 11月28日 門戸幼稚園 門戸幼稚園 無料 0798-52-5447

西宮市 ② 学校公開 授業や部活などの様子を公開します。 10月24日～28日 上ヶ原中学校 上ヶ原中学校 無料 0798-52-8410

西宮市 ② 合唱コンクール クラスごとに合唱します。 10月31日
西宮市民会館アミ
ティホール

上ヶ原中学校 無料 0798-52-8410

西宮市 ② 音楽会
「ひびけ歌声、ひろがれ友の輪」をテーマに、1年生から6年生が日頃の音楽
学習の成果を発表します。

11月19日 段上西小学校 段上西小学校 無料 0798-53-0560

西宮市 ② 平木フェスタ 音楽会を行います。 11月19日 平木小学校 平木小学校 無料 0798-64-4000

西宮市 ② 収穫感謝祭
地域在住の農家の方の協力により、校内の田んぼで米作りを行い、収穫し
たお米を食べ、命の尊さを学びます。

11月 平木小学校 平木小学校 無料 0798-64-4000

西宮市 ②
オープンスクール
授業参観

保護者や地域の方に１日学校を公開する週間です。教育診断アンケートへ
の参考としてもらいます。

10月17日～21日 甲武中学校 甲武中学校 無料 0798-64-5015

西宮市 ② 文化発表会
合唱コンクール、オアシス学級の人形劇、ＰＴＡコーラス、吹奏楽部演奏など
を行います。

11月3日
西宮市民会館アミ
ティホール

甲武中学校 無料 0798-64-5015

西宮市 ② 作品展　地域交流会 園児が作った絵画制作の作品を展示します。 11月28日 瓦木幼稚園 瓦木幼稚園 無料 0798-64-5017

西宮市 ② 人権参観・懇談会 人権学習の授業公開と懇談会を実施します。 10月19日, 20日 深津小学校 深津小学校 無料 0798-64-7241

西宮市 ② 図工展 図工作品の展示を行います。 11月18日, 19日 深津小学校 深津小学校 無料 0798-64-7241

西宮市 ② 合唱コンクール・文化活動発表会 各学年の合唱コンクールと生徒会や文化部のステージ発表を行います。 10月26日 西宮東高校ホール 深津中学校 無料 0798-64-7251

西宮市 ② オープンスクール 学校の様子を自由に見ていただきたいと思います。 11月7日～11日 深津中学校 深津中学校 無料 0798-64-7251

西宮市 ② にぎわい事業
本園と近隣の幼稚園・保育所が交流します。白寿会・保護者のボランティア
の協力して頂いて行います。

10月20日 高木公園 高木幼稚園 無料 0798-65-0055

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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西宮市 ② オープンデー 一日幼稚園公開、にぎわい事業も合わせて行います。 10月19日, 20日 高木幼稚園 高木幼稚園 無料 0798-65-0055

西宮市 ② オープンスクール １週間、学校を公開します。 11月2日～11日 平木中学校 平木中学校 無料 0798-65-4500

西宮市 ② 朝の声かけ運動 朝校門で登校生徒に対し、声かけをします。 11月7日～11日 平木中学校 平木中学校 無料 0798-65-4500

西宮市 ② 合唱コンクール、文化活動発表会
１日目は各学級の合唱と展示鑑賞です。２日目は体育館でステージ発表で
す。

11月28日, 29日 平木中学校 平木中学校 無料 0798-65-4500

西宮市 ② 一日学校公開
児童の1日の学校生活【朝の読書タイム～5校時終了終わりの会まで】を参
観していただきます。5校時に「なかよしアート活動」として東日本大震災の復
興を願う作品を全校生でつくります。

10月19日 瓦林小学校 瓦林小学校 無料 0798-65-6503

西宮市 ② 図工展 造形活動の成果を展示します。 11月16日～19日 瓦林小学校 瓦林小学校 無料 0798-65-6503

西宮市 ② 図工展 各学年の平面作品と立体作品を展示します。 11月24日～26日 樋ノ口小学校 樋ノ口小学校 無料 0798-65-6558

西宮市 ② 学校公開
朝の会から終わりの会までの午前中の学校の様子を保護者・地域に公開し
ます。

11月26日 樋ノ口小学校 樋ノ口小学校 無料 0798-65-6558

西宮市 ② 図工展 日頃の図工学習の成果を体育館に展示します。 11月19日 上甲子園小学校 上甲子園小学校 無料 0798-67-1518

西宮市 ② オープンスクール
朝の会から終わりの会まで学校公開します。また、４校時には市教委より講
師をお招きして、高校入試に関する講話を保護者対象にしていただきます。

11月5日 高木小学校 高木小学校 無料 0798-67-2567

西宮市 ② 図工展
言語活動の充実、伝統や文化に関する教育の充実から、テーマを「物語の
世界」として、言葉を大切にした作品を展示します。

11月14日～19日保護
者鑑賞日18日, 19日

高木小学校 高木小学校 無料 0798-67-2567

西宮市 ② 図工展

「輝く息が聞こえる島カワパゴス」ある日、瓦木小学校の体育館が、カワパゴ
ス島になっていました。この島を訪れた探検隊の船や、そこに住んでいる先
住民の壁画、生息している動物や植物などの作品から輝く息が聞こえてきま
す。

11月18日～19日 瓦木小学校 瓦木小学校 無料 0798-67-3500

西宮市 ② 合唱コンクール・文化発表会
午前中は全学年の合唱コンクール。午後は文化部のステージ発表を中心に
行います。

10月26日
西宮市民会館アミ
ティホール

瓦木中学校 無料 0798-67-8440

西宮市 ② 文化発表会（展示の部）
一定期間一部教室を学習作品、文化部、PTA作品等の展示に使用し、公開
します。

10月25日～28日26日
除く

瓦木中学校 瓦木中学校 無料 0798-67-8440

西宮市 ② 学習発表会 校内合唱コンク－ルと吹奏楽部の演奏など多彩な文化行事の発表会です。 11月2日
西宮市民会館アミ
ティホール

苦楽園中学校 無料 0798-71-0170

西宮市 ② 文化活動発表会（ステージの部）
午前は合唱コンクール午後は英語暗唱・中学生の主張大会の発表・文化部
の発表等を予定しています。

10月24日 なるお文化ﾎｰﾙ 浜甲子園中学校 無料 0798-71-0170

西宮市 ② 学校説明会 教育課程、進路状況、施設等を紹介します。 11月1日 県立西宮北高校 県立西宮北高校 無料 0798-71-1301

西宮市 ② 公開授業 地域の人々に広く授業を公開します。 11月1日 県立西宮北高校 県立西宮北高校 無料 0798-71-1301

西宮市 ② 学校公開・ふれあい講演会 授業公開と保護者や地域のみなさまとふれあい講演会を実施します。 10月15日 夙川小学校 夙川小学校 無料 0798-72-1266

西宮市 ② 音楽会 音楽学習の総合的な発表をします。 11月19日 夙川小学校 夙川小学校 無料 0798-72-1266

西宮市 ②
ふれあい図工展＆オープンスクー
ル

震災時に避難所としてお世話になった大社小へのお礼として始まりました。
隔年実施の図工展の時に、芸術好きの地域の人達が参加して作品を展示し
ます。

11月16日～19日
オープンスクールは

11月19日
大社小学校 大社小学校 無料 0798-72-2274

西宮市 ② 大社っ子遊びの広場
全校生の縦割り集団、地域や保護者の方々が、遊びのコーナーを作ります。
昔懐かしい伝統的な遊びや工夫を凝らした遊びなどがあります。子どもたち
は交代で様々な遊びを楽しむことができます。

12月9日 大社小学校 大社小学校 無料 0798-72-2274

西宮市 ② 賑わい事業　“みんなで遊ぼう会”
私立幼稚園・公立幼稚園・保育所・地域の未就園児が地域の方の協力を得
て楽しく遊びます。

10月18日 北夙川体育館 夙川幼稚園 無料 0798-72-2951

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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西宮市 ② オープンデー
登園から降園までの幼稚園の一日を保護者や地域に公開し、一緒に遊んで
もらったり、参観してもらったりします。

10月27日, 28日 夙川幼稚園 夙川幼稚園 無料 0798-72-2951

西宮市 ② 作品展
２４日は園児が保護者を案内したり、親子制作したりします。２５日は未就園
児と一緒に案内をしたり、遊んだりします。午後は両日とも４時まで公開して
います。

11月24日, 25日 越木岩幼稚園 越木岩幼稚園 無料 0798-72-4499

西宮市 ② 子育て講演会
毎年地域の後援をいただいて、講演会を行っています。今年は、（仮題）「子
どもの歯について」おかもとこども矯正歯科クリニック；岡本篤剛先生のお話
を聞きます。

11月9日 越木岩公民館 越木岩幼稚園 無料 0798-72-4499

西宮市 ② 図工展
児童が感じたこと、考えたこと、工夫したこと、想像したことなどを力いっぱい
表現した作品を展示しています。

11月17日～19日 神原小学校 神原小学校 無料 0798-72-9801

西宮市 ② 音楽会
各学年が楽器や歌の発表を行います。またそれに併せて学校公開を行いま
す。

11月17日～19日 苦楽園小学校 苦楽園小学校 無料 0798-72-9803

西宮市 ② 人権参観・懇談会 人権学習の授業参観と懇談会を実施します。
10月19日低学年･特
別支援学級･10月20

日高学年
甲陽園小学校 甲陽園小学校 無料 0798-73-4671

西宮市 ② 音楽会
「響かせようハーモニー一人ひとりが輝く器楽活動」をテーマに、各学年・学
級の演奏を2部に分けて行います。

11月19日 甲陽園小学校 甲陽園小学校 無料 0798-73-4671

西宮市 ② 文化活動発表会
合唱コンクールと吹奏楽部や生徒会、特別支援学級生徒等によるステージ
発表を実施します。

10月20日
西宮市民会館アミ
ティホール

大社中学校 無料 0798-73-5391

西宮市 ② 地域ふれあい清掃
地域の方々と生徒会役員を中心とするボランティア生徒で、阪急夙川駅北側
の夙川公園周辺を清掃します。

未定
例年

12月22日

阪急夙川駅北側の
夙川公園周辺

大社中学校 無料 0798-73-5391

西宮市 ② オープンデー 園公開です。 10月21日～24日 大社幼稚園 大社幼稚園 無料 0798-74-4051

西宮市 ②
にぎわい「みんなあつまれ遊びの広
場」

幼稚園・保育所・小学校との連携です。 10月19日 大社小学校体育館 大社幼稚園 無料 0798-74-4051

西宮市 ② 学校公開・人権授業参観
低学年と高学年の二日に分けて、人権の授業を公開し参観していただきま
す。

10月27日, 28日 広田小学校 広田小学校 無料 0798-74-4213

西宮市 ② 音楽会
授業で取り組んできた楽器演奏や合唱を２年に一度、音楽会で保護者に発
表します。

11月19日 広田小学校 広田小学校 無料 0798-74-4213

西宮市 ② 松柏講座
「諦めなければ夢はかなう」講師北京オリンピック銅メダリスト朝原宣治氏で
す。定員は200名申し込みが必要です。

11月15日
西宮高等学校小講
堂

西宮高等学校 無料 0798-74-6711

西宮市 ②
学校説明会　グローバル・サイエン
ス科説明会

中学校3年生と保護者を対象に学校説明会とＧＳ科説明会を行います。施設
やクラブ活動の見学があります。

11月13日
西宮高等学校小講
堂

西宮高等学校 無料 0798-74-6711

西宮市 ② 音を楽しむ会 学年ごとに合唱と合奏を披露します。 11月26日 北夙川小学校 北夙川小学校 無料 0798-74-7009

西宮市 ③
第26回兵庫県学ぶ高齢者のつどい
中央大会作品展

兵庫県内の高齢者大学等で学ぶ高齢者による作品展です。 11月25日 フレンテ西宮４、５階
兵庫県、公益財団法人兵庫県
生きがい創造協会　他

無料 http://www.h-ikigai.com/ikigai/

西宮市 ② オープンスクール
授業の様子をご覧いただくことによって本校の教育活動についての理解啓
発を図ります。

11月2日～4日
県立阪神
特別支援学校

県立阪神
特別支援学校

無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~hanshin-sn/

西宮市 ② 学校説明会
中学生とその保護者を対象に学校の教育方針、教育活動などを説明しま
す。

10月15日 県立西宮今津高校 県立西宮今津高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~imazu-hs/

西宮市 ② 学校説明会
中学生とその保護者を対象に学校の教育方針、教育活動などを説明しま
す。

11月5日 県立西宮今津高校 県立西宮今津高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~imazu-hs/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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西宮市 ② 課題研究発表会
2年間かけて研究してきた内容を、各部門の代表者が全校生、地域の人々
の前で発表します。

11月11日 県立西宮今津高校 県立西宮今津高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~imazu-hs/

西宮市 ② 地域貢献事業卓球交流会
卓球のプロコーチを招いて、本校生、地域の中学生に対して講義と実技指導
を行います。

11月19日 県立西宮今津高校 県立西宮今津高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~imazu-hs/

西宮市 ②
アートで地域を応援する「こと」づくり
授業

本校生が、商店街で地域住民が参加できる「できごと」を企画します。 11月19日～(3週間)
西宮市網引町新甲
子園商店街

県立西宮今津高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~imazu-hs/

西宮市 ② 学校説明会
中学生とその保護者を対象に学校の教育方針、教育活動などを説明しま
す。

12月3日 県立西宮今津高校 県立西宮今津高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~imazu-hs/

西宮市 ② 地域貢献事業体操教室 本校生とともに、地域の小中学生に体操を教えています。 毎週土日 県立西宮今津高校 県立西宮今津高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~imazu-hs/

西宮市 ② 学校公開デー
県立特別支援学校において本県の事業として行われている「ＹＵ・らいふ・サ
ポート事業」の一環として、本校の保育及び作品展を多くの方々に公開し、
聴覚障害児教育に対する理解啓発を図ります。

10月30日
県立こばと聴覚特別
支援学校

県立こばと聴覚特別支援学校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~kobato-ro/

西宮市 ③ 香風祭 舞台、展示、模擬店等の文化的発表を行います。 11月6日 県立西宮香風高校 県立西宮香風高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~kofu-hs/

西宮市 ② 参観ウイーク ２日間授業を公開します。 11月14日, 15日 県立西宮香風高校 県立西宮香風高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~kofu-hs/

西宮市 ②
学力向上プロジェクト研究発表講演
会

本校の学力向上プロジェクト研究発表会の特別企画として、梶田叡一先生
（環太平洋大学学長）をお迎えして講演会を実施します。

11月10日(木) 県立鳴尾高等学校 県立鳴尾高等学校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~naruo-hs

時間・内容等詳細
は、9月下旬に本
校ＨＰで連絡しま
す。

西宮市 ② 音楽科説明会
秋の欧州研修旅行や内外の各コンクールでの活躍など、来年30周年を迎え
る音楽科の入試説明と学科の紹介をします。

10月22日 県立西宮高校 県立西宮高校 無料 http://www.hyougo-c.ed.jp/^kennishi

西宮市 ② 全校人権集会
人権尊重・男女共生の生き方と社会の実現のため、若い世代でも問題に
なっているデートＤＶの講演会を開催します。

10月26日 県立西宮高校 県立西宮高校 無料 http://www.hyougo-c.ed.jp/^kennishi

西宮市 ② 学校説明会
92年の歴史を誇る本校は、今年から単位制になりました。教育課程や教育
活動の説明と学校紹介をします。

11月3日 県立西宮高校 県立西宮高校 無料 http://www.hyougo-c.ed.jp/^kennishi

西宮市 ①③
特集展示「巡礼と石仏―甲山八十
八ヶ所」

市内甲山神呪寺の「ミニ」八十八か所と神呪寺への巡礼道を企画展として紹
介します。

9月6日～10月30日
西宮市立
郷土資料館

西宮市立郷土資料館 無料
http://www.nishi.or.jp
0798-33-1298

西宮市 ①③ 歴史ハイキング 市内を通る西国街道から甲山大師道をたどります。 10月22日 市内 西宮市立郷土資料館 無料
http://www.nishi.or.jp
0798-33-1298

西宮市 ①③ 指定文化財公開展 重要無形文化財名塩雁皮紙に関する資料を展示します。 11月1日～27日
西宮市立
郷土資料館

西宮市立郷土資料館 無料
http://www.nishi.or.jp
0798-33-1298

西宮市 ①③ 紙すき教室 名塩紙の原料などを使って和紙を漉きます。 11月13日 名塩和紙学習館 西宮市立郷土資料館
http://www.nishi.or.jp
0798-33-1298

西宮市 ①③ 特集展示「西宮の後期古墳」 市内の後期古墳を企画展で紹介します。 11月29日～1月29日
西宮市立
郷土資料館

西宮市立郷土資料館 無料
http://www.nishi.or.jp
0798-33-1298

西宮市 ③
ワンコイン・コンサート小谷口直子
－クラリネット・ファンタジスタ

日本音楽コンクール覇者、心躍るような音色をもつクラリネット、小谷口直子
さんの演奏です。

11月1日(火)
兵庫県立芸術文化
センターKOBELCO
大ホール

兵庫県、兵庫県立芸術文化セ
ンター

http://www1.gcenter-hyogo.jp/sysfile/html/01_shousai/4230111408_0000000001.html

西宮市 ③

PACチェンバー・オーケストラ
－夭折の天才　モーツァルト＆
シューベルト－

元ベルリン・フィル首席オーボエ奏者、現在は指揮活動にも精力的に取り組
むシェレンベルガーがＰＡＣチェンバーに登場！

11月5日(土), 6日(日)

兵庫県立芸術文化
センター
神戸女学院小ホー
ル

兵庫県、兵庫県立芸術文化セ
ンター

http://www1.gcenter-hyogo.jp/sysfile/html/01_shousai/4230311225_0000000001.html
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西宮市 ③
アレクサンダー・コブリン　ピアノ・リ
サイタル

軽やかなエオリアン・ハープからダイナミックな大洋まで、コブリンがあなたを
夢心地の世界へ誘います。

11月20日(日)
兵庫県立芸術文化
センターKOBELCO
大ホール

兵庫県、兵庫県立芸術文化セ
ンター

http://www1.gcenter-hyogo.jp/sysfile/html/01_shousai/4230611316_0000000001.html

西宮市 ③
松山冴花＆津田裕也　デュオ・リサ
イタル

演奏を聴くたび、どんどん進化し、魅力的になっていく松山冴花。ピアニスト
の津田裕也は派手さはないが、さすがの安定感。仙台コンクールの二人の
覇者が融合する、2度目のリサイタル。

11月13日(日)
兵庫県立芸術文化
センターKOBELCO
大ホール

兵庫県、兵庫県立芸術文化セ
ンター

http://www1.gcenter-hyogo.jp/sysfile/html/01_shousai/4230611317_0000000001.html

西宮市 ③
  東京バレエ団＆シルヴィ・ギエム
HOPE JAPAN

ダンスの女王シルヴィ・ギエムが、困難に直面する日本のために、スペシャ
ル・プログラムを上演！ベジャールの傑作“ボレロ”を踊ります。

11月5日(土)
兵庫県立芸術文化
センターKOBELCO
大ホール

兵庫県、兵庫県立芸術文化セ
ンター

http://www1.gcenter-hyogo.jp/sysfile/html/01_shousai/4230811318_0000000001.html

西宮市 ③
  ウラディーミル・ミーニン指揮国立
モスクワ合唱団

懐かしのロシア民謡を、ロシア最高峰合唱団として高く評価されている大合
唱団で。

11月18日(金)
兵庫県立芸術文化
センターKOBELCO
大ホール

兵庫県、兵庫県立芸術文化セ
ンター

http://www1.gcenter-hyogo.jp/sysfile/html/01_shousai/4230811319_0000000001.html

西宮市 ③
佐渡裕指揮　ベルリン・ドイツ交響
楽団

1946年創立のドイツの名門オーケストラで、10年以上もの間良好な関係を築
いている佐渡裕が指揮をとる。

11月2日(水), 3日(木)
兵庫県立芸術文化
センターKOBELCO
大ホール

兵庫県、兵庫県立芸術文化セ
ンター

http://www1.gcenter-hyogo.jp/sysfile/html/01_shousai/4230911309_0000000001.html

西宮市 ③
ウラディーミル・アシュケナージ指揮
シドニー交響楽団

胸躍る芸術の秋、日本でも大人気の巨匠音楽家アシュケナージが手兵シド
ニー響を率いて注目の来日公演！

11月12日(土)
兵庫県立芸術文化
センターKOBELCO
大ホール

兵庫県、兵庫県立芸術文化セ
ンター

http://www1.gcenter-hyogo.jp/sysfile/html/01_shousai/4230911516_0000000001.html

西宮市 ③ 中村紘子 ピアノ・リサイタル
日本のクラシック音楽界をリードし、数々の著作からは、ユーモアに溢れた人
柄が垣間見える、魅力的なピアニスト、中村紘子。

10月22日(土)
兵庫県立芸術文化
センターKOBELCO
大ホール

兵庫県、兵庫県立芸術文化セ
ンター

http://www1.gcenter-hyogo.jp/sysfile/html/01_shousai/4231011312_0000000001.html

西宮市 ③
ベルリン・バロック・ゾリステンwith樫
本大進

スーパー・バロック・オーケストラがやって来る！最初の音から驚きをもたら
す超絶のアンサンブル。新ベルリン・フィルコンサートマスター樫本大進も参
戦

10月29日(土)
兵庫県立芸術文化
センターKOBELCO
大ホール

兵庫県、兵庫県立芸術文化セ
ンター

http://www1.gcenter-hyogo.jp/sysfile/html/01_shousai/4231011313_0000000001.html

西宮市 ③
県民創作ミュージカル　じろはった
ん

兵庫県の小さな村にも太平洋戦争の風が吹き抜ける。
知的障害児じろはったんの美しくも哀しい叫び声が、海の彼方にこだまする
―――。

10月22日(土), 23日
(日)

兵庫県立芸術文化
センター
阪急中ホール

兵庫県、兵庫県立芸術文化セ
ンター

http://www1.gcenter-hyogo.jp/sysfile/html/01_shousai/4232312511_0000000001.html

西宮市 ③
山下洋輔ニューヨーク・トリオ with
飛鳥ストリングス

常に新しい世界に挑み続ける山下洋輔ならではの、エキサイティングなライ
ブを体感してほしい。

10月26日(水)
兵庫県立芸術文化
センターKOBELCO
大ホール

兵庫県、兵庫県立芸術文化セ
ンター

http://www1.gcenter-hyogo.jp/sysfile/html/01_shousai/4232412314_0000000001.html

西宮市 ③ 猟銃
一人の男を通して描く三人の女のラヴ・ストーリー。妻、密通の女、その女の
娘の胸に秘められていた想いが一人の男の中で交錯し、愛する苦しみと愛
される倖せが描かれます。

10月29日(土), 30日
(日)

兵庫県立芸術文化
センター
阪急中ホール

兵庫県、兵庫県立芸術文化セ
ンター

http://www1.gcenter-hyogo.jp/sysfile/html/01_shousai/4232412323_0000000001.html

西宮市 ③
眠れぬ雪獅子 ミュージカルの可能性を深く追求し、充実した作品を作り続ける謝珠栄。今回

はチベットを舞台に描かれる新作を上演。
11月5日(土), 6日(日)

兵庫県立芸術文化
センター
阪急中ホール

兵庫県、兵庫県立芸術文化セ
ンター

http://www1.gcenter-hyogo.jp/sysfile/html/01_shousai/4232412324_0000000001.html

西宮市 ③

オフ・ブロードウェイ・ミュージカル
I　LOVE　YOU，YOU’RE
PERFECT，NOW　CHANGE

超ロングランを記録したオフ・ブロードウェイ・ミュージカル！
オリジナル演出家ジョエル・ビショッフを迎え、個性的なキャスト４人で描く
様々な男女の愛の形。

11月3日(木･祝)

兵庫県立芸術文化
センター
阪急中ホール

兵庫県、兵庫県立芸術文化セ
ンター

http://www1.gcenter-hyogo.jp/sysfile/html/01_shousai/4232412510_0000000001.html

西宮市 ③

古楽の愉しみ
ケネス・ワイス　「ゴルトベルク変奏
曲」

レオンハルトの薫陶を受け、フランスで絶大な支持を受けるレ・ザール・フロ
リサンの指揮者Ｗ．クリスティの片腕として才能を発揮した才気あふれるチェ
ンバリスト。

11月11日(金)

兵庫県立芸術文化
センター
神戸女学院小ホー
ル

兵庫県、兵庫県立芸術文化セ
ンター

http://www1.gcenter-hyogo.jp/sysfile/html/01_shousai/4233513310_0000000001.html

西宮市 ③
カレファックス・リード・クインテット

リード楽器だけで構成された、5人の珍しいアンサンブルです。
オーケストラの大曲から、ピアソラまで、メンバーそれぞれが担当する変化自
在の絶妙のアレンジが、新しい驚きと楽しさを運んでくれます。

10月30日(日)

兵庫県立芸術文化
センター
神戸女学院小ホー
ル

兵庫県、兵庫県立芸術文化セ
ンター

http://www1.gcenter-hyogo.jp/sysfile/html/01_shousai/4233513311_0000000001.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

西宮市 ③
フランツ・バルトロメイ　チェロ・リサ
イタル

名門、ウィーン・フィルの首席チェロ奏者、バルトロメイが、リサイタルで帰っ
てきます。
祖父はクラリネット奏者、父はバイオリニストという、三代にわたりウィーン・
フィルで活躍した音楽一家。ウィーン伝統の味をどうぞ。

11月19日(土)

兵庫県立芸術文化
センター
神戸女学院小ホー
ル

兵庫県、兵庫県立芸術文化セ
ンター

http://www1.gcenter-hyogo.jp/sysfile/html/01_shousai/4233513312_0000000001.html

西宮市 ① 甲山の秋を楽しむつどい
野外活動を通して、自然に親しみ、親子の絆を深める為の事業を開催しま
す。

10月29日, 30日 甲山自然の家 西宮市教育委員会
青少年育成グル-プ
0798-35-3873
0798-35-3797

西宮市 ① どにっち３０９
地域の青少年育成を目的とする団体と青少年ボランティアとが連携し、自然
に親しむ野外活動の実施を通じて、地域の子どもたちのふれあいを図りま
す。

10月15日, 16日 甲山自然の家
西宮市教育委員会・各地域団
体

青少年育成グル-プ
0798-35-3873
0798-35-3797

料金は内容により
異なります。

西宮市 ① どにっち３０９
地域の青少年育成を目的とする団体と青少年ボランティアとが連携し、自然
に親しむ野外活動の実施を通じて、地域の子どもたちのふれあいを図りま
す。

10月22日, 23日 甲山自然の家
西宮市教育委員会・各地域団
体

青少年育成グル-プ
0798-35-3873
0798-35-3797

料金は内容により
異なります。

西宮市 ① どにっち３０９
地域の青少年育成を目的とする団体と青少年ボランティアとが連携し、自然
に親しむ野外活動の実施を通じて、地域の子どもたちのふれあいを図りま
す。

11月5日, 6日 甲山自然の家
西宮市教育委員会・各地域団
体

青少年育成グル-プ
0798-35-3873
0798-35-3797

料金は内容により
異なります。

西宮市 ① どにっち３０９
地域の青少年育成を目的とする団体と青少年ボランティアとが連携し、自然
に親しむ野外活動の実施を通じて、地域の子どもたちのふれあいを図りま
す。

11月19日 未定
西宮市教育委員会・各地域団
体

青少年育成グル-プ
0798-35-3873
0798-35-3797

料金は内容により
異なります。

西宮市 ① どにっち３０９
地域の青少年育成を目的とする団体と青少年ボランティアとが連携し、自然
に親しむ野外活動の実施を通じて、地域の子どもたちのふれあいを図りま
す。

11月20日 未定
西宮市教育委員会・各地域団
体

青少年育成グル-プ
0798-35-3873
0798-35-3797

料金は内容により
異なります。

西宮市 ① 青少年健全育成のつどい 一般市民を対象に、青少年の健全育成を目的とした講演会を開催します。 11月18日 なるお文化ホール

西宮市青少年愛護協議会・西
宮市青少年補導委員連絡協
議会・西宮市・西宮市教育委
員会

無料
青少年育成グル-プ
0798-35-3873
0798-35-3870

西宮市 ① ファミリーデイキャンプ
家庭教育の支援事業として家族揃って、野外活動に親しむ機会を提供し、親
子のふれあいを深め、自然の大切さを学ぶ事業を開催します｡

11月13日 甲山自然の家 西宮市教育委員会
青少年育成グル-プ
0798-35-3873
0798-35-3871

西宮市 ③
高校生地域貢献活動
西宮市立西宮養護学校訪問交流

狂言の基本所作を養護学校の児童生徒と一緒に練習したり、授業で学習し
た演目を発表します。終了後は各教室に分かれ昼食をともにし、交流を深め
ます。

11月22日(火)
変更の可能性有り

西宮市立西宮養護
学校

県立宝塚北高校 無料 宝塚北高校-0797-86-3291-

西宮市 ① にしのみや人権フォーラム 講演会やパネル展示など、人権教育や啓発を行います。 12月3日～10日
中央公民館
ﾌﾟﾚﾗﾎｰﾙ等

西宮市・
西宮市教育委員会

無料
中央公民館
0798-67-1567

西宮市 ② 西宮市造形展
幼・小・中・養護学校における美術造形教育の姿を広く市民や子どもたちに
知らせます。

11月29日～12月4日 西宮市民ギャラリー 西宮市教育委員会 無料
西宮市教育委員会
0798-35-3858

西宮市 ② 小学生ふれあい読書会
学校での読書指導と家庭での読書習慣づくりを融合した読書行事を行いま
す。

10月26日
11月2日

市内小学校
12会場

西宮市教育委員会 無料
西宮市教育委員会
0798-35-3879

西宮市 ①②
第４８回西宮市人権・同和教育研究
集会

部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消と人権文化の創造のため、実
践に基づいた取り組みを交流し学びあうことにより、人権教育の一層の推進
を図ります。

11月13日
西宮市立
上甲子園中学校

西宮市教育委員会西宮市人
権・同和教育協議会

無料
西宮市人権・同和教育協議会
0798-35-3158

西宮市 ③
第35回兵庫県高等学校総合文化祭
放送文化部門発表会

放送文化部門生徒による作品の発表及びコンテストを行います。 11月20日 西宮市民会館
兵庫県
兵庫県教育委員会

無料
兵庫県高等学校文化連盟：県立須磨東高等学校
078-793-1616

洲本市 ① 小高連携いきいき授業 地元小学校に出かけていき「ロボット工作教室」を開催する。 上旬 市内小学校 県立洲本実業高校 無料 0799-22-1240

洲本市 ①
自立支援サポート
　クラブ

商業科・国際ビジネス科の生徒が、失語症の方の自宅を訪問し、Webページ
の作成などで自立支援のサポートをする。

11月9日
毎水曜日

各所 NPO法人 無料 0799-22-1240

洲本市 ① 高齢者対象パソコン教室
商業科・国際ビジネス科の生徒が、高齢者にパソコンの操作方法を指導をす
る。

11月9日
毎水曜日

総合福祉会館 市社会福祉協議会 無料 0799-22-1240

洲本市 ② オープンスクール
中学3年生とその保護者、中学校の教員、地域の方々に、施設見学、公開授
業、学科の紹介などを行う。

11月2日 県立洲本実業高校 県立洲本実業高校 無料 0799-22-1240

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

洲本市 ②③ 文化祭
文化部の活動発表、合唱コンクール、展示、バザー、お茶会などを一般公開
で開催する。

11月17日～18日 県立洲本実業高校 県立洲本実業高校 無料 0799-22-1240

洲本市 ②③ 芸術鑑賞会
本校生徒、保護者、地域の方々にも参加して、芸術鑑賞会（古典芸能）を開
催する。

11月18日 県立洲本実業高校 県立洲本実業高校 無料 0799-22-1240

洲本市 ② インターンシップ 2年生全員が各事業所において就業体験学習を実施する。 11月21日～25日 各事業所 県立洲本実業高校 無料 0799-22-1240

洲本市 ② オープンスクール 学校公開、授業公開 11月4日 洲本高校 県立洲本高校 無料 0799-22-1550

洲本市 ② 21世紀東アジア青少年大交流計画 アジア国際子ども映画祭参加訪日団との学校での交流 12月2日 県立洲本高校
アジア国際子ども映画祭実行
委員会、（財）日本国際協力セ
ンター

無料 0799-22-1550

洲本市 ② 文化祭
クラスの催し物、華道作品等の展示、
お茶会を一般公開します

11月2日
洲本高校
北校舎

県立洲本高校
定時制

無料 0799-22-1550

洲本市 ① 図書館市民まつり 幼児への読み語り、吹奏楽の演奏 10月22日 洲本市立図書館 洲本市立図書館 無料 0799-22-1551

洲本市 ①
ぶらり海辺散歩～塩性湿地を見て
歩く～
秋の成ヶ島編

現地を歩きながら海辺の環境について楽しく学ぶセミナーです。今回は海辺
の塩性湿地を見て歩き、その環境と人との関わりについて学びます。

11月12日(土) 洲本市成ヶ島 県立人と自然の博物館
http://hitohaku.jp/

079-559-2001
事前申込制

洲本市 ② ＹＵ・らいふ・サポート事業「体育祭」
日ごろの学習の成果を発表します。地域の方と一緒にスポーツを楽しみ、交
流を深めます。

10月1日
兵庫県立あわじ特別
支援学校

兵庫県立あわじ特別支援学校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~awajitoku-sn/

洲本市 ②
ＹＵ・らいふ・サポート事業「学習発
表会」

ステージ部門と展示部門の発表を行います。保護者や地域の人たちの参加
も得ながら幅広い交流を図ります。

11月19日
兵庫県立あわじ特別
支援学校

兵庫県立あわじ特別支援学校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~awajitoku-sn/

洲本市 ② オープンスクール 授業を中心に学校を公開します。 11月8日, 9日 安乎小学校 安乎小学校 無料
安乎小学校
0799-28-0012

洲本市 ② 老人クラブとの交流 １・２年生と老人クラブが昔の遊びで交流します。 11月9日 安乎小学校 安乎小学校 無料
安乎小学校
0799-28-0012

洲本市 ② オープンスクール 中学生の授業の様子を公開します。 11月8日, 9日 安乎中学校 安乎中学校 無料
安乎中学校
0799-28-0011

洲本市 ① グランドゴルフ　　　　交流会 老人会と中学生がグランドゴルフの交流会をします。 11月9日 安乎中学校 安乎中学校 無料
安乎中学校
0799-28-0011

洲本市
①②
③

オープンスクール
期間中授業公開をします。音楽集会やＰＴＡ行事のコンサートも開催予定で
す。

11月1日～4日
(除3日)

鮎原小学校 鮎原小学校 無料
鮎原小学校
0799-32-0009

コンサートは
11月4日午後

洲本市 ② 連合音楽会 洲本市内の小学生が、合唱や合奏の発表を行います。 11月11日 洲本市文化体育館
洲本市小中学校音楽教育連
盟
洲本市教育委員会

無料
大野小学校
0799-22-0711

洲本市 ② 音楽集会
地域のコスモス事業所とすずらんコーラスと全校児童参加で音楽集会を行
います。

11月4日
大野小学校
体育館

大野小学校 無料
大野小学校
0799-22-0711

洲本市 ② オープンスクール 保護者や地域の方々に授業を公開します。観劇もあります。 11月7日～9日
大野小学校
教室・体育館

大野小学校 無料
大野小学校
0799-22-0711

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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洲本市 ② 老人クラブとの　　　　　　交流会
１年生～４年生児童に、老人クラブの方々が昔の話をしてくれたり、遊びを教
えてくれたりします。

12月上旬
大野小学校
教室・体育館

大野小学校 無料
大野小学校
0799-22-0711

洲本市 ② 作品展 園児の絵画や制作物を展示します。 11月19日 大野幼稚園 大野幼稚園 無料
大野幼稚園
0799-22-3540

洲本市 ② オープンスクール
授業を自由に参観できます。また、人権ふれあいコンサート、地域防災訓練
が行われます。

11月1日～2日 加茂小学校 加茂小学校 無料
加茂小学校
0799-22-0710

洲本市 ② 作品展 園児の絵画や制作物を展示します。 11月19日 加茂幼稚園 加茂幼稚園 無料
加茂幼稚園
0799-22-9244

洲本市 ② 文化祭 だんじり唄、高田屋太鼓演奏、演劇などを行います。 11月4日
五色中学校
体育館

五色中学校 無料
五色中学校
0799-35-0316

洲本市 ② オープンスクール 授業、部活動を一般に公開します。 11月7日～11日 五色中学校 五色中学校 無料
五色中学校
0799-35-0316

洲本市 ② オープンスクール 学校公開をします。防災教室、講演会、ふれあい参観などを行います。 11月16日～18日 堺小学校 堺小学校 無料
堺小学校
0799-35-0020

日時、内容は変更
する場合がありま
す

洲本市 ②
洲浜中学校　　　　　オープンスクー
ル

普段の学校教育活動全般を保護者や地域の方々に広く見てもらい、理解と
協力をお願いする一助とします。

10月31日
11月2日, 4日

洲浜中学校 洲浜中学校 無料
洲浜中学校
0799-22-2461

洲本市 ②
洲浜中学校
文化祭

舞台では、学年合唱とクラス対抗合唱コンクール、吹奏楽部の演奏を行いま
す。また地域の女声コーラスグループ「コールファルコ・スハマ」も賛助出演し
ます。フロアでは学年や教科及び文化部の力作を展示します。

11月4日 洲浜中学校体育館 洲浜中学校 無料
洲浜中学校
0799-22-2461

洲本市 ② オープンスクール
「開かれた学校づくり」を目的に、保護者・地域の方々に全学級で授業を公
開します。

11月20日～25日
(除21･23日)

洲本第一小学校 洲本第一小学校 無料
洲本第一小学校
0799-22-4474

洲本市 ② 第3回ふれあい　　　　　タイム
地域の講師により指導・運営される1８講座のクラブ活動(年4回)に4年生以
上の児童が参加します。

10月28日 洲本第三小学校 洲本第三小学校 無料
洲本第三小学校
0799-22-2531

洲本市 ② オープンスクール ２・３校時の授業と中休みの児童と学校の様子を公開します。 11月15日～17日 洲本第三小学校 洲本第三小学校 無料
洲本第三小学校
0799-22-2531

洲本市 ② ふるさとふれあい　　祭り
児童のふるさと学習のまとめや校区ふれあい推進委員会の方による出店と
出し物等による催しに全校児童が参加します。

11月19日 洲本第三小学校 洲本第三小学校 無料
洲本第三小学校
0799-22-2531

洲本市 ② オープンスクール
子どもたちの育てた一人一鉢の菊約２５０鉢を集めて菊花展を催し、たくさん
の保護者・地域の方に学校の様子を見に来ていただきます。

11月9日 洲本第二小学校 洲本第二小学校 無料
洲本第二小学校
0799-22-2631

*菊の開花が開催
日程とずれること
もあります。

洲本市 ② 人権授業研究会
洲本市内の小学校教諭の参加の下、１・３・５年生の授業公開・研究協議を
行います。

11月16日 洲本第二小学校 洲本第二小学校 無料
洲本第二小学校
0799-22-2631

洲本市 ② 作品展 園児の絵画や制作物を展示します。 11月19日 洲本幼稚園 洲本幼稚園 無料
洲本幼稚園
0799-22-1212

洲本市 ② 文化祭
舞台では各クラスの課題曲と自由曲の合唱と吹奏楽演奏が行われ、体育館
壁面には美術部、手芸部、書写の作品等の展示をします。

11月2日 青雲中学校体育館 青雲中学校 無料
青雲中学校
0799-22-2627

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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洲本市 ② 作品展 園児の絵画や制作物を展示します。 11月19日 洲本第一幼稚園 洲本第一幼稚園 無料
第一幼稚園
0799-24-1037

洲本市 ② 作品展 園児の絵画や制作物を展示します。 11月19日 洲本第三幼稚園 洲本第三幼稚園 無料
第三幼稚園
0799-22-2183

洲本市 ①② 防災訓練 東南海地震・津波を想定した訓練をします。 11月1日
都志小学校
体育館・運動場

都志小学校 無料
都志小学校
0799-33-0031

洲本市 ③ ピアノコンサート 親子でピアノ演奏を聴きます。 11月3日
都志小学校
体育館

都志小学校 無料
都志小学校
0799-33-0031

洲本市 ② 淡路地区へき地教育研究発表会
「日常のくらしから、ふるさとを見つめ考える子どもたちの育成」を研究主題
に、公開授業、児童発表、講演等を行います。

11月22日 鳥飼小学校
兵庫県へき地教育研究連盟
淡路へき地教育研究会

無料
鳥飼小学校
0799-34-0013

洲本市 ② オープンスクール
防災訓練・授業参観・教育講演会・一輪車指導・音楽集会など多彩な行事が
あります。

10月31日
～

11月4日(除3日)
中川原小学校 中川原小学校 無料

中川原小学校
0799-28-0118

洲本市 ② オープンスクール 学校公開をします。 11月24日～26日 広石小学校 広石小学校 無料
広石小学校
0799-35-0215

洲本市 ② 学習発表会 日頃の学習活動の成果を発表します。 11月26日 広石小学校 広石小学校 無料
広石小学校
0799-35-0215

洲本市 ② オープンスクール 地域防災訓練（津波）に参加します。 10月23日 由良小学校 由良小学校 無料
由良小学校
0799-27-0049

洲本市 ② かがやきプロジェクト（化石発掘） 化石発掘体験を行います。 11月9日 洲本市由良町内田 由良小学校 無料
由良小学校
0799-27-0049

洲本市 ①② 地域食育推進事業 食育に関する公開授業を行います。 11月16日 由良小学校 由良小学校 無料
由良小学校
0799-27-0049

洲本市 ③ 洲本市小中造形展 市内小中学校の児童生徒作品の展覧会をします。 11月21日～23日
洲本市
文化体育館

洲本市造形連盟 無料
由良中学校
0799-27-0122

洲本市 ①② 人権講座
チベット人歌手バイマー・ヤンジンさんを招き、生徒・保護者に講演をしてい
ただきます。

10月4日 由良中学校 由良中学校 無料
由良中学校
0799-27-0122

洲本市 ②③ 文化祭 保護者・地域の方々をお招きし、合唱・合奏発表と作品展示を行います。 11月5日 由良中学校 由良中学校 無料
由良中学校
0799-27-0122

洲本市 ② 成ケ島クリーン作戦 生徒が地域住民と共に成ケ島の清掃活動を行います。 12月10日 成ケ島 由良中学校 無料
由良中学校
0799-27-0122

洲本市 ①
子ども読書教養講座（第３回）「わら
べうたと子どものよろこび」

わらべうたをからだ全体で楽しむことにより、こどもたちを豊かなことばの世
界、おはなしの世界へ誘う手法について、実演を交えて学びます。
講師：山本淳子（大阪ＹＷＣＡ千里子ども図書室）

12月7日(水)
洲本市立
洲本図書館
研修室

県立図書館 無料

芦屋市 ③
次代を担う子どもの文化芸術体験
事業

一流の文化芸術団体による巡回公演により、国民の芸術鑑賞能力の向上に
つなげることを目的としています。

10月18日
県立芦屋特別支援
学校体育館

文化庁 無料 0797-25-5311
関西二期会による
合唱公演です。
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芦屋市 ② オープンスクール 芦屋特別支援学校の教育活動を一般に公開しています。 11月4日, 7日
県立芦屋特別支援
学校

芦屋特別支援学校 無料 0797-25-5311
駐車場はありませ
ん。公共交通機関
をご利用下さい。

芦屋市 ① AUSSクリーンアップ作戦 本校生徒・保護者・地域の方々と学校周辺の清掃をします。 11月4日 県立芦屋高校周辺 県立芦屋高校 無料  0797-32-2325

芦屋市 ① わんぱく交流会
精道保育所の幼児を本校に招き、本校生徒が作成した遊具・絵本や学んだ
遊技を通して遊びの空間を共有します。

12月7日 県立芦屋高校 県立芦屋高校 無料  0797-32-2325

芦屋市 ① 高校生ふれあい育児体験
本校生徒が打出保育所を訪問し、幼児とふれ合い、遊びを計画し、体験を通
して保育理論を修得します。

11月28日 打出保育所 県立芦屋高校・精道保育所 無料  0797-32-2325

芦屋市 ② AUSS授業ナビ
地域の中学・高校・大学等の教員を対象に本校教員が授業を公開し、その
後授業分析会を実施します。

11月2日 県立芦屋高校 県立芦屋高校 無料  0797-32-2325

芦屋市 ①②
AUSSインターンシップ、AUSSキャ
ンパス

本校生徒が地域の企業で就業体験をします。また、本校生徒および希望保
護者を対象に大学の先生に出前講義をしていただきます。

11月24日 県立芦屋高校 県立芦屋高校 無料  0797-32-2325

芦屋市 ② ｵｰﾌﾟﾝｶﾚｯｼﾞ
世界の様々な国の衣食住、伝統文化、言語、音楽、民族衣装などについて
学び、異文化を理解する。民族料理を作り味わう。

11月8日, 15日, 22日,
29日

県立国際高校 県立国際高校 0797-35-5931
前期4回、後期4回
の計8回実施。
すでに募集締切済

芦屋市 ②
地域ｵｰﾌﾟﾝ講座｢外国語としての日
本語｣

外国人に日本語を教えるという観点から日本語を見つめ直すとともに、日本
語教育について学ぶ。

10月7日, 14日, 28日
11月4日, 11日, 18日,

25日
12月2日

県立国際高校 県立国際高校 0797-35-5931
4月から12月まで
計20回実施。
すでに募集締切済

芦屋市 ② 総合的な学習の時間
1年次の総合的な学習の時間のテーマ「貢献(Contribution)」にそって生徒が
企画した貢献事業を実施する。

11月2日 県立国際高校 県立国際高校 無料 0797-35-5931

芦屋市 ②
高校生地域貢献事業
クリーンアップ作戦

校内外の清掃活動を実施する。
校外清掃では、最寄り駅からの通学路を生徒、教職員等で清掃する。

12月上旬 県立国際高校 県立国際高校 無料 0797-35-5931

芦屋市 ② 地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」
2年生を対象に、地域や自然の中での主体的な活動や体験を通して、豊か
な感性や創造性など、「心の教育」を推進するとともに、「生きる力」の育成を
図ります。

11月7日～11日 芦屋市内事業所他
地域に学ぶ「トライやる・ウィー
ク」推進委員会

無料

ＴＥＬ
0797-38-2293
ＦＡＸ
0797-38-2295

芦屋市 ② 外務省「高校講座」
後期生（高校生）が国際情勢や国際問題について理解を深めるため、外務
省関連の現場で活躍する職員等を講師として講座を開催します。

11月24日
県立芦屋国際中等
教育学校

外務省 無料

ＴＥＬ
0797-38-2293
ＦＡＸ
0797-38-2295

芦屋市 ② オープンスクール
保護者や地域の方々に，日常における児童の学習や給食，清掃活動等の
参観を通して，本校の教育活動への理解を深めていただく行事です。

10月5日～7日
朝日ケ丘
小学校

芦屋市立
朝日ケ丘小学校

無料
朝日ケ丘小学校
0797-32-1115

芦屋市 ② フリーデー
全校生を第1学年から第6学年までの縦割り班に編成し，自分たちが計画し
た活動内容で1日を過ごし，交流を図ります。

10月7日
朝日ケ丘
小学校

芦屋市立
朝日ケ丘小学校

無料
朝日ケ丘小学校
0797-32-1115

芦屋市 ② 音楽会
日常の学習成果を生かして，斉唱や合唱，リコーダー奏，器楽合奏などを学
年ごとに披露します。

11月19日
朝日ケ丘
小学校

芦屋市立
朝日ケ丘小学校

無料
朝日ケ丘小学校
0797-32-1115

芦屋市 ② 運動会 幼児の運動遊び、親子競技などを保護者の参加とともに行います。 10月8日 朝日ケ丘幼稚園
芦屋市立
朝日ケ丘幼稚園

無料
朝日ケ丘幼稚園
0797-32-0278

芦屋市 ①② 自由参観日
保護者や地域の方々に、幼稚園の生活を公開し、自由に参観していただき
ます。

10月31日
11月7日

朝日ケ丘幼稚園
芦屋市立
朝日ケ丘幼稚園

無料
朝日ケ丘幼稚園
0797-32-0279

芦屋市 ①② あさようひろば 地域の未就園児と園児が一緒に遊びます。
10月31日

11月7日, 24日
朝日ケ丘幼稚園

芦屋市立
朝日ケ丘幼稚園

無料
朝日ケ丘幼稚園
0797-32-0280

芦屋市 ① 音楽参観日 音楽活動を保護者や地域の方に公開します。 12月3日 朝日ケ丘幼稚園
芦屋市立
朝日ケ丘幼稚園

無料
朝日ケ丘幼稚園
0797-32-0281

芦屋市 ① なかよしフェスティバル 市内9園の5歳児の親子が集まり，運動遊びを楽しみます。 11月11日
芦屋市立
体育館

教育委員会 無料
芦屋市教育委員会
0797-38-2087

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県
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芦屋市 ③
市中学校総合
文化祭

保護者、市民の方に中学生の吹奏楽演奏や合唱の発表をご覧いただきま
す。

10月31日 ルナホール 芦屋市教育委員会 無料
芦屋市教育委員会
0797-38-2087

芦屋市 ① 幼稚園講座
栄養士の先生をお招きし、食育を通した子育ての大切さについて、講演を聞
きます。

11月7日 小槌幼稚園 芦屋市立公民館 無料
芦屋市立公民館
0797-35-0700

芦屋市 ① 子育て応援団宮川ブロック交流会
地域・学校・保護者が連携を取り合って、子どもたちが安全に過ごせるような
取組を進めています。

8月30日 宮川小学校 子育て応援団 無料
池田
0797-23-2117

芦屋市 ② 運動会 園児が保護者や地域の方々と一緒に運動遊びを楽しみます 10月8日 伊勢幼稚園
芦屋市立
伊勢幼稚園

無料
伊勢幼稚園
0797-31-8313

芦屋市 ② りんごグループと遊ぼう
毎週金曜日に活動されている未就園児の親子グループと園児が一緒にゲー
ムや運動遊びで楽しみます。

10月21日 伊勢幼稚園
芦屋市立
伊勢幼稚園

無料
伊勢幼稚園
0797-31-8313

芦屋市 ① ＰＴＣＡ 元ＮＨＫのアナウンサーを講師に招いて講演を聴きます。 10月26日 西山幼稚園 芦屋市ＰＴＡ 無料
伊勢幼稚園
0797-31-8313

芦屋市 ② トライやるウィーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。 11月7日～11日 伊勢幼稚園 芦屋国際中等教育学校 無料
伊勢幼稚園
0797-31-8313

芦屋市 ①
秋の公民館講座　　　　　　　　　　幼
稚園へ出かける幼児教育講座

講師を招いて「運動神経を伸ばす楽しい運動遊び」について学びます。 11月17日 伊勢幼稚園 芦屋市公民館 無料
伊勢幼稚園
0797-31-8313

芦屋市 ② りんごグループと遊ぼう
毎週金曜日に活動されている未就園児の親子グループと園児が一緒にゲー
ムや運動遊びで楽しみます。

11月18日 伊勢幼稚園
芦屋市立
伊勢幼稚園

無料
伊勢幼稚園
0797-31-8313

芦屋市 ② 音楽会 園児と保護者が歌や楽器遊びを楽しみます 12月3日 伊勢幼稚園
芦屋市立
伊勢幼稚園

無料
伊勢幼稚園
0797-31-8313

芦屋市 ② 授業研究会 代表者が授業公開をして、研究協議を行います。 11月1日 岩園小学校
芦屋市立
岩園小学校

無料
岩園小学校
0797-32-1114

芦屋市 ② オープンスクール 教育活動を保護者や地域住民に公開します。 11月30日～12月1日 岩園小学校
芦屋市立
岩園小学校

無料
岩園小学校
0797-32-1114

芦屋市 ② 一日参観日
幼稚園ウィークに合わせて，幼稚園の保育を公開します。（オープンスクー
ル）

11月10日 岩園幼稚園
芦屋市立
岩園幼稚園

無料
岩園幼稚園
0797-22-5038

芦屋市 ② トライやる・ウィーク 芦屋国際中等学校生徒が幼稚園において体験活動を行います。 11月7日～11日 岩園幼稚園
芦屋市立
岩園幼稚園

無料
岩園幼稚園
0797-22-5038

希望生徒なしの場
合は実施しない

芦屋市 ② オープンスクール 学校の教育活動を保護者地域の方々に自由に見ていただきます。 11月29日～12月2日 打出浜小学校
芦屋市立
打出浜小学校

無料
打出浜小学校
0797-23-4581

芦屋市 ① キャラクターと遊ぼう
阪神タイガースのトラッキーに来ていただき日園児や保護者、未就園児との
交流を図ります。

10月13日 小槌幼稚園 小槌幼稚園ＰＴＡ 無料
小槌幼稚園
0797-22-4885

芦屋市 ② 未就園児交流会 園児と地域の未就学児が，運動遊びやゲームを通して交流します。 10月19日 小槌幼稚園 小槌幼稚園 無料
小槌幼稚園
0797-22-4885

芦屋市 ② 幼稚園ウイーク
１週間、保育時間を開放し、自由に参観をしていただき、幼稚園教育を理解
していただきます。

11月7日～11日 小槌幼稚園 小槌幼稚園 無料
小槌幼稚園
0797-22-4885

芦屋市 ② 音楽会 音楽的行事として主に保護者が参観します。 11月19日
潮見小学校
体育館

芦屋市立
潮見小学校

無料
潮見小学校
0797-34-0721

芦屋市 ② オープンスクール 保護者、地域の方に学校を開放し授業参観していただきます。 10月24日～28日 潮見中学校
芦屋市立
潮見中学校

無料
潮見中学校
0797-34-1601

芦屋市 ③ 文化発表会
保護者、地域の方に学校を開放し吹奏楽演奏やトライやる・ウｨーク、修学旅
行等の発表をご覧いただきます。なお絵画、書道等の展示もご覧いただきま
す。

10月27日 潮見中学校
芦屋市立
潮見中学校

無料
潮見中学校
0797-34-1601

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

芦屋市 ③ 合唱コンクール 保護者、地域の方に学校を開放し各クラスの合唱をご覧いただきます 10月28日 潮見中学校
芦屋市立
潮見中学校

無料
潮見中学校
0797-34-1601

芦屋市 ② 読み聞かせの会 保護者ボランティアによる読み聞かせです。 10月24日 潮見幼稚園
芦屋市立
潮見幼稚園

無料
潮見幼稚園
0797-34-0710

芦屋市 ① 幼稚園で遊ぼう会 地域の未就園児との交流会です。 10月27日 潮見幼稚園
芦屋市立
潮見幼稚園

無料
潮見幼稚園
0797-34-0710

芦屋市 ② 読み聞かせの会 保護者ボランティアによる読み聞かせです。 11月7日 潮見幼稚園
芦屋市立
潮見幼稚園

無料
潮見幼稚園
0797-34-0710

芦屋市 ② オープンスクール 園児の様子を自由にみていただきます。 11月8日 潮見幼稚園
芦屋市立
潮見幼稚園

無料
潮見幼稚園
0797-34-0710

芦屋市 ② ベル演奏観賞会 ベル演奏を保護者と一緒に観賞します。 11月10日 潮見幼稚園
芦屋市立
潮見幼稚園

無料
潮見幼稚園
0797-34-0710

芦屋市 ② 小学校との交流 小学校の音楽会を観賞します。 11月18日 潮見小学校
芦屋市立
潮見小学校

無料
潮見幼稚園
0797-34-0710

芦屋市 ① 幼稚園で遊ぼう会 地域の未就園児との交流会です。 11月24日 潮見幼稚園
芦屋市立
潮見幼稚園

無料
潮見幼稚園
0797-34-0710

芦屋市 ② 読み聞かせの会 保護者ボランティアによる読み聞かせです。 11月25日 潮見幼稚園
芦屋市立
潮見幼稚園

無料
潮見幼稚園
0797-34-0710

芦屋市 ① 幼稚園で遊ぼう会 地域の未就園児との交流会です。 12月8日 潮見幼稚園
芦屋市立
潮見幼稚園

無料
潮見幼稚園
0797-34-0710

芦屋市 ② 読み聞かせの会 保護者ボランティアによる読み聞かせです。 12月9日 潮見幼稚園
芦屋市立
潮見幼稚園

無料
潮見幼稚園
0797-34-0710

芦屋市 ② 保護者と一緒に凧揚げ 凧作りと凧揚げを一緒にします。 12月12日 潮見幼稚園
芦屋市立
潮見幼稚園

無料
潮見幼稚園
0797-34-0710

芦屋市 ② 餅つき大会 餅つきをします。 12月15日 潮見幼稚園
芦屋市立
潮見幼稚園

無料
潮見幼稚園
0797-34-0710

芦屋市 ② 読み聞かせの会 保護者ボランティアによる読み聞かせです。 12月16日 潮見幼稚園
芦屋市立
潮見幼稚園

無料
潮見幼稚園
0797-34-0710

芦屋市 ① 子育て塾 子育て親育てについて講師を招き講演会を行います。 11月1日 小槌幼稚園 芦屋市教育委員会 無料
生涯学習課
0797-38-2091

芦屋市 ② 音楽会 保護者・地域の方たちに音楽の発表をします。 11月26日 精道小学校 精道小学校 無料
精道小学校
0797-32-1111

芦屋市 ② オープンスクール 精道中学校の状況を公開します。 10月24日～28日 精道中学校
芦屋市立
精道中学校

無料
精道中学校
0797-32-1121

芦屋市 ② 合唱コンクール 文化行事の発表をします。 10月27日 精道中学校
芦屋市立
精道中学校

無料
精道中学校
0797-32-1121

芦屋市 ② 文化発表会 文化行事の発表をします。 10月28日 精道中学校
芦屋市立
精道中学校

無料
精道中学校
0797-32-1121

芦屋市 ② 精中イベント 小中学校及び地域交流をします。 12月5日 精道中学校
芦屋市立
精道中学校

無料
精道中学校
0797-32-1121

芦屋市 ② ロードレース 体育行事の発表をします。 12月9日 精道中学校
芦屋市立
精道中学校

無料
精道中学校
0797-32-1121

芦屋市 ② 新入園児参観日
幼稚園ウィークに合わせて幼稚園で在園児と一緒に遊びます。（オープンス
クール）

11月7日 精道幼稚園
芦屋市立
精道幼稚園

無料
精道幼稚園
0797-22-0208

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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芦屋市 ② 「王女様と遊ぼう」
幼稚園ウィークに合わせてＰＴＡが主催で「おもちゃ王国」のキャラクターと遊
びます。ひよっこクラブの方も参加します。

11月9日 精道幼稚園遊戯室
芦屋市立
精道幼稚園

無料
精道幼稚園
0797-22-0208

芦屋市 ② トライやる・ウィーク 芦屋国際中等学校生徒が幼稚園において体験活動を行います。 11月7日～11日 精道幼稚園
芦屋市立
精道幼稚園

無料
精道幼稚園
0797-22-0208

希望生徒なしの場
合は実施しない

芦屋市 ② ＰＴＣＡ講演会
親子で絵本の楽しさを味わうために、保護者に絵本の読み聞かせについて
の講演を行う。

10月26日 西山幼稚園
芦屋市ＰＴＡ連絡協議会幼稚
園

無料
西山幼稚園
0797-32-5457

芦屋市 ② にしやままつり
園児が制作したお店やさんごっこの遊びや太鼓、だんじりなどの祭りに、保
護者や地域の未就園児などが参加し、園の様子を知る。

11月8日 西山幼稚園
芦屋市立
西山幼稚園

無料
西山幼稚園
0797-32-5457

芦屋市 ②
学校公開週間
（オープンスクール）

浜風小学校の教育活動を公開します。 10月3日～6日 浜風小学校
芦屋市立
浜風小学校

無料
浜風小学校
0797-23-4591

芦屋市 ① 浜風幼稚園バザー ＰＴＡ主催のバザーです。 10月26日 浜風幼稚園 浜風ＰＴＡ 無料
浜風幼稚園
0797-31-1505

対象：在園児・卒
園児保護者・その
他招待者のみ

芦屋市 ① 幼稚園ウィーク 参観日や未就園等の行事のある週です。 11月7日～11日 浜風幼稚園
芦屋市立
浜風幼稚園

無料
浜風幼稚園
0797-31-1505

芦屋市 ① みんなで遊ぼう会 地域の未就園児と在園児が一緒に遊んだり，お弁当を食べたりします。 11月9日 浜風幼稚園
芦屋市立
浜風幼稚園

無料
浜風幼稚園
0797-31-1505

芦屋市 ② オープンスクール
教育活動その他の学校運営に関する情報の積極的な提供を行うために実
施しています。

9月12日～16日 宮川小学校 芦屋市立宮川小学校 無料
宮川小学校
0797-32-1112

芦屋市 ② ふれあい活動
春と秋の年2回、地域・学校・保護者が連携を取り合って、子どもたちの体験
活動の場を設定しています。

9月16日 宮川小学校 芦屋市立宮川小学校 無料
宮川小学校
0797-32-1112

芦屋市 ② 一緒に遊ぼう 来年度入園予定の幼児や保護者に幼稚園を公開し一緒に遊ぶ 11月4日, 21日 宮川幼稚園園庭
芦屋市立
宮川幼稚園

無料
宮川幼稚園
0797-22-5995

芦屋市 ② 音楽会 幼児の音楽活動を保護者などに公開する 12月8日
宮川幼稚園
遊戯室

芦屋市立
宮川幼稚園

無料
宮川幼稚園
0797-22-5995

芦屋市 ② オープンスクール
教育活動その他の学校運営に関する情報の積極的な提供を行うために実
施しています。

10月27日, 28日 山手小学校 芦屋市立山手小学校 無料
山手小学校
0797-32-1113

芦屋市 ② オープンスクール 保護者、地域の方に学校を開放し授業参観していただきます。 10月24日～29日 山手中学校
芦屋市立
山手中学校

無料
山手中学校
0797-32-1122

芦屋市 ③ 合唱コンクール 保護者、地域の方に学校を開放し各クラスの合唱をご覧いただきます 10月28日 山手中学校
芦屋市立
山手中学校

無料
山手中学校
0797-32-1122

芦屋市 ③ 文化発表会
保護者、地域の方に学校を開放し吹奏楽演奏やトライやる・ウｨーク、修学旅
行等の発表をご覧いただきます。なお絵画、書道等の展示もご覧いただきま
す。

10月29日 山手中学校
芦屋市立
山手中学校

無料
山手中学校
0797-32-1122

伊丹市 ② ４年親子活動 親子でドッジボールをします。 10月21日 荻野小学校 荻野小学校 無料 072-770-2458

伊丹市 ② 環境体験学習 3年生によるサツマイモの収穫 11月1日 荻野小学校 荻野小学校 無料 072-770-2458

伊丹市 ② 音楽会 保護者・地域の方を対象に音楽発表をします。 11月19日 荻野小学校 荻野小学校 無料 072-770-2458

伊丹市 ② ５年親子活動 親子ドッジボールと自然学校の報告をします。 12月8日 荻野小学校 荻野小学校 無料 072-770-2458

伊丹市 ② 環境体験学習 3年生による焼き芋大会 12月8日 荻野小学校 荻野小学校 無料 072-770-2458

伊丹市 ② 家庭教育講演会 栗木剛氏による教育講演会 12月9日 荻野小学校 すこやかネット荻野・天神川 無料 072-770-2458

伊丹市 ① 子育てを楽しもう 腹話術と、保護者・地域の方対象の講演会 11月 おぎの幼稚園
すこやかネット
天神川・荻野

無料 072‐770‐2460

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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伊丹市 ② オープンスクール 一週間の自由参観 11月 おぎの幼稚園 おぎの幼稚園 無料 072‐770‐2460

伊丹市 ③ 絵画制作展 一週間、絵画制作展を行います。 11月 おぎの幼稚園 おぎの幼稚園 無料 072‐770‐2460

伊丹市 ①
きららであ・そ・ぼ
赤ちゃんクラブ
（全4回）

対象4ヶ月～10ヶ月の乳児と保護者
スキンシップ遊びなどを行います。

11月4日, 17日
12月1日, 15日

伊丹市立生涯学習
センター
（ラスタホール）

きららホール 072-770-9500

伊丹市 ① めざせイクメン！パパっとあそぼう
対象0歳児(2ヶ月以上）の子どもと保護者
パパのための子育て応援講座

10月29日
12月10日

伊丹市立生涯学習
センター
（ラスタホール）

きららホール 072-770-9500

伊丹市 ①
おやこのびのび体操
「クリスマススペシャル」

対象2歳半～就学前の子どもと保護者
親子体操とエプロンシアター等

12月3日
伊丹市立北部学習
センター
（きららホール）

きららホール 072-770-9500

伊丹市 ① きららであ・そ・ぼ　リトミック
対象プチ：1歳6ヶ月～2歳5ヶ月の子どもと保護者キッズ：2歳6ヶ月～就学前
の子どもと保護者
ピアノの音色に親しみ親子で音遊び

10月13日
11月10日
12月8日

伊丹市立北部学習
センター
（きららホール）

きららホール 072-770-9500

伊丹市 ①
ママとベビーのストレッチ体操～ね
んねコース～

対象0歳の子どもとその保護者
赤ちゃんと一緒にストレッチをしながらスキンシップを図ります。

10月17日
11月14日
12月12日

伊丹市立北部学習
センター
（きららホール）

きららホール 072-770-9500

伊丹市 ①
ママとベビーのストレッチ体操～あ
んよコース～

対象１歳～2歳半の子どもとその保護者
赤ちゃんと一緒にストレッチをしながらスキンシップを図ります。

10月17日
11月14日
12月12日

伊丹市立北部学習
センター
（きららホール）

きららホール 072-770-9500

伊丹市 ① 1･2歳おやこあそび
対象1･2歳の子どもとその保護者
手遊びや簡単な工作をおやこで楽しみます。

10月7日
11月4日

伊丹市立北部学習
センター
（きららホール）

きららホール 072-770-9500

伊丹市 ①
きららであ・そ・ぼ
「クリスマス会」

対象就学前の子どもとその保護者
クリスマス会

12月11日
伊丹市立北部学習
センター
（きららホール）

きららホール 072-770-9500

伊丹市 ①
クリスマスだよ！
小学生集合

対象小学生
バルーンアートなどを作って友達と一緒にクリスマスを楽しみます。

12月5日
伊丹市立北部学習
センター
（きららホール）

きららホール 072-770-9500

伊丹市 ① きららこども囲碁クラブ（全18回） 小学生対象の囲碁教室
10月8日

～
3月24日

伊丹市立北部学習
センター
（きららホール）

きららホール 072-770-9500

伊丹市 ① きららこども将棋教室（全10回） 小学生対象の将棋教室
10月15日

～
3月10日

伊丹市立北部学習
センター
（きららホール）

きららホール 072-770-9500

伊丹市 ①
伊丹ロマン事業
「茶器」をつくろう！

対象小学生
茶器をつくり、茶の歴史を学ぶ

11月12日
伊丹市立北部学習
センター
（きららホール）

きららホール 072-770-9500

伊丹市 ①
小学生絵画教室
（全6回）

小学生の絵画教室 10月16日～3月4日
伊丹市立北部学習
センター
（きららホール）

きららホール 072-770-9500

伊丹市 ①
きららけん玉教室
（全10回）

小学生のけん玉教室 10月8日～3月10日
伊丹市立北部学習
センター
（きららホール）

きららホール 072-770-9500

伊丹市 ① 幼児･児童英語教室（全9回）
4歳～小学6年生対象の英語教室
①②4歳～小学2年生③小学3年～6年生

10月21日～12月16日
伊丹市立北部学習
センター
（きららホール）

きららホール 072-770-9500

伊丹市 ①
ニコニコＥｎｇｌｉｓｈ
（全10回）

対象2歳6ヶ月～就園前の子どもと保護者
英語教室

10月7日～12月9日
伊丹市立北部学習
センター
（きららホール）

きららホール 072-770-9500

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県
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伊丹市 ①
カラダが喜ぶデザート「トライフルパ
フェ」をつくろう

対象３歳～就学前の子どもと保護者
おなかの話のエプロンシアターとパフェ作りを楽しみます。

11月19日
伊丹市立北部学習
センター
（きららホール）

きららホール 072-770-9500

伊丹市 ① ふれあいベビーマッサージ
対象2ヶ月～歩くまでの赤ちゃんと保護者
ベビーマッサージ教室

10月25日
11月22日
12月20日

伊丹市立北部学習
センター
（きららホール）

きららホール 072-770-9500

伊丹市 ①
抱っこで踊ろうベビーダンス（全4
回）

対象3ヶ月～2歳前後の子どもと保護者
親子で一緒に体を動かすことで、適度な運動と母親のストレス解消にもつな
がります。

①10月14日～11月25
日②12月2日～1月27

日

伊丹市立北部学習
センター
（きららホール）

きららホール 072-770-9500

伊丹市 ①
パパと遊ぼうＤＡＹ～夢を叶える宝
地図作り～

対象小学生とその保護者
父親と子どもが一緒に作業し、コミュニケーションを図ります。

11月23日
伊丹市立北部学習
センター
（きららホール）

きららホール 072-770-9500

伊丹市 ①
出張子ども文化科学館　親子で楽し
む観望会

対象小学生とその保護者
親子で楽しむ観望会

12月3日 荻野小学校 きららホール 無料 072-770-9500

伊丹市 ① パパと踊ろうベビーダンス
対象3ヶ月～2歳前後の子どもと保護者
親子のスキンシップや適度の運動を目的とする「ベビーダンス」の体験を通じ
て父親の育児参加を促します。

11月23日
伊丹市立北部学習
センター
（きららホール）

きららホール 072-770-9500

伊丹市 ① おやこのびのび体操教室（全2回）
対象2歳半～就学前の子どもと保護者
ストレッチ体操を楽しみます。

①10月15日, 29日
②11月12日, 26日

伊丹市立北部学習
センター
（きららホール）

きららホール 072-770-9500

伊丹市 ① 親子で手形をとろう
対象3歳以下の子どもと保護者
成長の記録やプレゼントとして、手形スタンプカードを作ります。

10月2日
伊丹市立北部学習
センター
（きららホール）

きららホール 無料 072-770-9500

伊丹市 ① 親子で楽しくクリスマスケーキ
対象4歳～小学生と保護者
クリスマスケーキを楽しく作ります。

12月23日
伊丹市立北部学習
センター
（きららホール）

きららホール 072-770-9500

伊丹市 ① ハロウィンを楽しもう！　iｎ　きらら
対象3歳～小学生の子どもとその保護者
ハロウィンをおやこで楽しみます。

10月29日
伊丹市立北部学習
センター
（きららホール）

きららホール 072-770-9500

伊丹市 ① なつかしの童謡･唱歌コンサート
なつかしい童謡・唱歌を市民グループ、小学校合唱団、中学校コーラス部な
どにより披露します。

10月23日
伊丹市立北部学習
センター
（きららホール）

きららホール 無料 072-770-9500

伊丹市 ① 家族ｄｅいも掘り体験！ 小学生以下のこどもと保護者を対象にした芋掘り体験教室 10月22日 鴻池の畑 きららホール 072-770-9500

伊丹市 ①② みんなの広場 地域の未就園児親子が園児と遊びます。 11月7日 南幼稚園 南幼稚園 無料 072-772-2331

伊丹市 ② 土曜保育参観日 絵画製作展を兼ねた参観日です。 11月19日 南幼稚園 南幼稚園 無料 072-772-2331

伊丹市 ①② さつまじる会食 お世話になっている地域の方を招待します。 11月25日 南幼稚園 南幼稚園 無料 072-772-2331

伊丹市 ② オープンスクール 1日の教育活動を参観していただきます。 11月16日 南小学校 南小学校 無料 072-772-2601

伊丹市 ① 防災訓練 命を守るための防災方法の実践を行います。 11月19日 南小学校 まちづくり協議会 無料 072-772-2601

伊丹市 ② オープンスクール 授業および合唱練習、特に兄弟学級での合唱練習の取組を公開します。 10月17日, 18日 各教室など 南中学校 無料 072-772-2780

伊丹市 ② 文化祭 合唱コンクール・展示鑑賞・文化部発表を行います。 10月22日 体育館、教室など 南中学校 無料 072-772-2780

伊丹市 ① ３世代交流グラウンドゴルフ大会
小学生・中学生・教員・ＰＴＡ・地域自治会のメンバーがグラウンドゴルフを通
して交流します。

10月29日 南中グランド 南小まちづくり協議会 無料 072-772-2780

伊丹市 ② オープンスクール週間 保護者や地域の人に普段の授業の様子を公開します。 11月10日～15日 各教室など 南中学校 無料 072-772-2780

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

伊丹市 ② オープンジュニアハイスクール 校区内の小学6年生にミニ授業体験や部活動見学を行います。 11月25日 各教室など 南中学校 無料 072-772-2780

伊丹市 ① 阪神支部幼稚園教育研究会 公開保育・研究発表会 11月17日 伊丹幼稚園 伊丹幼稚園 無料 072-772-7482

伊丹市 ① オープンスクール絵画製作展 絵画製作発表会
11月26日
11月29日

伊丹幼稚園 伊丹幼稚園 無料 072-772-7482

伊丹市 ②③ 文化祭
伊丹市内唯一の定時制高等学校に通う高校生が、展示で日頃の学習活動
の発表や模擬店等を通して、近隣地域の方々と交流をしたり、同窓会や異
世代の市民の皆さまと懐かしい文部科学省唱歌の合唱を楽しんだりします。

11月23日 伊丹市立高等学校 伊丹市立高等学校 無料 072-772-8568

伊丹市 ② 学習発表会 舞台発表と展示に分かれて行います。 10月28日 荒牧中学校 荒牧中学校 無料 072-777-3540

伊丹市 ② オープンスクール 学校を公開して、保護者、地域に授業参観を行います。 11月7日～11日 荒牧中学校 荒牧中学校 無料 072-777-3540

伊丹市 ② 研究発表会 学校力アップ事業の指定を受け、公開授業と事後研究会を行います。 11月17日 荒牧中学校 伊丹市教育委員会 無料 072-777-3540

伊丹市 ② オープンジュニアハイスクール
地区の小学６年生が中学校に訪問し、オリエンテーション、体験授業、部活
動見学を行います

11月25日 荒牧中学校 荒牧中学校 無料 072-777-3540

伊丹市 ② オープンスクール 学校公開 10月19日 池尻小学校 池尻小学校 無料 072-777-4100

伊丹市 ② 参観授業 学校公開 11月8日 池尻小学校 池尻小学校 無料 072-777-4100

伊丹市 ① オープンスクール
右記の一週間、幼稚園を公開し、保育参観日を中心にして、園児の遊びや
生活の様子を保護者や地域の方に自由に見ていただきます。

11月22日～25日
本園、園庭および保
育室

いけじり幼稚園 無料 072-777-4102

伊丹市 ② 稲刈り 5・6年生および地域の方による稲刈り 10月20日 昆陽里小学校 昆陽里小学校地区会 無料 072-779-4164

伊丹市 ② もちつき大会 地区会主催による3世代交流もちつき大会 12月11日 昆陽里小学校 昆陽里小学校地区会 無料 072-779-4164

伊丹市 ② 土曜こやっ子学習 地域ボランティアによる土曜日の学習会 通年第二四土曜日 昆陽里小学校 昆陽里小学校 無料 072-779-4164

伊丹市 ② みんなのひろば
地域の未就園児が親子で幼稚園に来園し、園児と一緒に遊んだり、活動し
たりします。

10月31日,
11月28日

こやのさと幼稚園 こやのさと幼稚園 無料 072-779-4165

伊丹市 ② 誕生会
誕生月の保護者が子どもの為に出し物をし、園児と共に誕生児をお祝いしま
す。

10月25日
11月22日
12月14日

こやのさと幼稚園 こやのさと幼稚園 無料 072-779-4165

伊丹市 ② もちつき 地域でとれたもち米を使って、地域の方々と一緒にもちつき会をします。 12月16日 こやのさと幼稚園 こやのさと幼稚園 無料 072-779-4165

伊丹市 ② 幼稚園ウイーク 幼稚園の教育を地域に広げていくために園開放を実施します。 11月14日～23日 こやのさと幼稚園 こやのさと幼稚園 無料 072-779-4165

伊丹市 ② トライやるウイーク 中学生が幼稚園に来て、体験学習を実施します。 11月28日～12月2日 こやのさと幼稚園 こやのさと幼稚園 無料 072-779-4165

伊丹市 ① グラウンドゴルフ大会
ｓｃ２１の１０周年行事として児童と保護者ｓｃ２１に参加している地域の方々
が参加して、校庭でグラウンドゴルフ大会を行います。

11月19日 摂陽小学校校庭 ｓｃ21摂陽 無料 072-779-6137

伊丹市 ② 地域交流・みんなの広場 地域にお住まいの方や未就園児と交流します。 10月25日 すずはら幼稚園 すずはら幼稚園 無料 072-779-6138

伊丹市 ② 誕生会 誕生会のお祝いに和太鼓を演奏していただきます。 10月27日 すずはら幼稚園 すずはら幼稚園 無料 072-779-6138

伊丹市 ② 地域交流・みんなの広場 地域にお住まいの方や未就園児と交流します。 11月8日 すずはら幼稚園 すずはら幼稚園 無料 072-779-6138

伊丹市 ② 作品展 園児の作品を展示し，作品展をおこないます。 11月21日 すずはら幼稚園 すずはら幼稚園 無料 072-779-6138

伊丹市 ② もちつき 地域の方と一緒におもちつきをします。 12月2日 すずはら幼稚園 すずはら幼稚園 無料 072-779-6138

伊丹市 ② ミニ音楽会 ５・６年生による音楽交歓会 11月22日 体育館 鴻池小学校 無料 072-779-7791

伊丹市 ③
伊丹シティーフィル
ミニコンサート

弦楽四重奏の音楽会に園児・保護者が集います。 11月14日 こうのいけ幼稚園
伊丹管弦楽団・こうのいけ幼稚
園

無料 072-779-7825

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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伊丹市 ② 公開保育 保護者や地域住民に保育を公開します。
11月21日～25日のう

ち2日間
こうのいけ幼稚園 こうのいけ幼稚園 無料 072-779-7825

伊丹市 ② 誕生会 誕生会の出し物に室内オーケストラの演奏を聴きます。 11月2日 せつよう幼稚園 せつよう幼稚園 無料 072-779-8660

伊丹市 ② 木工教室 地域の木工名人から教えてもらい玩具作りをします。 11月9日 せつよう幼稚園 せつよう幼稚園 無料 072-779-8660

伊丹市 ② 焼き芋大会 園児が収穫したさつま芋を焼き芋にします。 11月10日 せつよう幼稚園 せつよう幼稚園 無料 072-779-8660

伊丹市 ② 五月山園外保育 秋を見つけに五月山へ出かけます。 11月12日 池田市五月山 せつよう幼稚園 無料 072-779-8660

伊丹市 ② みんなの広場 未就園児と一緒に遊びます。 11月14日 せつよう幼稚園 せつよう幼稚園 無料 072-779-8660

伊丹市 ③ 作品展 園児が日頃から作ったり描いたりしたものを展示します。 11月24日～26日 せつよう幼稚園 せつよう幼稚園 無料 072-779-8660

伊丹市 ② 保育所交流 近隣のひかり保育園と園児同士が交流します。 11月28日 せつよう幼稚園 せつよう幼稚園 無料 072-779-8660

伊丹市 ② 消防署見学 西消防署を見学します。 11月29日 西消防署 せつよう幼稚園 無料 072-779-8660

伊丹市 ① 社会科ハイキング 地域住民・希望児童がハイキングに出かけます。 11月22日 野外センター 地区社協 無料 072-779-8661

伊丹市 ② 文化発表会
午前中合唱コンクールを行い、午後教科・部活動で取り組んだ生徒作品を校
内に展示・ステージ発表

10月28日 体育館 松崎中学校 無料 072-779-9770

伊丹市 ② トライやる・ウィーク 地域や自然の中で、学習や体験活動を行います。 11月28日～12月2日 体育館 松崎中学校 無料 072-779-9770

伊丹市 ②  オープン・ジュニアハイスクール
次年度入学予定の小学校６年生を対象に、中学校での学習や部活動の体
験学習を行います。

11月25日 体育館 松崎中学校 無料 072-779-9770

伊丹市 ② 授業参観・懇談 授業を公開した後、学級懇談会を行います。 11月8日 各教室 松崎中学校 無料 072-779-9770

伊丹市 ② 小・特別支援学校連合音楽会 各校の５年生が合奏・合唱等を行い、伊丹市内の他校と交流します。（市内） 11月24日, 25日 いたみホール
伊丹市教育委員会・小学校長
会・小・特別支援学校音楽教
育研究会

無料 072-780-3534

伊丹市 ②③ 中学校交歓音楽会 各中学校の代表学級が発表します。 11月7日 アイフォニックホール
伊丹市中学校教育研究会音
楽部会・伊丹市教育委員会

無料 072-780-3534

伊丹市 ① 伊丹市青少年健全育成研修会
次代を担う青少年がこころ豊かでのびのびと健やかに成長するために、家
庭・学校・地域・各種団体が一体となって研修を行い、青少年の非行を防止
するとともに、健全育成を推進します。

11月11日
伊丹市立労働福祉
会館（スワンホール）

伊丹市教育委員会
伊丹市青少年を守る店連絡協
議会

無料 072-780-3540

伊丹市 ②③ 伊丹・本の杜フォーラム 講演会、ワークショップ、各種作品展示を行います。 11月23日
いたみ
ホール

伊丹市
伊丹市教育委員会
伊丹市学校支援地域本部実
行委員会

無料 072-780-4313

伊丹市 ① 三世代運動会 地域の運動会に児童も参加します。 10月中旬 笹原小学校 笹原小地区コミュニティ 無料 072-781-0612

伊丹市 ② クラブ活動
囲碁将棋クラブ、家庭科クラブ等で地域の高齢者に指導をしていただいたい
ます。

10月21日,
11月4日

笹原小学校 笹原小学校 無料 072-781-0612

伊丹市 ② 環境体験活動 篠山にある里山において地元の方のご協力を得て体験活動を行います。 10月20日
篠山チルドレンズ
ミュージアム

笹原小学校 無料 072-781-0612

伊丹市 ② 音楽会
日頃の音楽学習の成果を発表し、音楽への関心を深め、鑑賞する力を育て
ます。

11月19日 本校体育館 桜台小学校 無料 072-781-2465

伊丹市 ③ 観劇会 全校生がプロの劇を観ます。 10月24日 天神川小体育館 天神川小学校 072-781-2485

伊丹市 ② 環境体験学習 ３年生が環境体験学習を行います 10月17日 県立有馬富士公園 天神川小学校 無料 072-781-2485

伊丹市 ② 自然学校 ５年生が４泊５日の体験学習を行います。 5月21日～25日 丹波少年自然の家 天神川小学校 無料 072-781-2485

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

伊丹市 ② 稲刈り ５年生が田植えから稲刈りまでを行います。 6月～10月 学校周辺田んぼ 天神川小学校 無料 072-781-2485

伊丹市 ② 音楽会
音楽の授業で身につけた技能をいかして、各学年ごとに合奏・合唱等を行い
ます。

11月3日 体育館 稲野小学校 無料 072-781-2492

伊丹市 ② 文化祭
合唱、舞台・展示発表等を通して日頃の文化的活動の成果を発表する場と
します。

10月28日
11月4日～11月8日

(展示)
西中学校 西中学校 無料 072-781-2974

伊丹市 ② オープンジュニアハイスクール
校区内の小学校６年生の全児童を招き、授業や部活動見学、生徒会からの
中学校生活についての説明等により、中学校に関する理解を深めます。

11月25日 西中学校 西中学校 無料 072-781-2974

伊丹市 ② 保育参観 年少児の保育内容の公開 11月2日 保育室等 はなさと幼稚園 無料 072-781-6456

伊丹市 ② 保育参観 年長児の保育内容の公開 11月4日 保育室等 はなさと幼稚園 無料 072-781-6456

伊丹市 ② 作品展 日頃の学習で制作した作品の展示 11月15日, 16日 遊戯室 はなさと幼稚園 無料 072-781-6456

伊丹市 ② 合唱コンクール 合唱コンクール 10月28日 体育館 天王寺川中学校 無料 072-781-6465

伊丹市 ② 学習発表会 展示・ステージ発表 10月29日 体育館 天王寺川中学校 無料 072-781-6465

伊丹市 ② 市内交歓音楽会 ステージ発表 11月7日 アイフォニックホール 伊丹市教育委員会 無料 072-781-6465

伊丹市 ② ＪＲＣ奉仕活動 校内外の清掃活動及び天王寺川沿いの河川清掃 11月11日 校区 天王寺川中学校 無料 072-781-6465

伊丹市 ② ふれあいの集い ステージ発表・屋外ゲーム・模擬店・グラウンドゴルフ 11月13日 天王寺川中学校 天王寺川中学校 無料 072-781-6465

伊丹市 ②
伊丹市教育委員会指定「授業研究
発表会」

授業研究会 11月22日 教室・会議室 天王寺川中学校 無料 072-781-6465

伊丹市 ② ｵｰﾌﾟﾝ･ｼﾞｭﾆｱﾊｲｽｸｰﾙ 校区小学校の入学予定６年生の模擬授業体験 11月25日 天王寺川中学校 天王寺川中学校 無料 072-781-6465

伊丹市 ② 食育講演会 「食べ物と子どものいのち」について講演 10月19日
花里小学校花里
ホール

花里小学校 無料 072-781-6506

伊丹市 ① 体力測定・ニュースポーツ 体力測定とニュースポーツの体験 11月12日 花里小学校 地区社協・スポーツ21 無料 072-781-6506

伊丹市 ① 餅つき大会 餅つきをします。 12月3日 花里小学校 地区社協 無料 072-781-6506

伊丹市 ① ストリートダンス講座 小学生から高校生を対象にしたダンスの入門講座
9月3日

～
11月13日

伊丹市立生涯学習
センター
（ラスタホール）

ラスタホール 072-781-8877

伊丹市 ① ハロウィンのおたのしみ会
ハロウィンにちなんだ、絵本の読み聞かせや、手遊び、折り紙などで楽しみ
ます。

10月29日
伊丹市立生涯学習
センター
（ラスタホール）

ラスタホール 無料 072-781-8877
図書館南分館との
共催

伊丹市 ① 赤ちゃんと絵本のふれあい講座
0歳児と保護者を対象に、幼児の絵本の紹介と、絵本を通した赤ちゃんとの
かかわり方などの提案、保護者間の交流など。

10月19日, 11月16日,
12月7日

伊丹市立生涯学習
センター
（ラスタホール）

ラスタホール 無料 072-781-8877
図書館南分館との
共催

伊丹市 ①
親子と絵本のふれあい講座（ちょこ
まか1･2歳児さんにおすすめの絵
本）

動き回る１～２歳児を対象に、一緒に遊べる絵本を紹介します。 10月20日
伊丹市立生涯学習
センター
（ラスタホール）

ラスタホール 無料 072-781-8877
図書館南分館との
共催

伊丹市 ① こども広場～自然とあそぼう
地域の自然ボランティアグループが講師となって、こどもたちを対象に自然
素材を使ったクラフトやゲームをお届けします。

11月12日
伊丹市立生涯学習
センター
（ラスタホール）

ラスタホール 無料 072-781-8877

伊丹市 ① ラスタベビークラブ
0歳児と保護者を対象に、絵本の読み聞かせ、ベビーサイン、季節行事など
のプログラムを楽しみながら、親子の触れ合いとゆったりした時間を過ごしな
がら、交流を図ります。

9月30日～3月9日
伊丹市立生涯学習
センター
（ラスタホール）

ラスタホール 072-781-8877

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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伊丹市 ① 親子でワクワク遊びひよこコース
10ヶ月～1歳児と保護者を対象にした、体操、読み聞かせ、手遊び、工作な
どを楽しみます。

9月14日～12月7日
伊丹市立生涯学習
センター
（ラスタホール）

ラスタホール 072-781-8877

伊丹市 ① 親子でワクワク遊びうさぎコース
2～3歳児と保護者を対象にした、体操、読み聞かせ、手遊び、工作などを楽
しみます。

9月14日～12月7日
伊丹市立生涯学習
センター
（ラスタホール）

ラスタホール 072-781-8877

伊丹市 ① キッズクッキング秋コース
小学3年生～中学3年生を対象にメーン料理からデザートまで本格的なお料
理を楽しく作ります。

9月3日～12月24日
伊丹市立生涯学習
センター
（ラスタホール）

ラスタホール 072-781-8877

伊丹市 ① キッズ手芸クラブ 小学生を対象に裁縫で小物作りに取り組みます。 9月17日～11月19日
伊丹市立生涯学習
センター
（ラスタホール）

ラスタホール 072-781-8877

伊丹市 ① クリスマスケーキ作りに挑戦！
小学3年生～中学3年生を対象に本格的なクリスマスケーキを楽しく作りま
す。

12月23日
伊丹市立生涯学習
センター
（ラスタホール）

ラスタホール 072-781-8877

伊丹市 ① こども陶芸アート
小学生を対象に、陶芸に親しみ、世界でひとつだけのオリジナル作品を作り
ます。

11月20日
伊丹市立生涯学習
センター
（ラスタホール）

ラスタホール 072-781-8877

伊丹市 ①
伊丹ロマン事業関連講座
伊丹歴史探検

小学生～高校生を対象に、伊丹市内の史跡を巡りながら、歴史を学びます。 11月5日
伊丹市立生涯学習
センター
（ラスタホール）

ラスタホール 無料 072-781-8877

伊丹市 ①
伊丹ロマン事業関連講座
伊丹歴史学

一般市民を対象に、戦国時代の歴史的背景と、文化を学ながら、伊丹の庶
民の生活や歴史を探ります。

11月4日, 11日, 25日
伊丹市立生涯学習
センター
（ラスタホール）

ラスタホール 072-781-8877

伊丹市 ① ラスタ教養大学アンコール講座
一般市民を対象に、大学教授などの専門家の講義を聴き、教養を深めま
す。

11月2日
伊丹市立生涯学習
センター
（ラスタホール）

ラスタホール 072-781-8877

伊丹市 ② オープンスクール
保護者・地域の方に参観していただきます。（授業、清掃、給食、休み時間な
ど）

11月2日 神津小学校 神津小学校 無料 072-782-2021

伊丹市 ① 音楽会
日頃の音楽学習の成果を来校者に鑑賞していただきます。11日は児童鑑賞
日、12日は保護者鑑賞日になります。

11月11日, 12日 神津小学校 神津小学校 無料 072-782-2021

伊丹市 ① ふれあい広場 グランドゴルフ、スポーツ、フリーマーケット等 11月12日, 13日 神津小学校 神津地区社協 無料 072-782-2021

伊丹市 ②③ 研究協議会 日頃の研究の成果を来校者に参観していただきます。 11月22日 神津小学校 神津小学校 無料 072-782-2021

伊丹市 ②
高校生地域貢献事業
ラグビーカーニバル

本校卒業生故奥克彦駐イラク大使を追悼する記念ラグビーカーニバルで阪
神間の幼、小、中、高生が集まりラグビー教室や試合を行います。

11月27日
県立伊丹高校グラン
ド

県立伊丹高校
ラグビー部

無料 072-782-2065

伊丹市 ② 研究発表会
「魅力ある学校づくり調査研究事業」（文部科学省指定）研究授業及び研究
発表会

11月8日 北中学校 伊丹市教育委員会 無料 072-782-2434

伊丹市 ② オープンジュニア・ハイスクール
次年度入学予定の小学６年生（伊丹・神津・有岡小学校）を対象に、中学校
の模擬授業を体験します。また部活動見学も行います。

11月25日 北中学校 北中学校 無料 072-782-2434

伊丹市 ② 歯の講話 外部講師を招いて講話形式で学習します 10月20日 伊丹小学校 伊丹小学校 無料 072-782-2536

伊丹市 ① 三世代キックベース 三世代がチームに分かれて交流します。 10月22日 伊丹小学校 伊丹小学校 無料 072-782-2536

伊丹市 ② きこえの教室、劇発表会 きこえの教室児童による劇を発表します。 12月6日, 7日 伊丹小学校 伊丹小学校 無料 072-782-2536

伊丹市 ② 研究発表会 ３年間の算数教育の研究の取り組みを発表する。 11月18日 緑丘小学校 緑丘小学校 無料 072-782-2550 講師　和田　秀夫

伊丹市 ② 学習発表会
展示鑑賞・合唱コンクール・吹奏楽等
ステージ発表

10月28日 東中学校 東中学校 無料 072-782-3059

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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伊丹市 ② オープンサタスタ 土曜学習会サタスタ東の公開 11月5日 東中学校 東中学校 無料 072-782-3059

伊丹市 ② オープンサタスタ 土曜学習会サタスタ東の公開 11月19日 東中学校 東中学校 無料 072-782-3059

伊丹市 ① 地域防災訓練 有岡小地域の自治会が児童と一緒に防火訓練を行います。 10月15日 有岡小学校 まちづくり協議会 無料 072-782-8128

伊丹市 ③ 人形劇観賞
すこやかネットみなみ＆ありおかと共催による行事です。「うたと人形のバス
ケットやおちあき」による人形劇を観賞します。

11月4日 ありおか幼稚園 ありおか幼稚園 無料 072-782-8397

伊丹市 ② なかよし交流会 園児と未就園児の交流を行います。 11月4日 ありおか幼稚園 ありおか幼稚園 無料 072-782-8397

伊丹市 ② 幼稚園ウィーク 地域や保護者の方に園の様子をより知ってもらう一週間です。 11月21日～25日 ありおか幼稚園 ありおか幼稚園 無料 072-782-8397

伊丹市 ③ 音楽コンサート 伊丹シティフィルによるコンサートを観賞します。 11月21日 ありおか幼稚園 ありおか幼稚園 無料 072-782-8397

伊丹市 ① みんなのひろば 園児と未就園児の交流を行います。 11月21日 ありおか幼稚園 伊丹市子育て支援センター 無料 072-782-8397

伊丹市 ② 保育参観日・作品展 参観後、保護者と園児が一緒に作品展を観賞します。 11月22日 ありおか幼稚園 ありおか幼稚園 無料 072-782-8397

伊丹市 ① 有りっ子カーニバル スポーツゲーム・模擬店 10月22日 有岡小学校 有岡小学校PTA 072-782-8549 模擬店有料

伊丹市 ③ 観劇会 劇を見ます。 10月25日 有岡小学校 有岡小学校 072-782-8549

伊丹市 ② 自然学校 ５年生が宿泊体験します。 10月31日～11月4日 西はりま天文台公園 有岡小学校 072-782-8549

伊丹市 ② 火災避難訓練 火災避難 11月11日 有岡小学校 有岡小学校 無料 072-782-8549

伊丹市 ② 音楽会 各学年で音楽発表 11月19日 有岡小学校 有岡小学校 無料 072-782-8549

伊丹市 ② 幼稚園ウィーク 園児の絵画展 11月21日～25日 みずほ幼稚園 みずほ幼稚園 無料 072-782-8552

伊丹市 ①

秋季企画展
近衛家支配350年
有岡城から伊丹郷町へ
～落城・復興・繁栄の道のり～

荒木村重の有岡城築城から落城、そして
伊丹郷町の成立、発展の様子を紹介します。

10月8日
～

11月下旬
市立博物館 市立博物館 無料 072-783-0582

伊丹市 ①
歴史ウォーク
猪名川流域の旧街道・史跡を訪ね
て

猪名川流域でくりひろげられた歴史を、流域沿いに残る旧街道と史跡を訪
ね、流域地域の歴史と、現状と未来を展望します。

11月25日
現地
学習

市立博物館 無料 072-783-0582

伊丹市 ② 伝承遊びの集い 園児と地域の高年者の方とが交流します。 11月2日
遊戯室・園庭
各保育室

ささはら幼稚園 無料 072-783-4670

伊丹市 ② トライやる・ウィーク 園児とトライやる・ウィークの伊丹市立笹原中学校２年生とが交流します。 11月14日～18日
遊戯室・園庭
各保育室

ささはら幼稚園 無料 072-783-4670

伊丹市 ②③ 作品展（一般公開日） 園児の絵画作品を展示発表します。 11月25日 遊戯室 ささはら幼稚園 無料 072-783-4670

伊丹市 ② にこにこキッズ 園児と地域の未就園児とが交流します。 11月29日 園庭・図書室 ささはら幼稚園 無料 072-783-4670

伊丹市 ② 幼稚園ウィーク 保護者や地域の方に幼稚園の特色ある教育内容を公開します。 11月21日～25日 天神川幼稚園 天神川幼稚園 無料 072-783-4671

伊丹市 ② 秋まつり
園児と未就園児（保護者も含む）を対象にPTA主催の手作りのお祭りを楽し
みます。

11月22日 天神川幼稚園
天神川幼稚園天神川幼稚園
PTA

無料 072-783-4671

伊丹市 ② 作品展
園児の日頃の作品を保護者や地域の方に覧ていただき幼児教育の理解を
図ります。

11月25日 天神川幼稚園 天神川幼稚園 無料 072-783-4671

伊丹市 ① 幼稚園ウィーク
地域の未就園児親子を本園に招待し、園児との交流を図ると共に、幼稚園
生活の一端を経験し、様々な催し物も計画しています。

11月14日～18日 桜台幼稚園 桜台幼稚園 無料 072-783-4672
 時間帯は、直接
幼稚園に連絡を。

伊丹市 ① 腹話術公演
すこやかネットてんのうじがわ共催の行事です。プロの腹話術師が来園し、
腹話術を中心に子ども向けの楽しい公演を見せてくれます。

11月14日
桜台幼稚園
遊戯室

桜台幼稚園・すこやかネットて
んのうじがわ共催

無料 072-783-4672

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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伊丹市 ① 伊丹シティフィルコンサート
幼稚園ウィークの一環の行事です。伊丹シティフィルのメンバー数名の方に
来ていただき、楽器の演奏を聴きます。

11月18日
桜台幼稚園
遊戯室

桜台幼稚園 無料 072-783-4672

伊丹市 ② 自分の体を知る 年長は体力測定、年少は身長体重をヒモや砂袋の重さで実感します。 11月11日 稲野幼稚園 稲野幼稚園 無料 072-783-5105

伊丹市 ② 避難所体験日 電気水道を使用しないで、手洗いやトイレはバケツの水を使用します。 11月14日 稲野幼稚園 稲野幼稚園 無料 072-783-5105

伊丹市 ② 母親学級｢メダカの教室」 園長と保護者で子育てについて話し合います。 11月25日 稲野幼稚園 稲野幼稚園 無料 072-783-5105

伊丹市 ①② 課外活動 放課後、囲碁・将棋・オセロの講習会 第2･4木曜 稲野幼稚園 稲野幼稚園 無料 072-783-5105

伊丹市 ①② 課外活動 サッカー教室 11月19日 稲野幼稚園 稲野幼稚園 無料 072-783-5105

伊丹市 ② 自然観察 昆陽池の四季に触れて観察力を高め、体力の向上も図ります。 11月24日 昆陽池公園 稲野幼稚園 無料 072-783-5105

伊丹市 ② 遠足 園児が園外に出かけ、秋の自然に触れる体験を開催します。 11月8日 県立有馬富士公園 稲野幼稚園 無料 072-783-5105

伊丹市 ② 幼稚園ウィーク みんなの広場、相撲教室、木工教室、作品展 11月12日～18日 稲野幼稚園 稲野幼稚園 無料 072-783-5105

伊丹市 ② 学校見学会 校内見学・給食見学・個別相談 11月17日 伊丹特別支援学校 伊丹特別支援学校 無料 072-783-5436

伊丹市 ② ふれあいフェスティバル ゲームで楽しもう・親子で地域でのふれあい 11月3日 伊丹特別支援学校 伊丹特別支援学校 無料 072-783-5436

伊丹市 ② みんなの広場 園児と未就園児の交流 10月25日 神津幼稚園 神津幼稚園、市子育て支援課 無料 072-784-0121

伊丹市 ①② ときめき訪問 園児と福祉施設の高齢者との交流 10月28日 ときめき
神津幼稚園、
ときめき

無料 072-784-0121

伊丹市 ①② 保育所との交流訪問 園児と保育所の子どもたちの交流 11月10日 神津幼稚園 神津幼稚園、神津保育所 無料 072-784-0121

伊丹市 ② 幼稚園ウイーク 地域の方々に広く園を公開します。 11月8日～19日 神津幼稚園 神津幼稚園 無料 072-784-0121

伊丹市 ② オープンスクール 地域の方々に広く園を開きます。 11月8日～12日 神津幼稚園 神津幼稚園 無料 072-784-0121

伊丹市 ③ 人形劇鑑賞会 園児と未就園児の交流 11月29日 神津幼稚園 神津幼稚園、市子育て支援課 無料 072-784-0121

伊丹市 ①② ときめき訪問 園児と福祉施設の高齢者との交流 11月30日 ときめき
神津幼稚園、
ときめき

無料 072-784-0121

伊丹市 ③ 音楽鑑賞会 園児と未就園児の交流 12月6日 神津幼稚園 神津幼稚園、市子育て支援課 無料 072-784-0121

伊丹市 ①② もちつき大会 園児、保護者、地域の方々との交流 12月17日 神津幼稚園 神津幼稚園、地区社協 無料 072-784-0121

伊丹市 ② 幼稚園ウィーク
地域に幼稚園教育を開きます。
園庭開放・あそびのひろば

11月8日～25日 緑幼稚園 緑幼稚園 無料 072-784-4938

伊丹市 ② あそびのひろば 異年齢交流・親子制作や親子遊び 11月8日～22日 緑幼稚園 緑幼稚園 無料 072-784-4938

伊丹市 ② オープンスクール
地域の保護者に公開します。
幼保交流・図工展

11月21日～26日 緑幼稚園 緑幼稚園 無料 072-784-4938

伊丹市 ②
伊丹市立幼稚園
なかよし会

伊丹市立幼稚園、伊丹朝鮮初級学校の全園児が集まり、運動を通して楽しく
交流します。

10月18日
伊丹スポーツセン
ター

伊丹市教育委員会・幼稚園長
会

無料 072-784-8087

伊丹市 ③
「歴史・文化が醸し出す伊丹ロマン
事業」オープニングイベント

国指定史跡である有岡城跡で、県指定無形民俗文化財のむぎわら音頭、市
指定無形民俗文化財の摂津音頭を公演、また文化財ボランティアの会によ
る冑作り、当課による「戦国武将になろう」を行います。

10月29日 有岡城跡史跡公園 伊丹ロマン事業実行委員会 無料 072-784-8090

伊丹市 ③
企画展示「有岡城－茶の湯－」
（仮）

当時の武士たちの政治・文化的な交流の手段として流行した「茶の湯」の一
場面の復元と、出土遺物からの有岡城内の生活ぶりを探ることで、戦国時代
の伊丹の文化財・歴史にふれあう展示をします。

11月3日～13日
旧岡田家住宅土間・
座敷・酒蔵

伊丹ロマン事業実行委員会 無料 072-784-8090

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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伊丹市 ③ 集客事業「男点前による茶会」
上記企画展「有岡城－茶の湯－」展示内容に関連した事業として、武士が茶
を嗜む様子を再現するため、伊丹市茶道協会の協力のもと、男点前による
茶会を開催します。

11月12日 旧石橋家住宅 伊丹ロマン事業実行委員会 072-784-8090

伊丹市 ③ 講演会「戦国時代の茶の湯」（仮）
上記企画「有岡城－茶の湯－」展示内容に関連した戦国時代の茶道を紹介
し、企画展の内容を深めるとともに、荒木村重、有岡城への歴史的意義を考
える機会となる講演会を行います。

11月13日
白雪長寿蔵2階ギャ
ラリー（予定）

伊丹ロマン事業実行委員会 無料 072-784-8090

伊丹市 ③ 市内史跡一斉清掃
文化財保護のため市内史跡３ヵ所（有岡城跡・伊丹廃寺・御願塚古墳）にお
いて、市内文化財保護関係団地を中心として清掃活動を実施します。

11月26日
有岡城跡・伊丹廃寺
跡・御願塚古墳

伊丹ロマン事業実行委員会 無料 072-784-8090

伊丹市 ① 昆虫館学芸員体験ツアー
伊丹市昆虫館で、ふつうでは入れない飼育室など昆虫館の裏側を見学、虫
の餌やりなど昆虫館学芸員を体験するツアーです。

11月19日(土) 伊丹市昆虫館 県立人と自然の博物館
http://hitohaku.jp/

079-559-2001
事前申込制

伊丹市 ② 学校説明会
総合学科としての特徴や教育活動、特色ある教育課程やその概要をご理解
いただきます。あわせて来年度の入試についてもご説明いたします。

10月15日
県立伊丹北高校講
義棟

県立伊丹北高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~itamikita-hs/

伊丹市 ② 学校説明会
総合学科としての特徴や教育活動、特色ある教育課程やその概要をご理解
いただきます。あわせて来年度の入試についてもご説明いたします。

11月12日
県立伊丹北高校講
義棟

県立伊丹北高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~itamikita-hs/

伊丹市 ② 高校生地域貢献活動　大緑化作業
校内および学校周辺の美化・緑化活動を通して、地域の方々との交流を深
め、ふれあいの心を育てることを目的に実施します。

10月31日
県立伊丹北高校お
よび周辺

県立伊丹北高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~itamikita-hs/

伊丹市 ① 伊丹市内四高等学校合同講演会
講師は、神戸女学院大学名誉教授内田樹先生です。演題は「日本再生の
道」です。

11月5日
県立伊丹北高校講
義棟

伊丹市内四高校PTA連絡協議
会　県立伊丹北高校PTA

無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~itamikita-hs/

伊丹市 ② トライやる・ウィーク 中学校２年生を対象とした社会体験事業 11月14日～18日 各事業所 伊丹市立笹原中学校 無料
http://www.sasa.itami.ed.jp/
072-779-3130

伊丹市 ②③ 音楽会 全学年の合唱・合奏及び吹奏楽部やPTAコーラス・職員演奏もあります。 11月19日 瑞穂小体育館 瑞穂小学校 無料 http://www.s-mizuho.itami.ed.jp/

伊丹市 ① おはなし会、他
対象：乳幼児～小学生。絵本・本・紙芝居など読み聞かせ（曜日により対象・
内容は異なります）。

毎週月～土曜(各館
により異なる)

伊丹市立図書館本
館、南・北分館、伊
丹・西分室

伊丹市立図書館本館、南・北
分館、伊丹・西分室

無料
伊丹市立図書館本館
072-783-2775他各館

伊丹市 ① おたのしみ会（12月は「ｸﾘｽﾏｽ会」） 対象：3歳～人形劇、手遊びなど 毎月第3水曜日
伊丹市立図書館本
館

伊丹市立図書館本館 無料
伊丹市立図書館本館
072-783-2775他各館

伊丹市 ① チャリティ・リサイクル・ブックフェア 対象：市民本のリサイクル（古本の提供、チャリティ） 11月中旬予定
伊丹市立図書館本
館

伊丹ライオンズクラブ(伊丹市
立図書館本館)

無料
伊丹市立図書館本館
072-783-2775他各館

伊丹市 ① 英語でたのしむおはなし会 英語の絵本のよみきかせ・うた・ゲーム 毎月第5水曜日
伊丹市立図書館本
館

伊丹市立図書館本館 無料
伊丹市立図書館本館
072-783-2775他各館

伊丹市 ① 絵本よんで！ 子どもひとりひとりの「読んでほしい絵本」を読み聞かせ 毎月第2～第4木曜日
伊丹市立図書館本
館

伊丹市立図書館本館 無料
伊丹市立図書館本館
072-783-2775他各館

伊丹市 ① ぶらり読み☆掲示板
利用者の読んだ本、お勧めの本の感想募集。分館入口に掲示板を設け期間
中掲示。

11月1日
～

11月29日

伊丹市立図書館北
分館

伊丹市立図書館北分館 無料
伊丹市立図書館本館
072-783-2775他各館

伊丹市 ① ほん☆メモ 読書記録用メモの無料配布
11月1日

～
11月29日

伊丹市立図書館北
分館

伊丹市立図書館北分館 無料
伊丹市立図書館本館
072-783-2775他各館

伊丹市 ② ｵｰﾌﾟﾝﾊｲｽｸｰﾙ
中学生や保護者に対して、本校の特色等を説明します。また、公開授業・施
設見学も実施します。

11月26日
伊丹市立伊丹高等
学校

伊丹市立伊丹高等学校 無料
総務部
072-772-2040

伊丹市 ② オープンスクール 学校施設や授業を公開し、本校の教育を理解していただきます。 11月7日～11日
県立こやの里特別支
援学校

県立こやの里特別支援学校 無料 総務部072-777-6300
金曜日は15:15～
16:00まで部活動
があります。

伊丹市 ① ０才児ママのワイワイトーク
赤ちゃんについての学習やかわいい手づくりおもちゃづくりを通してママ同士
楽しくお話します。

10月5日, 12日, 19日,
29日, 11月9日

中央公民館 中央公民館
中央公民館
072‐784-8000

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

伊丹市 ①
（仮）今だから考えたい、これからの
暮らしと「電気」のこと

福島第一原発事故以降、日々、無意識に使っているエネルギーが本当に必
要かどうか考えます。

10月21日から全4回 中央公民館 中央公民館
中央公民館
072‐784-8000

伊丹市 ①
女性のからだのセルフケア～自分
のからだ、自分で守ろう～

日頃気をつけたい女性特有の病気（ＰＭＳ・子宮頸がん等）について学びま
す。

11月12日, 6日, 12月
3日

中央公民館 中央公民館
中央公民館
072‐784-8000

伊丹市 ① (仮)伊丹七福神＋１巡り 伊丹市内に散在する七福神と飛鳥山発音寺を巡ります。 11月19日 伊丹市内 中央公民館 無料
中央公民館
072‐784-8000

伊丹市 ① 日本経済を読み！解く！
私たちの生活に深い関わりを持つ「経済」・「金融」の知識を学ぶことで日本
経済や世界経済の動きを的確にとらえ、時の流れに理解を深めて今後の生
活に役立てることを目指します。

11月12日, 19日, 26
日,

12月3日, 10日
中央公民館 中央公民館

中央公民館
072‐784-8000

伊丹市 ① はじめてのヨガ＆骨盤体操 ヨガと骨盤体操をすることで、カラダの中からきれいになることを目指します。
9月15日, 22日, 29日,

10月6日
中央公民館 中央公民館

中央公民館
072‐784-8000

伊丹市 ①
いきいき人生塾～高齢社会を豊か
に生きる～

超高齢社会を迎え、いかに生きどう老いるかが問われる折、これからの生活
を楽しく豊かに生きるための知恵・ヒントの提供を目指します。

10月19日, 26日, 11
月2日, 10日, 16日

中央公民館 中央公民館
中央公民館
072‐784-8000

伊丹市 ①
ハッピーワークライフシリーズ
VOL．１ハッピーワーク＆ライフを目
指して社会を変える力にしよう！

「働く」権利や意味と向き合って、働く上で必要なことは何かを考える講演会
とワークショップを行います。

10月22日 中央公民館 中央公民館
中央公民館
072‐784-8000

伊丹市 ①
ハッピーワークライフシリーズVOL．
２　ポジティブに働こう！

非正雇用や派遣労働など雇用が多様化する現在、自分を肯定し、ポジティブ
に働くことでチャンスをつかむきっかけを学びます。

11月5日 中央公民館 中央公民館
中央公民館
072‐784-8000

伊丹市 ①
ハッピーワークライフシリーズVOL．
３　やる気スイッチみつけよう！
（仮）

将来自分がしたいこと、そのために今何をして、何を選択していくか、元リク
ルートの人事担当加藤淳さんと一緒にお話します。模擬面接も体験します。

11月12日 中央公民館 中央公民館
中央公民館
072‐784-8000

伊丹市 ①
ハッピーワークライフシリーズVOL．
４あなたらしい働き方にチャレンジし
よう！

女性の働き方は多様化しています。様々な生き方をいっしょに考える講演会
とパネルディスカッションを行います。

11月19日 中央公民館 中央公民館
中央公民館
072‐784-8000

伊丹市 ③
第35回兵庫県高等学校総合文化祭
器楽・管弦楽部門発表会

器楽・管弦楽部門生徒による発表を行います。 11月13日 いたみホール
兵庫県
兵庫県教育委員会

無料
兵庫県高等学校文化連盟：県立須磨東高等学校
078-793-1616

伊丹市 ③
第35回兵庫県高等学校総合文化祭
邦楽部門発表会

邦楽部門生徒による発表を行います。 11月23日 いたみホール
兵庫県
兵庫県教育委員会

無料
兵庫県高等学校文化連盟：県立須磨東高等学校
078-793-1616

伊丹市 ③
第35回兵庫県高等学校総合文化祭
小倉百人一首かるた部門大会

小倉百人一首かるた部門生徒による競技会を行います。 11月3日 いたみホール
兵庫県
兵庫県教育委員会

無料
兵庫県高等学校文化連盟：県立須磨東高等学校
078-793-1616

相生市 ② オープンスクール 福祉講演会をします。 11月中 相生小学校 無料 0791-22-7146

相生市 ② オープンスクール 学習発表会を開催します。 11月19日 相生小学校 無料 0791-22-7146

相生市 ② オープンスクール 音読発表会をします。 11月18日, 19日 那波小学校 無料 0791-22-7147

相生市 ② オープンスクール 授業公開をします。 11月18日 双葉小学校 無料 0791-22-7148

相生市 ② ふれあい活動 学習発表会をします。 11月19日 双葉小学校 無料 0791-22-7148

相生市 ② オープンスクール 未定 10月13日 中央小学校 無料 0791-22-7149

相生市 ② オープンスクール 学習発表会をします。 11月3日 中央小学校 無料 0791-22-7149

相生市 ② 文化祭 未定 11月5日 那波中学校 無料 0791-22-7151

相生市 ② 文化祭 未定 11月4･5日 双葉中学校 無料 0791-22-7152

相生市 ② オープンスクール 授業公開をします。 11月11日 双葉中学校 無料 0791-22-7152

相生市 ② オープンスクール 音楽発表会を開催します。 11月17日, 18日 青葉台小学校 無料 0791-22-7158

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

相生市 ②
魅力あるひょうごの高校づくり推進
事業-インスパイア・ハイスクール

西はりま天文台公園の園長による講演を行い、自然科学に親しむ一助とす
る。

11月1日
県立相生高校体育
館

県立相生高校 無料 0791-23-0800

相生市 ②
高校生子どもとのふれあい支援事
業　　　サッカー教室

本校サッカー部員が地域の小中学生を対象にサッカーの技術指導を行う。 11月20日
県立相生高校グラン
ド

県立相生高校 無料 0791-23-0800

相生市 ②
魅力あるひょうごの高校づくり推進
事業-インスパイア・ハイスクール

兵庫県立大学准教授による講義と実験 11月 県立相生高校 県立相生高校 無料 0791-23-0800

相生市 ②
魅力あるひょうごの高校づくり推進
事業-インスパイア・ハイスクール

アマチュア天文学者による講義と実験 12月 県立相生高校 県立相生高校 無料 0791-23-0800

相生市 ②
魅力あるひょうごの高校づくり推進
事業-インスパイア・ハイスクール

大型放射光施設（Ｓｐｒｉｎｇ-8）の見学と施設内の放射光ナノテク研究所での
実験体験

11月8日 Ｓｏｒｉｎｎｇ8普及棟 県立相生高校 無料 0791-23-800

相生市 ② 文化祭 未定 11月4日, 5日 矢野川中学校 無料 0791-28-0151

相生市 ② オープンスクール 授業公開をします。 11月1～5日 矢野川中学校 無料 0791-28-0151

相生市 ② オープンスクール 授業公開をします。 10月28日, 29日 若狭野小学校 無料 0791-28-0152

相生市 ② オープンスクール 三世代文化交流会（ものづくり）をします。 10月29日 若狭野小学校 無料 0791-28-0152

相生市 ② オープンスクール 未定 10月13日 矢野小学校 無料 0791-29-0019

相生市 ②
西はりま天文台公園園長の講演（イ
ンスパイア・ハイスクール）

全校生徒と保護者を対象に、西はりま天文台公園園長の黒田氏による講演
会を実施します。

11月1日
県立
相生高等学校

県立
相生高等学校

無料
県立相生高等学校
0791-23-0800

相生市 ② 商業科販売実習
模擬株式会社を設立して、全国の実業高校から仕入れた商品を販売しま
す。3年商業科生徒が課題研究の授業で企画し実施しています。

10月29日
11月23日

おおはまタウン
(10/29)
相生市本町商店街
(11/23)

県立相生産業高校 無料 県立相生産業高等学校-0791-22-0595-

相生市 ② 家電修理ボランティア
相生市「暮らしの生活展」に協賛。電気科生徒が家電やおもちゃの修理を無
料で行います。

11月23日 相生市民会館
相生市市民環境部まちづくり
推進室内相生市消費生活研
究会

無料 県立相生産業高等学校-0791-22-0595-

相生市 ③ 陶芸教室
地域の方々とＰＴＡに呼びかけて、美術の授業に入っていただき、陶芸作りに
取り組みます。

10月26日
11月2日

県立相生産業高等
学校

県立相生産業高校 無料 県立相生産業高等学校-0791-22-1626-

相生市 ② 高校生地域貢献活動　 通学路清掃 最寄り駅周辺及び駅からの通学路を生徒・職員・保護者で清掃します。 11月9日
相生駅周辺から高
校までの通学路

県立相生高校 無料

豊岡市 ①
和花季ひろば
「異世代間交流
“育ち合いのなかまづくり”」

本学生、こども、サークルの交流を図り、表現活動を展開します。 10月29日
近畿大学豊岡短期
大学

近畿大学豊岡短期大学 無料 http://www.konotori.kindai.ac.jp

豊岡市 ②
和花季ひろば
「地域交流
“食のフェアー”」

地産地消をテーマに食を通しての交流を図り、来場者との触れ合いを目的と
して実施します。

10月30日
近畿大学豊岡短期
大学

近畿大学豊岡短期大学 無料 http://www.konotori.kindai.ac.jp

豊岡市 ①
パソコン講座
“超”初心者講座Ⅰ

地域住民を対象として社会生活に大きく係るパソコン操作方法の習熟を図り
ます。

10月5日, 12日, 19日,
26日,

11月2日, 9日, 16日

近畿大学豊岡短期
大学

近畿大学豊岡短期大学 http://www.konotori.kindai.ac.jp

豊岡市 ①
パソコン講座
“超”初心者講座Ⅱ

地域住民を対象として社会生活に大きく係るパソコン操作方法の習熟を図り
ます。

10月6日, 13日, 20日,
27日,

11月10日, 17日, 24
日

近畿大学豊岡短期
大学

近畿大学豊岡短期大学 http://www.konotori.kindai.ac.jp

豊岡市 ①
パソコン講座
ワープロ基本講座

地域住民を対象として社会生活に大きく係るパソコン操作方法の習熟を図り
ます。

10月6日, 13日, 20日,
27日,

11月10日, 17日, 24
日

近畿大学豊岡短期
大学

近畿大学豊岡短期大学 http://www.konotori.kindai.ac.jp

豊岡市 ①
とよおかスポーツフェスティバル
2011

健康ふれあい歩キング、性格体力測定、スポーツクラブ２１交流スポーツ大
会等を行います。

10月10日 県立但馬ドーム他 教育委員会 無料 0796-21-9023

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

豊岡市 ①
日本女子ソフトボール１部リーグ第
１０節豊岡大会

世界最高峰のリーグと言われ、日本だけでなく各国を代表する選手の所属
する日本女子ソフトボール１部リーグを兵庫県立但馬ドームで開催します。

10月22日, 23日 県立但馬ドーム他 教育委員会 無料 0796-21-9023

豊岡市 ② 豊岡市サッカー教室
ヴィッセル神戸コーチングスタッフによる市内小学生を対象としたサッカー教
室を開催します。

10月31日
11月7日

市内各小学校 教育委員会 無料 0796-21-9023

豊岡市 ① 城崎文化の集い 演芸発表会（１１／３）、作品展（１１／１～２）を行います。 11月1日～3日
城崎地区公民館・城
崎大会議館

城崎地区公民館 無料 0796-21-9071

豊岡市 ② オープンスクール
期間中、地域の方に学校を公開し、授業参観などを通して本校を理解してい
ただきます。

11月上旬 県立豊岡高校 県立豊岡高校 無料 0796-22-2111-代-

豊岡市 ①③ 地域オープン講座 地域の方に本校の書道の授業を生徒と一緒に受講していただきます。 11月中8回程度 県立豊岡高校 県立豊岡高校 0796-22-2111-代-
事前申込みが必
要

豊岡市 ② オープンスクール 幼稚園を公開します。 10月27日～29日 豊岡めぐみ幼稚園 豊岡めぐみ幼稚園 無料 0796-22-2261

豊岡市 ② お年寄りに学ぶ会 祖父母の園参観及び交流を行います。 10月28日 豊岡めぐみ幼稚園 豊岡めぐみ幼稚園 無料 0796-22-2261

豊岡市 ② 園庭開放 地域の未就園児との交流をします。 11月7日 豊岡めぐみ幼稚園 豊岡めぐみ幼稚園 無料 0796-22-2261

豊岡市 ② オープンスクール 授業公開・学校公開をします。 10月18日, 19日 八条小学校 八条小学校 無料 0796-22-2268

豊岡市 ② マラソン大会 マラソン大会をします。 10月18日 円山川左岸道路 八条小学校 無料 0796-22-2268

豊岡市 ①② 新田環境会議【講演会】 「ラフターヨガ」指導者の山口なすこさん（宮城県在住）のお話とご指導です。 10月22日 新田小学校 新田環境会議実行委員会 無料 0796-22-2487 要　問合せ

豊岡市 ①② 新田環境会議【三開山　登山】 豊岡市にある城山「三開山」を歩きます。 10月23日 三開山周辺 新田環境会議実行委員会 無料 0796-22-2487 要　問合せ

豊岡市 ② マラソン大会 全児童が、自分の目標を持って学校周辺を走ります。 10月28日 新田小学校 新田小学校 無料 0796-22-2487
雨天延期
要　問合せ

豊岡市 ② オープンスクール 保護者･地域の方々に学校を公開します。道徳の授業も公開する予定です。 11月9日～11日 新田小学校 新田小学校 無料 0796-22-2487

豊岡市 ② 省テレビ親子活動 ＰＴＡとの共催。親子でチャレンジ漢字検定を行います。 11月5日 奈佐小学校 奈佐小・奈佐ＰＴＡ 無料 0796-22-2523

豊岡市 ② オープンスクール 終日、学校を公開し、授業や生活ぶりを参観して頂きます。 11月2日～4日 奈佐小学校 奈佐小学校 無料 0796-22-2523

豊岡市 ②③ 三世代交流そば会 地域の方からそば打ちを伝授して頂き、交流会を持ちます。 12月4日 奈佐小体育館 奈佐小学校・奈佐公民館 無料 0796-22-2523

豊岡市 ① ふれあい体験活動 地域ボランティアの方の指導で、各種活動を体験します。 10月15日
五荘小学校・五荘公
民館

五荘小学校　　　　　　　五荘小
PTA

無料 0796-22-2534

豊岡市 ① ふれあい体験活動 地域ボランティアの方の指導で、各種活動を体験します。 11月19日
五荘小学校・五荘公
民館

五荘小学校　　　　　　　五荘小
PTA

無料 0796-22-2534

豊岡市 ① ふれあい体験活動 地域ボランティアの方の指導で、各種活動を体験します。 12月17日
五荘小学校・五荘公
民館

五荘小学校　　　　　　　五荘小
PTA

無料 0796-22-2534

豊岡市 ② オープンスクール 保護者や地域の方に授業等、学校を公開します。 11月1日～3日 五荘小学校 五荘小学校 無料 0796-22-2534

豊岡市 ② PTA講演会 講演会①「防災」②「沖縄民謡研究会コンサート」を予定しています。 11月3日 五荘小学校 五荘小PTA 無料 0796-22-2534

豊岡市 ② 読み聞かせ 地域ボランティアの方に読み聞かせをしていただきます。 毎週火･木 五荘小学校 五荘小学校 無料 0796-22-2534

豊岡市 ② 校内マラソン大会 体力づくりの成果を試す全児童参加の持久走大会です。 10月20日 円山川運動公園 中筋小学校 無料 0796-22-2542 予備日　２１日

豊岡市 ② ふれあい体験・教育講演会 ＰＴＡとの共催によるもちつき体験と教育講演会です。 11月3日 中筋小学校 中筋小学校 無料 0796-22-2542

豊岡市 ② オープンスクール 保護者・地域に学校を公開します。 11月9日～11日 中筋小学校 中筋小学校 無料 0796-22-2542

豊岡市 ② オープンスクール
始業から放課後の部活動まですべてを公開します。
校区の小学校6年生と保護者の授業参観、部活動見学も行います。

10月31日～11月4日
(3日を除く)

豊岡南中学校 豊岡南中学校 無料 0796-22-2546

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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豊岡市 ② 南陵祭（文化祭） 意見発表、合唱、吹奏楽演奏、展示、映画等を開催します。 10月27日
豊岡南中学校、市民
会館

豊岡南中学校 無料 0796-22-2546

豊岡市 ② 教育講演会 ＰＴＡ主催の教育講演会を開催します。 未定 豊岡南中学校 豊岡南中学校ＰＴＡ 無料 0796-22-2546

豊岡市 ② 校内マラソン大会 全校生が学年別に、運動場や学校付近を使って行います。 10月28日 三江小学校 三江小学校 無料 0796-22-2554 雨天延期

豊岡市 ② オープンスクール ３日間、授業等を公開し、子どもたちの学びの姿を見ていただきます。 10月26日～28日 三江小学校 三江小学校 無料 0796-22-2554

豊岡市 ② 餅つき大会 ４年生のつくった田んぼから獲れたもち米を使い全校生で餅つきをします。 11月25日 三江小学校 三江小学校 無料 0796-22-2554

豊岡市 ② オープンスクール 保護者・地域住民に学校を開放し通常の教育活動を公開します。 10月26日～28日 田鶴野小学校 田鶴野小学校 無料 0796-22-2567

豊岡市 ② 餅つき大会 収穫したお米で保護者・地域住民の方と餅つきをします。 10月28日
田鶴野小学校体育
館

田鶴野小学校 無料 0796-22-256７

豊岡市 ② 学習発表会 各学年が学習の成果を保護者・祖父母等に公開します。 11月26日
田鶴野小学校各教
室

田鶴野小学校 無料 0796-22-2567

豊岡市 ② オープンスクール 校区小学校６年生とその保護者の授業・部活動参観等を行います。
10月31日, 11月1日,

2日, 4日, 5日
豊岡北中学校 豊岡北中学校 無料 0796-22-2880

豊岡市 ② オープンスクール 幼稚園公開をします。 10月26日～28日 豊岡ひかり幼稚園 豊岡ひかり幼稚園 無料 0796-22-5000

豊岡市 ② ひかり幼稚園で遊ぼう 地域の未就園児との交流をします。 11月16日 豊岡ひかり幼稚園 豊岡ひかり幼稚園 無料 0796-22-5000

豊岡市 ② オープンスクール 授業公開（音楽会を含む）をします。 11月17日～19日 豊岡小学校 豊岡小学校 無料 0796-22-5234
18日は音楽会で
午前中公開

豊岡市 ② オープンスクール 保育公開をします。 11月1日～3日 五荘幼稚園 五荘幼稚園 無料 0796-22-6931

豊岡市 ③ 読み聞かせ講演会 保護者・地域の方を対象に読み聞かせの大切さについてお話を聞きます。 11月2日 五荘幼稚園 五荘幼稚園 無料 0796-22-6931

豊岡市 ③ ミニコンサート 幼稚園児・保護者・地域の方を対象にバイオリンとピアノの演奏を聴きます。 11月3日 五荘幼稚園 五荘幼稚園 無料 0796-22-6931

豊岡市 ② さくらんぼの会 幼稚園児と地域の４歳児が交流します。 11月18日 五荘幼稚園 五荘幼稚園 無料 0796-22-6931

豊岡市 ① 公民館まつり 伝承遊びにチャレンジ！します。食彩祭・作品展示を行います。 11月6日
豊岡地区公民館・市
民体育館

豊岡地区公民館 無料 0796-23-1492

豊岡市 ① 公民館文化祭 舞台発表、作品展を開催します。 11月6日 五荘地区公民館 五荘地区公民館 無料 0796-23-3745

豊岡市 ① 公民館文化祭 演芸発表会、作品展を行います。 11月13日
中筋地区公民館
小学校体育館

中筋地区公民館 無料 0796-23-3746

豊岡市 ① 自然と遊ぼうat奈佐 公民館とＰＴＡの共催。校区内ウォークラリーを実施します。 10月30日 奈佐小校区全域 奈佐地区・奈佐小ＰＴＡ 無料 0796-23-3747

豊岡市 ③ 奈佐文化祭 奈佐地区住民、児童が参加し、児童も奈佐節を発表します。 11月13日 奈佐小体育館 奈佐地区公民館 無料 0796-23-3747

豊岡市 ① 公民館文化祭 ウォークマラソン大会・作品展・芸能発表を開催します。 11月13日
奈佐地区公民館・小
学校体育館

奈佐地区公民館 無料 0796-23-3747

豊岡市 ① 公民館文化祭 演芸発表会、作品展を開催します。 11月6日 三江小学校体育館 三江地区公民館 無料 0796-23-6164

豊岡市 ① 公民館文化祭 演芸発表会、作品展を開催します。 11月6日
田鶴野地区公民館・
小学校体育館

田鶴野地区公民館 無料 0796-24-0319

豊岡市 ① 公民館文化祭 ジョギング大会、作品展、芸能発表を行います。 11月6日
八条地区公民館・小
学校体育館

八条地区公民館 無料 0796-24-1164

豊岡市 ① 公民館文化祭 みひらき健康マラソン・作品展・舞台発表を行います。 11月6日
新田地区公民館・小
学校体育館

新田地区公民館 無料 0796-24-3160

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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豊岡市 ③ 「平尾家住宅」一般公開 国登録文化財である「平尾家住宅」を公開します 11月5日 平尾家住宅 市立出土文化財管理センター 無料 0796-26-0033

豊岡市 ② 飛行機体験 ４年生が但馬空港より飛行機体験を行い、大阪での社会見学を行います。 10月6日 神美小学校 無料 0796-27-0001

豊岡市 ② 芋掘り 高齢者と学校園の芋掘りをします。 10月13日 神美小学校 神美小学校 無料 0796-27-0001

豊岡市 ② オープンスクール 保護者・地域への学校公開をします。 10月20日～22日 神美小学校 神美小学校 無料 0796-27-0001

豊岡市 ② マラソン大会 校区内コースでの全校生によるマラソン大会を行います。 10月20日 神美小学校 神美小学校 無料 0796-27-0001

豊岡市 ① 防災地域合同炊き出し訓練
オープンスクールの開催中、避難訓練と公民館と合同で、地域協働炊き出し
訓練を行います。合わせて、東日本大震災で救助活動をされた消防署員の
方の話を聞きます。

10月21日 神美小学校 神美小学校・公民館 無料 0796-27-0001

豊岡市 ② 喫煙防止教室 喫煙防止教室を公開授業で行います。 10月21日 神美小学校 神美小学校 無料 0796-27-0001

豊岡市 ② 道徳参観日 全学年道徳の授業を公開します。 10月22日 神美小学校 神美小学校 無料 0796-27-0001

豊岡市 ① ＰＴＡ教育講演会 「食」に関する講演会を行います。 10月22日 神美小学校 神美小学校 無料 0796-27-0001

豊岡市 ① 地区文化祭 地区民が一堂に集まり、ステージで演芸を披露されます。 11月13日 神美小学校体育館 神美公民館 無料 0796-27-0727

豊岡市 ② 感謝集会 日頃お世話になっている地域ボランティアの方を招き感謝の会を行います。 11月15日 神美小学校体育館 神美小学校 無料 0796-27-0727

豊岡市 ① 公民館文化祭 演芸発表会、作品展を開催します。 11月13日
神美地区公民館・小
学校体育館

神美地区公民館 無料 0796-27-0727

豊岡市 ② うるるん探検隊 ５・６年生による地域の事業所での職場体験を行います。 10月18日 港西小学校校区内 港西小学校 無料 0796-28-2001

豊岡市 ② オープンスクール 保護者・地域住民を対象に始業時から終業時まで学校を公開します。 10月24日～26日 港西小学校 港西小学校 無料 0796-28-2001

豊岡市 ② マラソン大会 校区内のコースにて、全校児童によるマラソン大会を行います。 10月25日
津居山公民館～瀬
戸

港西小学校 無料 0796-28-2001

豊岡市 ② 教育講演会 PTA主催（保護者・園児・児童及び職員対象）の教育講演会を開催します。 10月26日 港西小学校 港西PTA 無料 0796-28-2001

豊岡市 ② いつもありがとう集会
お世話になっている防犯ボランティアの方に児童が感謝の気持ちを伝える
会を行います。

10月24日 港西小学校 港西小学校 無料 0796-28-2001

豊岡市 ② なかよし給食 2学年ずつ一緒に楽しく給食を食べます。 11月22日 港西小学校 港西小学校 無料 0796-28-2001

豊岡市 ② オープンスクール 保護者、地域の方々に授業公開します。 11月17日～19日 港東小学校 港東小学校 無料 0796-28-2019

豊岡市 ② ＰＴＡ教育講演会 豊岡消費者センターの講演を聞きます 11月19日 港東小学校 港東小学校 無料 0796-28-2019

豊岡市 ③ 学習発表会 音楽・音読の学習を発表します。 11月19日 港東小学校 港東小学校 無料 0796-28-2019

豊岡市 ② 防災避難訓練 地震・火災想定による避難訓練をします。 11月25日 港東小学校 港東小学校 無料 0796-28-2019

豊岡市 ② 文化祭
合唱、吹奏楽部演奏、意見発表、学級発表、講演、展示等を保護者や地域
に公開します。

10月28日 港中学校体育館 港中学校 無料 0796-28-2444

豊岡市 ② オープンスクール
校区の小6児童に授業公開、新入生ガイダンスを実施します。保護者や地域
に公開します。

11月14日～16日 港中学校 港中学校 無料 0796-28-2444

豊岡市 ③ 港地区文化祭 児童の絵画・書写等の作品を展示します。 10月30日 港陸公民館 港地区公民館 無料 0796-28-3402

豊岡市 ① 公民館文化祭 演芸発表会、作品展を開催します。 10月30日 港地区公民館 港地区公民館 無料 0796-28-3402

豊岡市 ② オープンスクール 授業等の公開をします。 11月9日～11日 城崎中学校 城崎中学校 無料 0796-32-2044 11日は文化祭
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豊岡市 ② 文化祭 校内文化祭（劇、弁論、合唱など）を公開します。 11月11日 城崎中学校 城崎中学校 無料 0796-32-2044

豊岡市 ② 校内マラソン大会 全校生が地域保護者の方に応援をいただき、学校周辺を走ります。 10月25日 城崎小学校 城崎小学校 無料 0796-32-2109

豊岡市
①②
③

読み聞かせ 全学年地域ボランティアからお話を聞きます。 11月8日 城崎小学校 城崎小学校 無料 0796-32-2109

豊岡市 ② オープンスクール 保護者地域の方へ学校を公開します。 11月16日～18日 城崎小学校 城崎小学校 無料 0796-32-2109

豊岡市 ③ 校内音楽会 保護者地域の方を招き音楽発表会を開催します。 11月18日 城崎小学校 城崎小学校 無料 0796-32-2109

豊岡市 ③ 親子音楽観賞会 地域・保護者の方と音楽鑑賞をします。 11月7日 城崎小学校 城崎小学校愛育会 無料 0796-32-2109

豊岡市 ② オープンスクール 平常の教育活動を公開します。 11月17日～19日 日高小学校 日高小学校 無料 0796-42-0055

豊岡市 ② 教育講演会 教育講演会を開催します。 11月19日 日高小学校 日高小学校ＰＴＡ 無料 0796-42-0055

豊岡市 ② オープンスクール 授業を公開します。 11月2日 静修小学校 静修小学校 無料 0796-42-0056

豊岡市 ② ふれあい感謝祭 お世話になった地域の方々に感謝の思いを伝えます。 11月3日 静修小学校 静修小学校 無料 0796-42-0056

豊岡市 ② 教育講演会 児童、保護者、地域が参加して学び合います。 11月3日 静修小学校体育館 静修小学校 無料 0796-42-0056

豊岡市 ② マラソン大会 学校周辺を利用したマラソン大会を行います。 11月4日 静修小学校周辺 静修小学校 無料 0796-42-0056

豊岡市 ② 授業参観・教育講演会 授業参観と子育て講演会を開催します。 10月16日 八代小学校 八代小学校 無料 0796-42-0231

豊岡市 ② オープンスクール 終日公開授業します。
11月10日, 11日, 13

日
八代小学校 八代小学校 無料 0796-42-0231

豊岡市 ② 三世代ふれあい集会 和太鼓演奏とお年寄りとのふれあい交流会を行います。 11月13日 八代小学校 八代小学校 無料 0796-42-0231

豊岡市 ② オープンスクール 保護者や地域の方に終日学校を開放します。 10月20日～22日 府中小学校 府中小学校 無料 0796-42-0543

豊岡市 ② 持久走大会 全校児童によるミニマラソン大会を行います。 10月20日 学校周辺 府中小学校 無料 0796-42-0543

豊岡市 ② 第３９回祖父母の歴史に学ぶ会 昔の生活、遊び、物づくりをします。 10月22日 府中小学校 府中小学校 無料 0796-42-0543

豊岡市 ② 音楽発表会 金管ﾊﾞﾝﾄﾞ・各学年の取組を発表をします。 11月19日 府中小学校 府中小学校 無料 0796-42-0543

豊岡市 ① 公民館文化祭 作品展を行います。 11月25日～27日 八代地区公民館 八代地区公民館 無料 0796-42-0894

豊岡市 ② 保育所実習 日高町内4保育園で生徒が実習 11月1日 町内4保育園 県立日高高校 0796-42-1133

豊岡市 ② オープンスクール 日高高等学校の教育活動を自由に参観 11月7日～11日 県立日高高校 県立日高高校 0796-42-1133

豊岡市 ② 市長講演会 中貝豊岡市長が専攻科生に但馬の良さを中心に講演 12月14日 県立日高高校 県立日高高校 0796-42-1133

豊岡市 ② オープンスクール ６年児童・保護者・地域住民対象に学校公開を行います。 10月26日～28日 日高東中学校 日高東中学校 無料 0796-42-1801

豊岡市 ② 東中祭（文化祭） 保護者・地域住民を対象に公開します。 10月29日 日高東中学校 日高東中学校 無料 0796-42-1801

豊岡市 ① 日高の夕べ 演芸発表会を開催します。 11月20日 文化体育館 日高地区公民館 無料 0796-42-2023

豊岡市 ① 公民館文化祭 演芸発表会、作品展を行います。 11月13日 国府地区公民館 国府地区公民館 無料 0796-42-5244

豊岡市 ② ハートtoハート お年寄りに学びます。（昔の遊び、粘土．竹細工） 10月23日 三方小学校 三方小学校 無料 0796-44-0200

豊岡市 ② 読み聞かせ 朝の時間の読み聞かせをします。 11日25日 三方小学校 三方小学校 無料 0796-44-0200

豊岡市 ② 先生の読み聞かせ 朝の時間の読み聞かせをします。 11月中旬 三方小学校 三方小学校 無料 0796-44-0200
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豊岡市 ② 防犯ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ感謝会 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱさんをお招きして感謝会を行います。 11月下旬 三方小学校 三方小学校 無料 0796-44-0200

豊岡市 ② オープンスクール 平常の教育活動の公開を行います。 11月1日～5日 日高西中学校 日高西中学校 無料 0796-44-0201

豊岡市 ② 文化祭 文化祭を公開します。 11月6日
日高西中学校体育
館

日高西中学校 無料 0796-44-0201

豊岡市 ① 公民館文化祭 作品展・バザーを行います。 10月30日 三方地区公民館 三方地区公民館 無料 0796-44-1275

豊岡市 ② オープンスクール 授業公開、健康（性）教育授業参観、教育講演会を行います。 10月14日, 15日 清滝小学校 清滝小学校 無料 0796-45-0040

豊岡市 ② オープンスクール 授業公開、ふるさと学習発表会を行います。 12月9日 清滝小学校 清滝小学校 無料 0796-45-0040

豊岡市 ② 持久走大会 学校周辺で全校生による持久走大会をします。 10月7日 清滝小学校 清滝小学校 無料 0796-45-0040

豊岡市 ② 校内マラソン大会 山田地区周辺を走る全校児童によるマラソン大会を行います。 10月21日 山田駐車場 西気小学校 無料 0796-45-0151

豊岡市 ②   オープンスクール 学習発表会を開催します。 11月19日 西気小学校 西気小学校 無料 0796-45-0151

豊岡市 ②   収穫祭 栽培した米・さつまいも等をお世話になった地域の方と一緒に食べます。 10月下旬 西気小学校 西気小学校 無料 0796-45-0151

豊岡市 ③  お年寄りとふれあう会 地域のお年寄りに昔の遊びや文化等を教えてもらいます。 12月2日 西気小学校   西気小ＰＴＡ 無料 0796-45-0151

豊岡市 ① 公民館文化祭 作品展を行います。 11月6日 西気小学校体育館 西気地区公民館 無料 0796-45-1316

豊岡市 ① 公民館文化祭 演芸発表会、作品展を開催します。 10月30日 清滝小学校体育館 清滝地区公民館 無料 0796-45-1534

豊岡市 ① 毎日元気たけのっ子 ＰＴＡが決めた項目で１週間の児童の生活点検をします。 10月17日～21日 竹野幼小学校 竹野幼・小学校ＰＴＡ 無料 0796-47-0014

豊岡市 ② オープンスクール 保護者、地域への学校の１日を公開します。 10月20日, 21日 竹野幼小学校 竹野小学校 無料 0796-47-0014

豊岡市 ② マラソン大会 ＰＴＡの協力や応援を得て、学校周辺を走ります。 10月20日 竹野小学校区 竹野浜 無料 0796-47-0014

豊岡市 ① ＰＴＡ親睦球技大会 ＰＴＡ会員を対象にソフトバレーボールを行います。 11月6日 竹野小学校 竹野幼・小学校ＰＴＡ 無料 0796-47-0014

豊岡市 ① リサイクル活動 保護者を中心に区民の協力を得て行います。 11月27日 竹野小学校区 竹野幼・小学校ＰＴＡ 無料 0796-47-0014

豊岡市 ② 町ＰＴＡ協議会教育講演会
竹野町内５小中学校のPTA協議会が竹野人権教育推進協議会の協力を得
て講演会を行います。

10月28日 竹野中学校 竹野町PTA協議会 無料 0796-47-0035

豊岡市 ② 竹野中文化祭 校内文化祭を一般に公開します。 11月3日 竹野中学校 竹野中学校 無料 0796-47-0035

豊岡市 ② オープンスクール 9時～15時30分まで学校を公開します。 10月11日～14日 中竹野小学校 中竹野小学校 無料 0796-47-0048

豊岡市 ② マラソン大会 保護者や地域住民の声援を受けて走ります。 10月13日 中竹野小学校周辺 中竹野小学校 無料 0796-47-0048

豊岡市 ② 授業参観 統計教育の授業公開を実施します。 10月27日 中竹野小学校 中竹野小学校 無料 0796-47-0048

豊岡市 ② 授業参観 道徳の授業公開を実施します。 11月8日 中竹野小学校 中竹野小学校 無料 0796-47-0048

豊岡市 ① 教育講演会 ＰＴＡが中心となって保護者・職員を対象に講演会を開催します。 11月8日
中竹野小学校体育
館

中竹野幼小ＰＴＡ 無料 0796-47-0048

豊岡市 ① 公民館文化祭 作品展を行います。 11月1日～3日 中竹野地区公民館 中竹野地区公民館 無料 0796-47-0503

豊岡市 ① 公民館文化祭 イベント（１１／３）、作品展（１０／３０～１１／３）を行います。 10月30日～11月3日 竹野地区公民館 竹野地区公民館 無料 0796-47-1071

豊岡市 ① 公民館文化祭 演芸発表会（１１／３）、作品展（11/1～3）を行います。 11月1日～3日 竹野南地区公民館 竹野南地区公民館 無料 0796-48-0008

豊岡市 ② 授業参観 児童の学習の様子を公開します。 10月18日 竹野南小学校 竹野南小学校 無料 0796-48-0024

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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豊岡市 ② ＰＴＡ親子活動 児童・保護者等でボクササイズによる健康づくりをします。 10月18日 竹野南小学校 竹野南小学校ＰＴＡ 無料 0796-48-0024

豊岡市 ② オープンスクール 保護者や地域の方々に学校の様子を公開します。 11月7日～9日 竹野南小学校 竹野南小学校 無料 0796-48-0024

豊岡市 ② 人形劇特別公演 保護者や地域の方々に人形劇団と児童の共演による人形劇を披露します。 11月7日 竹野南小学校 竹野南小学校 無料 0796-48-0024

豊岡市 ② 防犯訓練 警察署の協力の下、不審者遭遇時の対応について学びます。 11月17日 竹野南小学校 竹野南小学校 無料 0796-48-0024

豊岡市 ② 文化祭 文化活動の発表・展示（PTA合唱を含む）を公開します。 10月30日 森本中体育館 森本中学校 無料 0796-48-0200

豊岡市 ② オープンスクール 始業から放課後まで公開します。 11月1日, 2日, 4日 森本中学校 森本中学校 無料 0796-48-0200

豊岡市 ①② PTA教育講演会 PTA主催による講演会をします。 11月13日 竹野南地区公民館 森本中学校PTA 無料 0796-48-0200

豊岡市 ② オープンスクール
授業公開・学校公開マラソン大会10日午前(予備日11日)、ふれあいクラブ10
日午後、道徳参観日(日程未定)を行います。

11月9日～11日 小坂小学校 小坂小学校 無料 0796-52-2040

豊岡市 ② 学習発表会 各学年による学習の発表会（合唱，研究発表等）を行います。 11月19日 弘道小学校 弘道小学校 無料 0796-52-2105

豊岡市 ② オープンスクール 学校の教育活動を終日公開します。 11月19日～25日 弘道小学校 弘道小学校 無料 0796-52-2105

豊岡市 ② もちつき大会　（オープンスクール）
各学年単位で地域の方々も交えもちつきをします。また，地域の独居老人宅
へもお餅を児童会が配ります。

12月3日 弘道小学校 弘道小学校ＰＴＡ 無料 0796-52-2105

豊岡市 ② 山登り 体力づくりを保護者の交流を図ります。 10月4日 ありこ山 出石幼稚園 無料 0796-52-2174

豊岡市 ② オープンスクール 幼稚園公開をします。 10月27日, 28日 出石幼稚園 出石幼稚園 無料 0796-52-2174

豊岡市 ② 幼・保連携 小遠足（自然に触れる）に行きます。 10月31日 ひぼこホール周辺 出石幼稚園 無料 0796-52-2174

豊岡市 ① 防火パレードに参加 園児や住民に防火意識を高めるパレードに参加します。 11月9日 町打ち 消防署と合同 無料 0796-52-2174

豊岡市 ② 幼・小連携 低学年のとマラソン大会をします。 11月25日 弘道小学校 弘道小学校 無料 0796-52-2174

豊岡市 ② 教育講演会 保護者と職員対象の講演会をします。 11月30日 出石幼稚園 ＰＴＡ 無料 0796-52-2174

豊岡市 ② オープンスクール 授業公開を行います。 11月10日～12日 福住小学校 福住小学校 無料 0796-52-2177

豊岡市 ② オープンスクール 校内マラソン大会を行います。 11月10日
福住校区マラソン
コース

福住小学校 無料 0796-52-2177

豊岡市 ② オープンスクール 収穫感謝祭（お餅つき等）を実施します。 11月12日 福住小学校 福住小学校５年 無料 0796-52-2177

豊岡市 ①② 教育講演会 親の教育力を高める教育講演会を開催します。 11月12日
福住小学校
体育館

福住小学校・
福住幼小ＰＴＡ

無料 0796-52-2177 詳細未定

豊岡市 ① 公民館文化祭 演芸発表会、作品展を開催します。 11月20日 小坂小学校体育館 小坂地区公民館 無料 0796-52-2572

豊岡市 ②
高校生地域貢献活動出石城山公園
清掃

生徒・保護者・職員で清掃活動を行います。 10月23日 城山公園 県立出石高校 無料 0796-52-3131

豊岡市 ① 地域オープン講座 芸術類型生徒と地域の方が一緒に学びます。
4月18日～2月6日(11
月7日, 14日, 21日,

28日)
県立出石高校 県立出石高校 無料 0796-52-3131

豊岡市 ① 公民館文化祭 演芸発表会、作品展を開催します。 11月13日 福住地区公民館 福住地区公民館 無料 0796-52-4012

豊岡市 ② 人権講演会 生徒・保護者・地域住民対象の講演会を開催します。 10月6日 出石中学校 出石中学校ＰＴＡ 無料 0796-52-4100

豊岡市 ② オープンスクール 始業から放課後まで全面公開します。 10月31日～11月6日 出石中学校 出石中学校 無料 0796-52-4100

豊岡市 ② ようこそ後輩 校区内小学校６年児童に授業や部活動参観等を行います。 11月4日 出石中学校 出石中校区小中連携 無料 0796-52-4100

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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豊岡市 ② 文化祭 校内文化祭を一般に公開します。 11月6日 出石中学校 出石中学校 無料 0796-52-4100

豊岡市 ② 先輩に学ぶ 生徒・保護者・地域住民対象の講演会を開催します。 11月15日 出石中学校 出石中学校ＰＴＡ 無料 0796-52-4100

豊岡市 ② オープンスクール 授業公開・学校公開・講演会（１９日）、マラソン大会（１８日）を行います。 11月17日～19日 小野幼・小学校 小野幼・小学校 無料 0796-52-5109

豊岡市 ② オープンスクール（ふれあい試食） 保護者から希望を取り、ふれあい給食（試食会）を行います。 11月18日 小野幼・小学校 小野幼・小学校 0796-52-5109

豊岡市 ② オープンスクール（マラソン大会）
全校園児・児童を対象にした校内マラソン大会を運動場と学校周辺のコース
で行います。

11月18日
運動場・学校周辺
コース

小野幼・小学校 無料 0796-52-5109

豊岡市 ② オープンスクール（道徳の時間） 人権（道徳）教育の公開授業・授業参観を行います。 11月19日 各教室 小野幼・小学校 無料 0796-52-5109

豊岡市 ② オープンスクール（食育の取組）
お弁当のおかずつくり作り（６年）１・２校時、米粉を使った手打ちうどん作り
（３・４年）、米粉を使ったおやつ作り５年をします。

11月17日 家庭科室 小野幼・小学校 無料 0796-52-5109

豊岡市 ②
オープンスクール（PTA教育講演
会）

お手玉を通して、高齢者・地域の方々とのふれあいを持ちます。 11月19日 体育館 小野幼・小学校PTA 無料 0796-52-5109

豊岡市 ① 公民館文化祭 演芸発表会、作品展を開催します。 11月6日
寺坂地区公民館・小
学校体育館

寺坂地区公民館 無料 0796-52-5589

豊岡市 ② オープンスクール

１７日～１９日に、授業公開や学校公開を行います。１７日には食育教室、１
８日には健康ウォークラリー、通学路クリーン作戦、１９日はふれあい餅つき
大会とPTA講演会（読み聞かせについて）を行う予定です。

11月17日～19日
寺坂幼・小学校
寺坂地区公民館

豊岡市立寺坂幼稚園・寺坂小
学校

無料 0796-52-5851

豊岡市 ① 公民館文化祭 演芸発表会（18:50～）、作品展（16:00～）を開催します。 11月5日 菅谷地区公民館 菅谷地区公民館 無料 0796-52-6545

豊岡市 ② マラソン大会 学校周辺コースを利用してマラソン大会を行います。 10月19日 合橋小学校 合橋小学校 無料 0796-54-0013

豊岡市 ② オープンスクール 授業公開、学習発表会、人権講演会、祖父母に学ぶ会を開催します。 11月下旬 合橋小学校 合橋小学校 無料 0796-54-0013 3日間実施の予定

豊岡市 ② 避難訓練 メモリアルデーに避難訓練を行います。 10月20日 合橋小学校 合橋小学校 無料 0796-54-0013

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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豊岡市 ② 文化祭 弁論、合唱、吹奏楽演奏、演劇、作品展示を行います。 10月30日 但東中学校 但東中学校 無料 0796-54-1155

豊岡市 ② オープンスクール 通常の学校生活を公開します。 10月30日～11月4日 但東中学校 但東中学校 無料 0796-54-1155

豊岡市 ② 人権教育講演会 携帯電話と情報モラルについて人権教育講演会を行います。 12月上旬 但東中学校 但東中学校 無料 0796-54-1155

豊岡市 ② オープンスクール 終日、授業公開（道徳を含む）をします。 11月17日～19日 高橋小学校 高橋小学校 無料 0796-55-0023

豊岡市 ② オープンスクール １・２年生がお年寄りとの交流会（昔遊び）をします。 11月18日 高橋小学校 高橋小学校 無料 0796-55-0023

豊岡市 ② オープンスクール どんどこ祭りで縦割り班の子どもたちが考えたお店を開きます。 11月18日 高橋小学校 高橋小学校 無料 0796-55-0023

豊岡市 ② オープンスクール 給食試食会（希望者）を行います。 11月18日 高橋小学校 高橋小学校 0796-55-0023

豊岡市 ② オープンスクール 収穫祭（午前）・学習発表会（午後）を行います。 11月19日 高橋小学校 高橋小学校 無料 0796-55-0023

豊岡市 ② マラソン大会
サイクリングロードを使用した高橋診療所から大貝までの折り返しマラソン
（低･中･高別）を行います。

11月中 高橋小学校 高橋小学校 無料 0796-55-0023

豊岡市 ① 但東文化展 作品展を行います。 11月5日～7日 但東中央体育館 文化展実行委員会 無料 0796-55-0990

豊岡市 ② オープンスクール
終日授業公開します。給食の試食やお年寄りとのふれあい授業も開催しま
す。関西電力出前授業も予定しています。

11月17日～19日 資母小学校 資母小学校 無料 0796-56-0354

豊岡市 ③ 第62回豊岡市美術展
招待作家・一般を対象に絵画・書道・写真・彫刻工芸の公募展を開催しま
す。併せて高校の部（絵画・書道）児童・生徒の部（図画・習字）を開催しま
す。

11月2日～6日
豊岡市立総合体育
館

豊岡市教育委員会 無料 http://www.city.toyooka.lg.jp

豊岡市 ③ 加藤美代三画伯白寿記念展
豊岡市が生んだ日本画家加藤美代三画伯の白寿を記念して展覧会を開催
します。

10月14日～16日
豊岡市立総合体育
館

加藤美代三白寿記念展実行
委員会

無料 http://www.city.toyooka.lg.jp

豊岡市 ③ 企画展「戦い-古代の武器・武具-」 縄文時代から平安時代までの武器や武具から、戦いの歴史を探ります。 9月1日～12月6日 但馬国府・国分寺館 但馬国府・国分寺館 http://www.city.toyooka.lg.jp/kokubunjikan/index.html

豊岡市 ③ みてやま学園祭 高齢者大学「みてやま学園」の学生による文化祭です。 10月22日 但馬文教府
公益財団法人兵庫県生きがい
創造協会

無料 http://www.h-ikigai.com/ikigai/

豊岡市 ① 但馬歴史講演会 但馬の歴史や遺跡等についての講演会です。 11月6日 但馬文教府
公益財団法人兵庫県生きがい
創造協会

無料 http://www.h-ikigai.com/ikigai/

豊岡市 ③ 但馬文学のつどい 但馬地域の短歌、俳句、冠句、川柳の愛好者による合同作品展です。 11月12日 但馬文教府
公益財団法人兵庫県生きがい
創造協会

無料 http://www.h-ikigai.com/ikigai/

豊岡市 ③
第３３回ふるさとの心をうたう但馬合
唱祭

但馬地域の合唱団体による発表会です。 11月23日
朝来市文化会館和
田山ジュピターホー
ル

公益財団法人兵庫県生きがい
創造協会

無料 http://www.h-ikigai.com/ikigai/

豊岡市 ②
オープンスクール
（学習発表会を含む）

普段の学習の様子を、保護者のみならず地域のたくさんの方に参観してもら
います。
また、学習発表会では、普段の学習の集大成を発表します。

11月17日～19日
(学習発表会は19日)

本校各教室、体育
館、運動場。学習発
表会は、体育館。

豊岡聴覚特別支援学校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~toyooka-shn/

豊岡市 ③ 永楽館大歌舞伎
市指定文化財である「永楽館」で、花形役者片岡愛之助を座頭に大歌舞伎
を上演します。

11月4日～9日 出石永楽館 豊岡市 http://www.izushi-tmo.com/eirakukan/

豊岡市 ①
県立コウノトリの郷公園
特別公開

非公開としている「コウノトリ野生化ゾーン」の一般公開及びフォーラムの開
催等

10月22日(土), 23日
(日)

(予定)

県立コウノトリの郷
公園

県立コウノトリの郷公園 無料
http://www.stork.u-hyogo.ac.jp/

0796-23-5666

豊岡市 ③ 第15回伊藤清永子ども絵画展
文化勲章を受章した伊藤清永生誕100年を記念して、幼稚園児・小中学校児
童生徒を対象に絵画展を開催します。

10月29日～11月29日 伊藤清永美術館 伊藤清永美術館 http://www3.city.toyooka.lg.jp/itoh-museum/index.html

豊岡市 ③
伊藤清永生誕100年記念
画家のアトリエ展

伊藤清永生誕100年記念として、画伯が生前使用していたアトリエを再現、
油絵の体験コーナーを設置します。

10月29日～2月26日 伊藤清永美術館 伊藤清永美術館 http://www3.city.toyooka.lg.jp/itoh-museum/index.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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豊岡市 ③
第55回企画展「担当とモンゴルとの
交流-シルクが結ぶ25年-」

旧但東町から続いている。モンゴルとの交流のきっかけと25年間の歩みを紹
介する展示会を開催します。

9月1日～1月17日
日本・モンゴル民族
博物館

日本・モンゴル民族博物館 http://www3.city.toyooka.lg.jp/monpaku/index.html

豊岡市 ②
ＪＡたじま
豊岡ふれあい祭り
木工工作教室

ＪＡ祭において、一般の方々（特に小学生）を対象に、木工工作を高校生が
指導する。

10月22日 ＪＡ豊岡北支店
ＪＡたじま
県立豊岡総合高校

無料
ＪＡたじま豊岡本店営業部-中村-
0796-24-6601

豊岡市 ①
ひとはくジオキャラバン
おもれー山陰海岸ジオパーク

ひとはくは山陰海岸ジオパークを支援しています。2011年度は、山陰海岸ジ
オパーク内の拠点施設６ヶ所で、ジオパークをもっと良く知るための展示や
セミナー・イベント等体験プログラムを展開します。（開催期間：7/16～3/11）

11月23日(水)～12月
18日(日)

道の駅神鍋高原
県立人と自然の博物館、山陰
海岸ジオパーク推進協議会

無料 TEL:0796-45-1331

豊岡市 ② オープン・スクール 授業参観、部活動参観、進学相談会 11月1日～7日
県立豊岡総合高校
校内

県立豊岡総合高校 無料
結果の掲載予定：
http://www.hyogo-c.ed.jp/~toyookasogo-hs/
0,796-22-7177-豊岡総合-

豊岡市 ② 学校説明会
環境建設工学科、電気応用工学科、総合学科の説明会と推薦入試につい
て。

11月5日
県立豊岡総合高校
校内

県立豊岡総合高校 無料
結果の掲載予定：
http://www.hyogo-c.ed.jp/~toyookasogo-hs/
0,796-22-7177-豊岡総合-

豊岡市 ③ 書道部・絵画部展示会 書道部、絵画部の作品の校内展示 11月1日～7日
県立豊岡総合高校
校内

県立豊岡総合高校 無料
結果の掲載予定：
http://www.hyogo-c.ed.jp/~toyookasogo-hs/
0,796-22-7177-豊岡総合-

豊岡市 ② 学習発表会 小学部・中学部・高等部の児童生徒による日頃の学習成果の発表 11月26日
県立出石特別支援
学校

県立出石特別支援学校 無料
県立出石特別支援学校
0796-52-3565

加古川市 ① やさしい健康教室
「地域で暮らす高齢者やその家族の健康生活に関する理解」をテーマに開
催します。

11月12日, 13日 兵庫大学 兵庫大学 無料
学長室　079-427-9551
http://www.hyogo-dai.ac.jp/

加古川市 ① 大学祭
課外活動、教育研究活動などの発表の場として、学生が主体的に企画し実
施するイベントです。

11月12日, 13日 兵庫大学 兵庫大学 無料
学生課　079-427-9975
http://www.hyogo-dai.ac.jp/

開催日程は予定
です。

加古川市 ① やさしい仏教講座 「現代にいきる仏教思想」をテーマに全5回開催します。 11月19日, 26日 兵庫大学 兵庫大学 無料
学長室　079-427-9551
http://www.hyogo-dai.ac.jp/

11月19日～12月
17日までの毎週土
曜開催のシリーズ

加古川市 ② 県農祭
日頃の学習活動の成果を展示、実演などで発表し、農産物・加工品の販売
を行う。

11月23日 県立農業高等学校 県立農業高等学校  079-424-3341

加古川市 ② PTA合同登校指導 PTA・職員合同で登校立ち番指導を行います。 11月上旬に3回
県立加古川南高校
周辺

県立加古川南高校 079-421-2373

加古川市 ② インターンシップ発表会
インターンシップで体験したこと、学んだことを事業所ごとに分かれて発表す
る。

11月11日 県立加古川南高校 県立加古川南高校 079-421-2373

加古川市 ②
魅力あるひようごの高校づくり推進
事業

インスパイア･ﾊｲｽｸｰﾙ書道の専門家による作品制作指導 11月26日
加古川西高校書道
室

県立加古川西高校 無料 079-424-2400

加古川市 ②
魅力あるひようごの高校づくり推進
事業

インスパイア･ﾊｲｽｸｰﾙ美術の専門家による作品制作指導 11月26日
加古川西高校美術
室

県立加古川西高校 無料 079-424-2400

加古川市 ② 地域貢献事業 部活動単位による加古川河川敷の清掃活動 12月中旬 加古川河川敷 県立加古川西高校 無料 079-424-2400

加古川市 ①② 健康講話 健康、性の問題を産婦人科医が講演して頂きます。 10月19日
加古川総合文化セン
ター

県立農業高校定時制 無料 079-424-2996

加古川市 ①③ 県農祭 文化祭 11月23日 県立農業高校 県立農業高校 無料 079-424-2996

加古川市 ①② 体験活動 学校周辺で生徒、職員、地域住民が歳末防災活動を行います。 12月12日～21日
県立農業高校定時
制周辺

県立農業高校定時制 無料 079-424-2996

加古川市 ③ 朗読会
舞台俳優による朗読を行い、味読することや想像することのすばらしさを体
験し、表現技法や創意工夫について、お話をお聞きします。

11月18日(金)
県立加古川北高等
学校

県立加古川北高等学校 無料 079-426-6511

耐震工事中のた
め駐車スペースが
ありません。ご来
校の際は必ず事
前にお知らせ下さ
い。

加古川市 ③
第39回いなみ野祭ふれあいフェス
ティバル

高齢者大学「いなみ野学園」の学生による文化祭です。 11月12日, 13日
兵庫県いなみ野学
園

公益財団法人兵庫県生きがい
創造協会

無料 http://www.h-ikigai.com/ikigai/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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加古川市 ③ ツーデーマーチ
2日間にわたり魅力あふれる播磨を歩くことにより、自然に親しみ、歩くよろこ
びとふれあいを感じます。

11月12日, 13日
市内
指定コース

加古川
ツーデーマーチ実行委員会

ウェルネス推進課
079-427-9180

加古川市 ② 小学校陸上記録会 市内の小学校代表による陸上記録会を行います。 11月5日
加古川総合
運動公園

加古川市
教育委員会

無料
学校教育課
079-427-9354

加古川市 ② トライやる・ウィーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。 11月7日～11日
市内
各事業所

氷丘中、山手中
平岡南中、別府中
加古川養護

無料
学校教育課
079-427-9354

加古川市 ② 小学校連合音楽会 市内半数（隔年）の小学校代表による音楽会を行います。 11月25日
市民会館
大ホール

加古川市
教育委員会

無料
学校教育課
079-427-9354

加古川市 ③
ツーデーマーチ
環境ブース

ツーデーマーチ開催中、メイン会場に環境ブースを設け、地球温暖化防止の
ＰＲを行います。

11月12日, 13日
加古川
市役所前

環境政策課 無料
環境政策課
079-427-9769

加古川市 ①
ニュースポーツ
体験広場

ニュースポーツの紹介を体育指導員が市民に紹介し、体験してもらいます。 11月3日
加古川
総合体育館

加古川市
教育委員会

無料
社会教育・スポ-ツ振興課
079-427-9354

加古川市 ① アウトドア・クッキング 小学校生と保護者を対象に、野外炊さんを体験してもらいます。 11月19日
少年
自然の家

加古川市
教育委員会

少年自然の家
079-432-5177

加古川市 ① 木工教室 一般市民２０名を対象に電動糸のこぎりを使って、木工作品を製作します。 11月26日
少年
自然の家

加古川市
教育委員会

少年自然の家
079-432-5177

加古川市 ① 無料散策日
施設全体を市民に開放し、自由に散策する中で施設の魅力を体感してもら
います。

11月19日
少年
自然の家

加古川市
教育委員会

無料
少年自然の家
079-432-5177

加古川市 ③
第1期加古川青流戦決勝三番勝負
第2局・第3局大盤解説会

本年創設されたプロ公式戦。決勝戦の模様をプロ棋士の解説でお楽しみい
ただけます。

10月29日
加古川市立青少年
女性センター

公益社団法人日本将棋連盟・
加古川市・財団法人加古川市
ウェルネス協会

http://www.shogi.or.jp/

赤穂市 ② 御崎小学校         オープンスクール
学校から保護者や地域への積極的な情報提供として、授業や行事など、本
校のありのままを公開します。

11月21日～26日 御崎小学校 御崎小学校 無料  079142-2278

赤穂市 ②③ オータムコンサート（校内音楽会）
児童たちの演奏する音楽を、地域の方々に鑑賞していただきます。職員演
奏、そして高齢者大学の方にも賛助出演していただきます。

11月26日 御崎小学校 御崎小学校 無料  079142-2278

赤穂市 ② 福祉体験学習

３年生以上の全学年が、総合的な学習の時間を活用して、福祉体験学習に
取り組みます。３学年は手話体験、４学年はアイマスク体験と点字体験、５学
年は高齢者疑似体験、６学年が車椅子体験を福祉協議会の協力を得て、保
護者と共に実施します。

10月下旬～11月で
調整中

御崎小学校 御崎小学校 無料  079142-2278
学年ごとに実施日
が変わります。

赤穂市 ② 地域の大先輩に学ぼう

5年生の児童が地域の高齢者（老人クラブ）と昔遊びやグラウンドゴルフで交
流します。地域の先輩と遊び道具を作ったり遊んだりする中で、一生懸命生
きる事の大切さや生命の大切さを教わり、思いやりの心や敬愛の心を育み
ます。

10月下旬～12月上旬
で調整中

御崎小学校 御崎小学校 無料  079142-2278

1部：昔遊びを教
えてもらおう
2部：グラウンドゴ
ルフ大会をしよう

赤穂市 ②③ 能ワークショップ
児童たちが能楽の指導者に能の基本について指導を受けるほか，地域の能
楽伝承グループの方にも参加いただき，能の楽しさを語り合います。

10月17日 御崎小学校 御崎小学校 無料  079142-2278

赤穂市 ②
環境体験学習
アマモの種植付け

３年生の児童が，アマモ種子バンク及び赤穂海っこクラブの方々の協力を受
け，アマモの種子を植え，栽培活動を開始する。

11月で調整中 御崎小学校 御崎小学校 無料  079142-2279

赤穂市 ④ 　サツマイモ掘り 園内のイモ畑で収穫体験をします 10月26日 塩屋幼稚園 塩屋幼稚園 無料 0791-42-0213

赤穂市 ② オープンスクール 園での教育活動を保護者や地域・学校に参観して理解を深めます 11月15日, 16日 塩屋幼稚園 塩屋幼稚園 無料 0791-42-0213

赤穂市 ③ お茶会 地域のボランチィアの協力を得て園児がお茶の作法を学びます 11月16日 塩屋幼稚園 塩屋幼稚園 無料 0791-42-0213

赤穂市 ① 未就園児保育 子育て支援で未就園児親子を幼稚園に招いて体験活動をします 11月8日 塩屋幼稚園 塩屋幼稚園 無料 0791-42-0213

赤穂市 ② ウオークラリー 地域や父親クラブの方の進行で園児が地域内を探検します 11月19日 塩屋幼稚園 塩屋幼稚園 無料 0791-42-0213

赤穂市 ② オープンスクール 園児の園生活の様子を見ていただきます。 11月10日～11日 城西幼稚園 城西幼稚園 無料 0791-42-0531

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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赤穂市 ② オープンスクール 児童の教育活動の様子を保護者や地域の方に参観していただきます。 11月24日 城西小学校 城西小学校 無料 0791-42-0698

赤穂市 ② 子ども義士物語 ６年児童が、史実に基づいて赤穂義士物語を上演します。 11月25日 城西小学校 城西小学校 無料 0791-42-0698

赤穂市 ② オープンスクール 学校生活の全てをご覧いただけます。
11月

24～25日
尾崎小学校 尾崎小学校 無料 0791-42-2108

赤穂市 ② ときめきコンサート 日頃の音楽教育の成果を発表します。 11月26日 尾崎小学校 尾崎小学校 無料 0791-42-2108

赤穂市 ② 校内音楽会 各学年及び学級等の音楽に係る学習成果を保護者等に発表します。 11月16日
塩屋小学校
体育館

塩屋小学校 無料 0791-42-2129

赤穂市 ② オープンスクール 学校での教育活動を公開します。 11月14日～18日 赤穂中学校 赤穂中学校 無料 0791-42-2149

赤穂市 ③ 学年音楽コンクール 各学年クラス合唱の発表会を公開します。 11月16日 赤穂中学校 赤穂中学校 無料 0791-42-2149

赤穂市 ③ 文化祭
各学年やクラスの合唱やトライやる･ウイーク、学級劇などの取組を公開しま
す。

11月18日 赤穂中学校 赤穂中学校 無料 0791-42-2149

赤穂市 ② オープンスクール 学校公開として１日目は授業を公開し、２日目は音楽会を開催します。 10月21日, 22日 赤穂小学校 赤穂小学校 無料 0791-42-2171

赤穂市 ② トライやるウイーク 校区内の中学生が園で体験活動を行います 10月18日～22日 塩屋幼稚園 赤穂西中学校 無料 0791-42-2259

赤穂市 ② トライやる・ウィーク 中学生が各事業所において体験活動行います。 10月17日～21日 市内各事業所 赤穂西中学校 無料 0791-42-2259

赤穂市 ② 合唱コンクール 文化祭発表をめざして、全学級が合唱を披露します。 11月1日 学校体育館 赤穂西中学校 無料 0791-42-2259

赤穂市 ② 文化祭 合唱、学級劇、有志ステージなどを発表します。 11月12日 学校体育館 赤穂西中学校 無料 0791-42-2259

赤穂市 ② わくわくオーケストラ教室 中学生がクラッシック音楽を聴き、音楽を楽しみます。 12月8日
兵庫県立
芸術文化センター

兵庫県教育委員会 無料 0791-42-2259

赤穂市 ② トライやるウィーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。 10月17日～21日 市内各事業所 赤穂東中学校 無料 0791-42-2320

赤穂市 ② オープンスクール 保護者が学校内において生徒の学校生活を参観する。 11月7日～11日 赤穂東中学校 赤穂東中学校 無料 0791-42-2320

赤穂市 ③ ふれあい文化祭
生徒の作品や合唱・演劇などを、地域の人や保護者が応援するとともに観
覧する。

11月11日 赤穂東中学校 赤穂東中学校 無料 0791-42-2320

赤穂市 ② 幼小連携交流会 幼稚園児が小学校へ行って、一年生との交流を行います 10月 赤穂小学校 赤穂幼稚園 無料 0791-42-2615

赤穂市 ② 赤穂市幼児画展 赤穂市内幼稚園5歳児の絵画を展示します 11月 赤穂市立図書館 赤穂市園長会 無料 0791-42-2615

赤穂市 ② 幼・保連携交流会 保育所就学前児が幼稚園の就学前児と交流します 10月 赤穂幼稚園 赤穂幼稚園  無料 0791-42-2615

赤穂市 ② トライやる・ウィーク 中学生が幼稚園に来て体験活動をします 11月17日～21日 赤穂幼稚園 赤穂幼稚園 無料 0791-42-2615

赤穂市 ② オープンスクール 地域や保護者の方々に幼稚園を公開します 11月 赤穂幼稚園 赤穂幼稚園 無料 0791-42-2615

赤穂市 ② 親子ふれあい絵本タイム 親子で絵本を楽しみます 月毎に1回 赤穂幼稚園 赤穂幼稚園  無料 0791-42-2615

赤穂市 ③ 獅子舞がやって来る 地域文化の伝承を願い、尾崎八幡宮の歳事の獅子舞を鑑賞します。 10月15日 尾崎幼稚園 尾崎幼稚園PTA 無料 0791-42-5292

赤穂市 ② 祖父母参観日 園児の祖父母を招待して、触れ合う機会とします。 11月15日 尾崎幼稚園 尾崎幼稚園  無料 0791-42-5292

赤穂市 ① 尾崎地区老人クラブとの交流会 地域の高齢の方と触れ合います。 11月16日 尾崎幼稚園 尾崎幼稚園 無料 0791-42-5292

赤穂市 ② 焼き芋会だよ
園の畑で収穫をしたさつま芋を子どもたち準備し、PTAアトムクラブ(父親)と
焼き芋づくりをします。

11月21日 尾崎幼稚園 尾崎幼稚園  無料 0791-42-5292

赤穂市 ② うさぎ組保育日 尾崎地区の4歳児親子が園児と触れ合う、子育て支援を実施します。 11月21日 尾崎幼稚園 尾崎幼稚園  無料 0791-42-5292

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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赤穂市 ② オープンスクール 地域の方への公開保育をします。 11月21日 尾崎幼稚園 尾崎幼稚園  無料 0791-42-5292

赤穂市 ③ 文化行事 生徒・保護者による芸術鑑賞（落語）を行います。 11月8日(火)
県立赤穂高校体育
館

県立赤穂高校 無料 0791-43-2151

赤穂市 ② 高校生地域貢献事業  通学路清掃 赤穂駅・学校周辺・通学路の清掃を生徒・職員で行います。 11月18日(金)
県立赤穂高校周辺・
赤穂駅

県立赤穂高校 無料 0791-43-2151

赤穂市 ①② 三世代交流餅つき 地域の方々と一緒に餅つきを楽しみます 12月 中央公民館 赤穂地区自治会 無料 0791-43-7450

赤穂市 ①② 地域清掃活動
児童生徒全員が、学区内の通学路等の清掃活動を保護者・地域の方と一緒
に行います。

11月25日
赤穂特別支援学校
付近の通学路

赤穂特別支援学校 無料 0791-43-9266

赤穂市 ② オープンスクール 年間に２回実施し、授業参観・学校説明会・講演会等を行います。 11月22日～25日 赤穂特別支援学校 赤穂特別支援学校 無料 0791-43-9266

赤穂市 ①② 職場施設体験学習 高等部２年生が、２週間、体験実習を行います。 11月7日～18日
赤穂市内の各職場
施設

赤穂特別支援学校 無料 0791-43-9266

赤穂市 ①② 職場施設見学 中学部の生徒全員が、職場施設見学を行います。 中旬
赤穂市内の各職場
施設

赤穂特別支援学校 無料 0791-43-9266

赤穂市 ② トライやるウィーク 中学生が各事業所にて体験活動を実施します。 10月17日～21日 赤穂西小学校 赤穂西中学校 無料 0791-45-0538

赤穂市 ② さつまいもの収穫 園児と小学１年児童が老人クラブの人たちとさつまいもの収穫を行います。 10月20日 赤穂西小学校 赤穂西小学校 無料 0791-45-0538

赤穂市 ② オープンスクール 始業時から学校生活を保護者・地域の方々に公開します。 11月17日 赤穂西小学校 赤穂西小学校 無料 0791-45-0538

赤穂市 ② 校内音楽会 音楽発表会を保護者・地域の方々に公開します。 11月25日 赤穂西小学校 赤穂西小学校 無料 0791-45-0538

赤穂市 ② オープンスクール 地域の人を園に招待し参観及び遊びに参加してもらう 11月11日 赤穂西幼稚園 赤穂西幼稚園 無料 0791-45-1006

赤穂市 ② トライやるウィーク 希望する中学生が、幼稚園実習を行う。 10月17日～21日 御崎幼稚園 赤穂東中学校 無料 0791-45-1055

赤穂市 ① 御崎地区ふれあい運動会 御崎地区全自治会が集い、運動会を行う。幼稚園児も参加し演技する。 10月23日 御崎小学校 御崎地区自治会 無料 0791-45-1055

赤穂市 ① ふるさとまつり
御崎地区各種団体が催し物、出店をする。幼稚園児の絵を展示、ＰＴＡが出
店する。

10月30日 御崎公民館 御崎自治会 無料 0791-45-1055

赤穂市 ② 簡単朝食作り（食育） 赤穂保健所から保健指導員を講師として迎え、親子簡単朝食作りを行う 11月1日 御崎幼稚園 御崎幼稚園 無料 0791-45-1055

赤穂市 ① フロアカーリング大会 赤穂東中学校区各種団体が集い親子フロアカーリング大会を行う。 11月6日 赤穂東中学校 青少年育成推進協議会 無料 0791-45-1055

赤穂市 ② オープン保育 保護者、地域の方を幼稚園に招き参観してもらったり一緒に遊んだりする。 11月16日 御崎幼稚園 御崎幼稚園 無料 0791-45-1055

赤穂市 ② 音楽参観日
歌を歌ったり、楽器を演奏したりしている姿を保護者や地域の方に見てもら
う。

12月9日 御崎幼稚園 御崎幼稚園 無料 0791-45-1055

赤穂市 ② トライやる・ウィーク 中学生が体験学習を行います。 10月17日～ 高雄幼稚園 高雄幼稚園 無料 0791-48-7185

赤穂市 ② オープン保育 地域の方と保護者に参観をしてもらいます。 11月16日 高雄幼稚園 高雄幼稚園 無料 0791-48-7185

赤穂市 ② お年寄りとお餅つき 地域のお年寄りを招いて共にお餅つきを行います。 11月30日 高雄幼稚園 高雄幼稚園 無料 0791-48-7185

赤穂市 ① ふるさとまつり 地域の各種団体と共にPTAが出店します。 10月31日 高雄公民館 高雄自治会 無料 0791-48-7500

赤穂市 ① ふれあいボランティアの日
学校と地域が一緒に,各地区のゴミや空き缶を拾ったり,公園の清掃をしたり
して,地域の環境美化に努めます。

11月5日
高雄小学校校区各
地区

高雄地区連合自治会・高雄小
学校

無料 0791-48-7870

赤穂市 ② オープンスクール 保護者や地域住民に対し,本校の教育活動を公開します。 11月1日, 2日, 4日 高雄小学校 高雄小学校 無料 0791-48-7870

赤穂市 ② 収穫祭
高雄地区子ども見守り隊・老人クラブ・学校ボランティア・絵本の読み聞かせ
の方々などを招待して,一緒に餅つきをしたり児童の出し物を見ていただいた
りして，学校田の収穫を祝い感謝する集いをもちます。

11月16日 高雄小学校 高雄小学校 無料 0791-48-7870

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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赤穂市 ② ふれあいマラソン大会
保護者・地域住民の協力の下,学校周辺の道路でマラソン大会を行います。
終了後には,父親クラブがおにぎりと豚汁を作って参加者にふるまってくれま
す。

12月3日
高雄小学校・周辺道
路

高雄小学校 無料 0791-48-7870

赤穂市 ①② ふるさとまつり親子もちつき大会 学校田でとれたもち米でもちつき大会を行います。 10月29日 坂越小学校
坂越小学校
まちづくり協議会

無料 0791-48-8007

赤穂市 ②③ オープンスクール スマイルコンサート（校内音楽会）を中心に授業公開を行います。 11月18日 坂越小学校 坂越小学校 無料 0791-48-8007

赤穂市 ① ふるさとまつり1日目 小学生・保育所とお餅つきをし交流します。 10月29日 坂越小学校 坂越自治会 無料 0791-48-8080

赤穂市 ① ふるさとまつり2日目 自治会の各種団体の方とＰＴＡが出店します。 10月30日 坂越公民館 坂越自治会 無料 0791-48-8080

赤穂市 ① トライやるウィーク 幼稚園で幼児と遊んだり、活動します。 10月17日 坂越幼稚園 坂越幼稚園 無料 0791-48-8124

赤穂市 ① 沖田遺跡まつり 沖田遺跡公園で保育所･幼稚園・小学校が太鼓や踊りを披露します 10月22日 沖田遺跡 東有年自治会 無料 0791-49-2004

赤穂市 ③ ふるさとまつり
公民館で地域の方の作品と一緒に学校園所の絵画や書道･製作の作品を
展示します。

10月29日, 30日 有年公民館 有年まちづくり 無料 0791-49-2004

赤穂市 ② トライやる･ウィーク 各事業所において体験活動を行います。 10月17日～21日 各事業所 有年中学校 無料 0791-49-2035

赤穂市 ③ 文化祭 演劇発表・合唱発表･作品展･バザーなどを行います｡ 11月19日 有年中体育館 有年中学校 無料 0791-49-2035

赤穂市 ② 防災講演会 防災に関する講演会を行います｡ 11月中旬 有年中体育館 有年中学校 無料 0791-49-2035

赤穂市 ② しめ縄づくり 総合の時間を活用し､地域の方々としめ縄づくりを体験します｡ 12月初旬 有年中体育館 有年中学校 無料 0791-49-2035

赤穂市 ② 環境体験事業 ３年生児童とその保護者が里山で植林・野外炊飯を行います。 10月19日
赤穂市西有年共有
林

赤穂市立有年小学校
無料 0791-49-2081

赤穂市 ② オープンスクール 保護者および地域住民に対し、各教科、学校生活の公開を行います。 11月18日, 19日 有年小学校各教室
赤穂市立有年小学校

無料 0791-49-2081

赤穂市 ② ふれあい音楽会 各学年の合唱・合奏発表を保護者および地域住民に公開します。 11月19日 有年小学校体育館
赤穂市立有年小学校

無料 0791-49-2081

赤穂市 ② ふれあいマラソン大会 保護者、地域の協力の下、地域のコースを全学年が完走します。 12月9日
有年小学校およびそ
の周辺地域

赤穂市立有年小学校
無料 0791-49-2081

赤穂市 ② オープンスクール 参観授業福祉体験活動稲刈り等を実施します。 10月20日, 21日 原小学校 原小学校 無料 0791-49-2083

赤穂市 ② 校内音楽会 音楽会PTAバザーを催します。 11月23日 原小学校 原小学校・PTA 無料 0791-49-2083

赤穂市 ② マラソン大会 全校児童によるマラソン大会を開催します。 12月10日 原小学校周辺道路 原小学校 無料 0791-49-2083

赤穂市 ② 収穫祭 収穫した餅米「みどり米」の餅つきと独居老人宅への配付をします。 12月18日 原小学校 原小学校 無料 0791-49-2083

赤穂市 ② しめ縄づくり 脱穀した後の藁でしめ縄をつくります。 12月15日 原小学校 原小学校 無料 0791-49-2083

赤穂市 ① 　秋祭り 地域の秋祭りに太鼓を演奏します。 11月6日 有年牟礼神社 原小学校 無料 0791-49-2083

赤穂市 ① 有年考古館開館式 有年考古館開館式にて太鼓演奏を披露します。 11月11日 有年考古館 原小学校 無料 0791-49-2083

赤穂市 ① 三世代交流もちつき 地域の高齢者の方と一緒にもちつきをしたり、一緒に食べたりします。 12月23日 西部多目的ホ－ル 西有年自治会 無料 0791-49-2115

赤穂市 ② 原幼稚園まつり 地域以外の人たちも招き、園児とふれ合います。 10月15日 原幼稚園 原幼稚園 無料 0791-49-3316

赤穂市 ② オープンスクール
幼稚園評議員、学校、保育所、保護者、地域の人達に自由に幼稚園に来て
いただき、幼稚園教育を知ってもらいます。

11月4日 原幼稚園 原幼稚園 無料 0791-49-3316

赤穂市 ② 食育教室
家族や保健センターの人と一緒に、収穫したサツマイモを使っておやつ作り
をし、食育活動をします。

11月7日 原幼稚園 原幼稚園 無料 0791-49-3316

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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赤穂市 ② オ－プンキンダ－ガ－デン
幼稚園を開放し、保護者や地域の方･1年生を招待し、お店屋ごっこをした
り、わらべ歌遊びをしたりしてふれあいます。

11月11日 有年幼稚園 有年幼稚園 無料 0791-49-3537

赤穂市 ② オープンスクール 保護者並びに地域野方に授業公開を行います。 10月28日 坂越小学校 坂越小学校 無料 koumu@sakoshi-e.ako-hyg.ed.jp

赤穂市 ② トライやる・ウィーク 坂越中学校生徒６名参加 10月17日～21日 坂越小学校 坂越中学校 無料 koumu@sakoshi-j.ako-hyg.ed.jp

赤穂市 ① 坂越地区ふるさと祭り 絵画・習字作品展、模擬店、朝市、グランドゴルフなどをします。 11月29日, 30日 坂越公民館
坂越地区まちづくり連絡協議
会

無料 坂越公民館48-8080

赤穂市 ② 高雄地区ふるさと祭り 絵画・習字等の作品展、アトラクション、グランドゴルフを開催します。 11月30日 高雄公民館
高雄地区まちづくり連絡協議
会

無料 高雄公民館48-7500

西脇市 ② 高校生地域貢献活動　通学路清掃 学校周辺の通学路を生徒・職員・保護者で清掃します。 10月6日
西脇市駅から高校
周辺の通学路

県立西脇工業高校 無料 0795-22-5506

西脇市 ② 文化祭
文化部・クラス・PTAを中心とした作品展示、ステージ発表、模擬店を行いま
す。

11月12日 県立西脇工業高校 県立西脇工業高校 無料 0795-22-5506

西脇市 ② クリーンキャンペーン
いつもお世話になっている西脇市の憩いの場である水辺公園をはじめとし
て、市内10カ所を全校生で清掃する

11月中旬 市内 県立西脇北高校 無料 0795-22-5850

西脇市 ③ 西脇市文芸まつり
一般公募による俳句・短歌・川柳・随筆大会の表彰式及び選評会を行いま
す。

10月16日
総合市民センター・
生涯学習まちづくり
センター

西脇市西脇市教育委員会 無料 教育委員会生涯学習課0795-22-5996

西脇市 ③ 西脇市美術展覧会
日本画、洋画、彫塑、工芸、書、写真、デザインの7部門による公募展の入
賞・入選作品を展示します。

10月29日～11月3日 西脇市民会館 西脇市西脇市教育委員会 無料 教育委員会生涯学習課0795-22-5996

西脇市 ③ 西脇市いけばな展
西脇市いけばな協会員と子どもいけばな教室生(放課後子ども教室)による
生花を展示します。

11月1日～3日
西脇市総合市民セン
ター

西脇市いけばな協会 無料 教育委員会生涯学習課0795-22-5996

西脇市 ③ 西脇市芸能まつり
西脇市文化連盟に所属する舞踊、民謡等8団体の出演による伝統芸能発表
会を行います。

11月3日 西脇市民会館 西脇市文化連盟 教育委員会生涯学習課0795-22-5996

西脇市 ③ 照楓会
紅葉の名所で知られる古刹内で西脇市茶道協会による茶席をメインに、芸
能発表会、手づくり市、短歌会、川柳会などを行います。

11月13日 西林寺境内 西脇市文化連盟 無料 教育委員会生涯学習課0795-22-5996 お茶券は有料

西脇市 ③ 北播スケッチ大会
紅葉の名所で知られる古刹内で行う子ども(親子)によるスケッチ大会で、優
秀作品には賞を授与するとともに、総合市民センターにて展示をします。

11月13日 西林寺境内 西脇市西脇市教育委員会 無料 教育委員会生涯学習課0795-22-5996

西脇市 ④ 「音のひみつ」展
さまざまな展示物をとおして、音の性質や音が伝わるしくみなど、音のひみつ
をさぐってみましょう。

11月6日
まで

地球科学館企画展
示室

にしわき経緯度地球科学館
にしわき経緯度地球科学館
http://www.city.nishiwaki.hyogo.jp/terra/

入館料必要

西脇市 ④ 夜のスターウォッチング 81cm大型反射望遠鏡でいろいろな天体を見ることができます。 土曜日･休前日 地球科学館天文台 にしわき経緯度地球科学館
にしわき経緯度地球科学館
http://www.city.nishiwaki.hyogo.jp/terra/

西脇市 ④ 子ども科学教室 身近な材料を使った実験や工作で科学のふしぎを体験しましょう。 日曜･祝日 地球科学館学習室 にしわき経緯度地球科学館
にしわき経緯度地球科学館
http://www.city.nishiwaki.hyogo.jp/terra/

入館料必要

西脇市 ② 東播磨・北播磨　　図工研究会 全学年授業公開と講演・東播磨・北播磨図工作品展 10月28日 楠丘小学校 東播磨・北播磨図工科研究会 無料
西脇市立
楠丘小学校
0795-28-2019

西脇市 ② オープンスクール 学校公開及び授業公開・校内音楽会
11月16日, 18日, 19

日
楠丘小学校

西脇市立
楠丘小学校

無料
西脇市立
楠丘小学校
0795-28-2019

17日市内連合音
楽会

西脇市 ② オープンスクール 保護者・地域への授業公開をします。 11月1日～6日 黒田庄中学校
西脇市立
黒田庄中学校

無料
西脇市立
黒田庄中学校
0795-28-2072

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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西脇市 ② オープンスクール オープンスクールの一環として、校区内小学6年生を授業に招待します。 11月5日 黒田庄中学校
西脇市立
黒田庄中学校

無料
西脇市立
黒田庄中学校
0795-28-2072

西脇市 ② 生徒祭 オープンスクールの一環として、生徒祭を行います。 11月6日 黒田庄中学校
西脇市立
黒田庄中学校

無料
西脇市立
黒田庄中学校
0795-28-2072

西脇市 ② オープンスクール 授業公開・校内音楽会・講演会 11月1日～3日 桜丘小学校
西脇市立
桜丘小学校

無料
西脇市立
桜丘小学校
http://www.city.nishiwaki.hyogo.jp

西脇市 ② 桜丘小学校教育研究発表会 研究発表会 11月25日
西脇市立
桜丘小学校

西脇市立
桜丘小学校

無料
西脇市立
桜丘小学校
http://www.city.nishiwaki.hyogo.jp

時間は未定

西脇市 ②
親子人権学習及び　　地域住民参
加の講演会

保護者に授業参加してもらい、親子で人権について学習します。 10月16日 重春小学校
西脇市立
重春小学校

無料
西脇市立
重春小学校
0795-22-2406

西脇市 ② 音楽発表会
各クラス・学年で練習した合唱・合奏を、保護者や地域の方々に発表しま
す。

11月11日 重春小学校
西脇市立
重春小学校

無料
西脇市立
重春小学校
0795-22-2406

西脇市 ② 幼稚園ウィーク 地域に幼稚園を開放。自由参観や参加型保育を実施します。 11月14日～18日 重春幼稚園
西脇市立
重春幼稚園

無料
西脇市立
重春幼稚園
0795-22-3156

西脇市 ② 食育交流 地域の食育推進グループの方とクッキングや食育遊びで交流します。 11月17日 重春幼稚園 いずみ会・重幼 無料
西脇市立
重春幼稚園
0795-22-3156

西脇市 ② 地域交流 市内の文化施設『来住邸』で地域の方と交流遊びをします。 11月1日 来住邸 来住邸・重幼 無料
西脇市立
重春幼稚園
0795-22-3156

西脇市 ② オ-プンスクール 授業参観の後、講演会を行います。 10月22日 西脇小学校
西脇市立
西脇小学校

無料
西脇市立
西脇小学校
0795-22-3025

西脇市 ① ＰＴＡ親子ふれ合いレクリエーション
ＰＴＡ主催によるレクレーション（グラウンドゴルフ）を通して親子のふれあい
を深めます。

11月20日 西脇小学校
西脇市立
西脇小学校PTA

無料
西脇市立
西脇小学校
0795-22-3025

西脇市 ③ 校内音楽会 学年や学級ごとに演奏します。 11月26日 西脇小学校
西脇市立
西脇小学校

無料
西脇市立
西脇小学校
0795-22-3025

西脇市 ② 東中文化祭 人権弁論大会・合唱コンクール音楽部演奏・生徒による演劇 11月6日 西脇東中学校
西脇市立
西脇東中学校

無料
西脇市立
西脇東中学校
0795-22-3905

西脇市 ② 文化祭（南中祭）
合唱コンクール予選会合唱コンクール大会、有志劇、人権弁論大会、吹奏楽
演奏

11月4日, 5日 西脇南中学校
西脇市立
西脇南中学校

無料
西脇市立
西脇南中学校
0795-22-3553

生徒の家族関係
者

西脇市 ② 道徳研究大会 公開授業、地域フォーラム・全体会・講演会 11月15日 西脇南中学校
西脇市立
西脇南中学校

無料
西脇市立
西脇南中学校
0795-22-3553

学校関係者及び
ＰＴＣＡ

西脇市 ① 祖父母参観日 祖父母を招待し、園児と一緒に昔の遊びなどをして遊びます。 11月4日 西脇幼稚園
西脇市立
西脇幼稚園

無料
西脇市立
西脇幼稚園
0795-22-2432

西脇市 ① ようちえんウィーク 森の幼稚園の作品展・秋を探そう・森で遊ぼう・森探検・保育公開をします。 11月14日～18日 西脇幼稚園
西脇市立
西脇幼稚園

無料
西脇市立
西脇幼稚園
0795-22-2432

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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西脇市 ① もちつき 園児・ＰＴＡ・地域と一緒に餅つきをし、日本文化を継承します。 12月1日 西脇幼稚園
西脇市立
西脇幼稚園

無料
西脇市立
西脇幼稚園
0795-22-2432

西脇市 ② オープンスクール 学校開放と授業公開などを行います。 10月27日, 28日 比延小学校体育館
西脇市立
比延小学校

無料
西脇市立
比延小学校
0795-22-2406

西脇市 ② 親子人権学習 親子による人権学習と人権講演会を行います。 10月29日 比延小学校体育館
西脇市立
比延小学校

無料
西脇市立
比延小学校
0795-22-2406

西脇市 ② 比延学園音楽会 幼稚園・小学校の園児・児童による音楽の学習の成果発表を行います。 11月26日 比延小学校体育館
西脇市立
比延小学校

無料
西脇市立
比延小学校
0795-22-2406

西脇市 ① 祖父母参観日 祖父母を招待し、園児と一緒に昔の遊びなどを体験します。 10月13日 比延幼稚園
西脇市立
比延幼稚園

無料
西脇市立
比延幼稚園
0795-22-3542

西脇市 ① ようちえんウィーク
幼稚園の作品展・秋見付けをしよう・園庭で秋と遊ぼう・自然物を使って制作
しよう・保育公開をします。

11月14日～18日 比延幼稚園
西脇市立
比延幼稚園

無料
西脇市立
比延幼稚園
0795-22-3542

西脇市 ① もちつき 園児・ＰＴＡ・祖父母と一緒に餅つきをし、日本古来の文化を伝承します。 12月1日 比延幼稚園
西脇市立
比延幼稚園

無料
西脇市立
比延幼稚園
0795-22-3542

西脇市 ② 運動会 PTA・地域の人と共に競技・演技を楽しむ。 10月15日 日野幼稚園
西脇市立
日野幼稚園

無料
西脇市立
日野幼稚園
0795-22-3430

西脇市 ① 幼稚園ウィーク 幼稚園開放と保育公開 11月14日～18日 日野幼稚園
西脇市立
日野幼稚園

無料
西脇市立
日野幼稚園
0795-22-3430

西脇市 ② オープンスクール 地域、保護者の方に学校・園を公開します。音楽会を含みます。
10月27日, 28日, 30

日
芳田小学校・幼稚園

西脇市立
芳田小学校

無料
西脇市立
芳田小学校
0795-27-0014

西脇市 ② 朗読会 地域、保護者の方に朗読の発表をします。 12月14日 芳田小学校体育館
西脇市立
芳田小学校

無料
西脇市立
芳田小学校
0795-27-0014

西脇市 ② オープンスクール
保護者や地域の方の都合の良い時に、普段の子どもたちの様子を見てもら
います。

10月27日～30日 芳田学園 芳田学園 無料
西脇市立
芳田幼稚園
0795-27-0014

西脇市 ② 祖父母交流会 幼児の祖父母に来てもらい、交流を深めます。 10月27日 芳田学園 芳田学園 無料
西脇市立
芳田幼稚園
0795-27-0014

西脇市 ② 音楽会 保護者や地域の方に、歌や合奏を聴いてもらいます。 10月30日 芳田学園 芳田学園 無料
西脇市立
芳田幼稚園
0795-27-0014

西脇市 ② 県へき地教育研究大会 公開授業・児童発表・実践発表・講演会 10月21日 双葉小学校 兵庫県へき地教育研究連盟 無料
西脇市立
双葉小学校
0795-22-8106

西脇市 ② オープンスクール 県へき地教育研究大会 10月21日 双葉小学校
西脇市立
双葉小学校

無料
西脇市立
双葉小学校
0795-22-8106

西脇市 ② オープンスクール 地域のお年寄りとふれあい交流 10月25日 双葉小学校
西脇市立
双葉小学校

無料
西脇市立
双葉小学校
0795-22-8106

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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西脇市 ② オープンスクール 外国語活動 10月26日 双葉小学校
西脇市立
双葉小学校

無料
西脇市立
双葉小学校
0795-22-8106

西脇市 ① ふれあいディスクゴルフ大会 ディスクゴルフを使って、児童・保護者・地域の高齢者が交流する 11月3日 双葉小学校運動場 双葉学園ＰＴＡ 無料
西脇市立
双葉小学校
0795-22-8106

西脇市 ② 幼稚園ウイーク 幼稚園を開放して、保護者の方や地域の方に幼稚園を知っていただきます。 11月16日～19日 楠丘幼稚園
西脇市立
楠丘幼稚園

無料
西脇市立楠丘幼稚園
0795-28-2173

西脇市 ③ 音楽会
小学校と交流を図りながら音楽会を行い、地域や保護者の方に参加してい
ただきます。

11月19日 楠丘幼稚園
西脇市立
楠丘小学校

無料
西脇市立楠丘幼稚園
0795-28-2173

西脇市 ① デイサービスセンターとの交流 桜丘デイサービスセンターに訪問し、地域のお年寄りと交流します。 11月25日
桜丘デイサービスセ
ンター

西脇市立
楠丘幼稚園

無料
西脇市立楠丘幼稚園
0795-28-2173

西脇市 ③ 校内音楽会
小学校と交流を図りながら音楽会を行い、地域や保護者の方に参加してい
ただきます。

11月3日 桜丘小学校
西脇市立
桜丘小学校

無料 西脇市立桜丘小学校0795-28-2174

西脇市 ① 祖父母交流会
餅つきをしたり昔の遊びを教えてもらったりしながら、祖父母との交流を図り
ます。

10月14日 桜丘幼稚園
西脇市立
桜丘幼稚園

無料 西脇市立桜丘幼稚園0795-28-2174

西脇市 ①
地域のディサービスセンターとの交
流

桜丘デイサービスセンターに訪問して地域のお年寄りと交流します。 11月25日
桜丘デイサービスセ
ンター

西脇市立
桜丘幼稚園

無料 西脇市立桜丘幼稚園0795-28-2174

西脇市 ② オープンスクール 授業及び学校生活を公開します。 11月24日･25日 日野小学校
西脇市立
日野小学校

無料
西脇市立日野小学校
http://www5.city.nishiwaki.hyogo.jp/school/el/hino/index.ht
m

西脇市 ②
オープンスクール
(音楽会)

児童の合唱・合奏を発表します。 11月26日
西脇市立
日野小学校

西脇市立
日野小学校

無料
西脇市立日野小学校
http://www5.city.nishiwaki.hyogo.jp/school/el/hino/index.ht
m

西脇市 ① 西脇市人権教育協議会　研究大会 人権教育の実践の交流 11月19日
西脇市立
西脇小学校

西脇市人権教育協議会 無料 西脇市教育委員会人権教育室

西脇市 ①
比延地区の子どもたちを考える会
講演会

本年度は、中央子ども家庭センターの方を講師にお願いし、児童虐待につい
ての講演会を予定しています。

10月25日 コミセン比也野
比延地区の子どもたちを考え
る会

無料
西脇市青少年センタ-
22-4000

西脇市 ① 青少年マナーアップ運動
朝、青少年補導委員・見守り隊等のメンバーが街頭で、登校する児童・生徒
に元気なあいさつや正しい交通マナーの励行を行います。

11月上旬 市内 多可西脇補導連絡会 無料
西脇市青少年センタ-
22-4000

西脇市 ②
幼稚園ウィーク
「県へき地教育研究大会」

縦割り班で「よっちょれ」を踊ったり、秋の自然物を工夫してたのしく造形遊び
をします。

10月21日 双葉小学校・体育館 兵庫県へき地教育研究連盟 無料
西脇市立
双葉幼稚園0795-22-8106

西脇市 ②
幼稚園ウィーク
 「地域ふれあい交流」

地域の高齢者の方々とふれあい交流をします。 10月25日 双葉小学校・体育館
西脇市立双葉小学校・双葉幼
稚園

無料
西脇市立
双葉幼稚園0795-22-8106

西脇市 ②
幼稚園ウィーク
「一緒に遊ぼう」

幼稚園の園庭で、ごっこ遊びをしたりして触れ合って遊びます。 10月26日 双葉小学校・体育館
西脇市立双葉小学校・双葉幼
稚園

無料
西脇市立
双葉幼稚園0795-22-8106

西脇市 ① ふれあいディスクゴルフ大会 ディスクゴルフを使って、園児・児童・保護者・地域の高齢者が交流します。 11月3日 双葉小学校・体育館 双葉学園ＰＴA 無料
西脇市立
双葉幼稚園0795-22-8106

西脇市 ②③ 西脇労働安全衛生大会 アトラクション「播州織ファッションショー」 11月11日 西脇アピカホール 西脇労働基準協会 無料
西脇労働基準協会
0795-23-3067

西脇市 ② 文化祭 中学生が合唱、朗読、演劇、演奏、展示等日頃の学習活動を発表します。 11月5日 西脇中学校 西脇中学校 無料
西脇市立
西脇中学校
0795-22-2725

西脇市 ② 講演会
様々な分野で活躍されている故郷の先輩を招いて、夢や希望について、話
を聞きます。

12月2日 西脇中学校 西脇中学校市教委 無料
西脇市立
西脇中学校
0795-22-2725

宝塚市 ②
高校生地域貢献活動　　通学路清
掃

最寄のバス停からの通学路を生徒・職員・保護者で清掃します。 10月28日
逆瀬台センターから
高校までの通学路

県立宝塚高校 無料 0797-71-0345

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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宝塚市 ②
高校生地域貢献活動
「クリーンアップ事業」

学校周辺、ゆずり葉緑地の清掃を行います。
12月13日

例年12月上旬
県立宝塚西高校周
辺

県立宝塚西高校 無料  TEL0798-73-4035

宝塚市 ②
外国人児童生徒にかかわる就学支
援ガイダンス

就学及び高校入試に関する説明、外国人の先輩による体験談及び教育相
談を実施します。

10月8日
宝塚市立　　西公民
館

兵庫県教育委員会 無料

人権教育課
078-362-3793

子ども多文化共生センタ-
0797-35-4537
http://www.hyogo-c.ed.jp/~mc-center/index.html

宝塚市 ② PTAファミリ参観及び講演会
生徒の授業の様子を保護者に参観してもらうと共に、講演会を開催します。
PTAと学校の共同行事です。

11月5日(土)
兵庫県立宝塚北高
校

県立宝塚北高校 無料 宝塚北高校-0797-86-3291-

宝塚市 ③
第35回兵庫県高等学校総合文化祭
囲碁部門大会

囲碁部門生徒による対局を行います。 10月30日
雲雀丘学園
高等学校

兵庫県
兵庫県教育委員会

無料
兵庫県高等学校文化連盟：県立須磨東高等学校
078-793-1616

宝塚市 ②③ 交流活動 良元幼稚園との交流会（餅つき大会）を行います 12月9日予定
良元幼稚園・
宝塚良元校

県立宝塚良元高校 無料
宝塚良元校
0797-72-6514

宝塚市 ③ 宝塚市茶道協会秋の茶会
宝塚茶道協会の年間行事として、秋の市民茶会を開催します。待合いにて
薄茶を召し上がって頂き、そのあと玉露点前を行います。

11月6日
宝塚ソリオ１．３階和
室

宝塚支部 北枝　秀康　072-793-4320

三木市 ② ふれあい参観 道徳授業参観・ふれあい給食・親子人権教育講演会などを行います。 10月28日
東吉川小学校各教
室及び体育館

東吉川小学校 無料 0794-72-0040

三木市 ② 学習発表会 各学年のステージ発表（劇・合唱合奏・学習発表など）を行います。 11月19日
東吉川小学校体育
館

東吉川小学校 無料 0794-72-0040

三木市 ② 芸術鑑賞会 大阪フィルハーモニー管弦楽団による芸術鑑賞会を行います。 12月6日
吉川町総合公園文
化体育館

東吉川小学校
上吉川小学校

無料 0794-72-0040
上吉川小学校と合
同開催

三木市 ②③ 文化祭
技能教科の生徒作品や学級合唱、総合的な学習の発表、落語などの鑑賞を
します。

10月29日 吉川中学校体育館 吉川中学校 無料 0794-72-0142

三木市 ①② トライやるウィーク
本校の2年生が、校区を中心とした40ヵ所近くの活動場所で、社会体験をし
てきます。

11月14日～18日 市内各事業所 吉川中学校 無料 0794-72-0142

三木市 ② オープンスクール
小学6年生やその保護者、そして在校生の保護者や地域の人に学校を見て
もらいます。

11月23日 吉川中学校 吉川中学校 無料 0794-72-0142

三木市 ③ 吉川町文化祭 園児が出演します。 10月29日
三木市吉川町公民
館

吉川町文化祭実行委員会 無料 0794-72-1577

三木市 ② オープンスクール 保護者・地域の方々に本校の教育活動の参観をしていただきます。 11月2日, 4日 中吉川小学校 中吉川小学校 無料 0794-73-0026

三木市 ② 親子人権学習 道徳の学習を公開します。 11月4日 中吉川小学校 中吉川小学校 無料 0794-73-0026

三木市 ② 親子人権講演会 保護者と一緒に人権についての講演を聴き、学習します。 11月4日 中吉川小学校 中吉川小学校 無料 0794-73-0026

三木市 ② トライやるウィーク 吉川中学校生徒が職場体験学習をします。 11月14日～18日 中吉川小学校 中吉川小学校 無料 0794-73-0026

三木市 ② 地域防災訓練 校区の全住民を対象に地震を想定した防災訓練を実施します。 11月27日 中吉川小学校
三木市
中吉川小学校

無料 0794-73-0026

三木市 ② 走りっ子会 全校生がマラソンにチャレンジします。 12月2日 中吉川小学校 中吉川小学校 無料 0794-73-0026

三木市 ②
高校生子どもとのふれあい支援活
動　スポーツ教室

小学校に於いて、陸上部と合同練習を行います。 10月中 小学校 県立吉川高校 無料 0794-73-0068

三木市 ② 公開授業週間 保護者・地域・小学校・中学校に向けて公開授業日を設けます。 11月中 県立吉川高校 県立吉川高校 無料 0794-73-0068

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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三木市 ② 高校生地域貢献活動　通学路清掃 学校周辺の通学路を生徒・職員で清掃します。 11月中 県立吉川高校周辺 県立吉川高校 無料 0794-73-0068

三木市 ②
高校生子どもとのふれあい支援活
動　スポーツ教室

小学校に於いて、駅伝大会へ向けて陸上部と合同練習を行います。 12月中 小学校 県立吉川高校 無料 0794-73-0068

三木市 ② ふれあい学習発表会
平素の学習の成果を発表し、保護者や地域の人々とのふれあいの機会とし
ています。

11月23日 体育館 上吉川小学校 無料 0794-73-0265

三木市 ② 大阪フィル巡回公演
平成23年度次代を担う子どもの文化芸術体験事業として、オーケストラ演奏
を聴きます。

12月6日
吉川総合公園パスト
ラルホール

上吉川小学校 無料 0794-73-0265

三木市 ② 校内持久走
学校周辺の農道を学年別に走り、日頃の練習の成果を保護者や地域の
人々に見ていただきます。

12月9日 学校周辺の農道 上吉川小学校 無料 0794-73-0265

三木市 ② 運動会
地域の方や未就園児を招待し、園児と保護者と一緒に運動遊びを楽しみま
す。

10月15日 よかわ幼稚園園庭 よかわ幼稚園 無料 0794-73-1171

三木市 ② ひよこクラブ 園児と未就園児が一緒に遊んだり、園庭開放をしたりします。 11月9日
よかわ幼稚園園庭
保育室

よかわ幼稚園 無料 0794-73-1171

三木市 ② 幼稚園ウィークin三木 園児の絵画作品を展示しています。 11月15日～18日
よかわ幼稚園遊戯
室

よかわ幼稚園 無料 0794-73-1171

三木市 ②③ ファミリー参観
保育参観後、講師を招いて「親子陶芸教室」をし、親子で土の感触を楽しみ
ながら作品作りをします。

11月13日
よかわ幼稚園遊戯
室

よかわ幼稚園 無料 0794-73-1171

三木市 ② 食育遊びと実践
近隣の幼稚園児と一緒に地域の育児ボランティア「おせっかいおばさん」の
方の話を聞いたり、実践を見たり、食育遊びしたりします。

11月21日
みなぎ台幼稚園遊
戯室

よかわ幼稚園みなぎ台幼稚園 無料
0794-73-1171
0794-73-2830

三木市 ② 保育参観・子育て講演会 保育参観後、子育て講演会をします。 10月20日 みなぎ台幼稚園 三木市立みなぎ台幼稚園 無料 0794-73-2830

三木市 ② トライやる・ウイーク 中学生が職場体験をします。 11月14日～18日 みなぎ台幼稚園 三木市立みなぎ台幼稚園 無料 0794-73-2830

三木市 ② オープンスクール　絵画作品店
園児の一日の生活をみていただきます。「ミニミニ運動遊び」に地域の方の
参加や作品展示を行っています。

11月17日 みなぎ台幼稚園 三木市立みなぎ台幼稚園 無料 0794-73-2830

三木市 ② オープンスクール 保護者や地域住民に学校での教育活動を公開します。 11月4日 みなぎ台小学校 みなぎ台小学校 無料 0794-76-5640

三木市 ② 校内ふれあいマラソン大会 保護者や地域住民とともに本校の児童がマラソン大会をします。 12月3日 みなぎ台小学校 みなぎ台小学校 無料 0794-76-5641

三木市 ②
オープンスクール
(親子人権学習）

PTA人権講演会として、榎本秀樹先生のお話を親子で聞いて学習します。そ
の後、各クラスで親子人権学習を行います。

10月13日 三木小学校 三木小学校 無料 0794-82-0341

三木市 ②
オープンスクール
（音楽会）

オープンスクールとして、音楽会を実施し、地域の皆様に子どもたちの演奏
や歌声を聞いてもらい音楽を通して交流します。

11月16日 三木小学校 三木小学校 無料 0794-82-0341

三木市 ②
合唱コンクール
（オープンスクール）

オープンスクールを実施し、学年毎に合唱コンクールを行います。 10月27日 中学校体育館 三木中学校 無料 0794-82-0404

三木市 ②
文化祭
（オープンスクール）

オープンスクールを実施し、文化祭を開催します。 10月29日 中学校体育館 三木中学校 無料 0794-82-0404

三木市 ② トライやる・ウィーク 2年生が1週間地域の事業所等で体験活動を行います。 11月14日～18日 市内各事業所 三木中学校 無料 0794-82-0404

三木市 ② オープンスクール 保護者や地域住民の皆さんに、学校での教育活動を公開します。 10月27日, 28日 別所中学校 別所中学校 無料 0794-82-0547

三木市 ②
文化祭
（オープンスクール）

各クラスの合唱や音楽部の舞台発表、各教科や美術部の作品展示を行いま
す。

10月29日 別所中学校 別所中学校 無料 0794-82-0547

三木市 ② トライやる・ウィーク 中学校2年生が、市内の各事業所において体験活動を行います。 11月14日～18日 市内各事業所 別所中学校 無料 0794-82-0547

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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三木市 ②
ハートフル講演会
（オープンスクール）

生徒が保護者や地域住民と共に人権講演を聴き、人権意識の高揚を図りま
す。

11月23日 別所中学校 別所中学校 無料 0794-82-0547

三木市 ② 校内音楽会
三樹幼稚園・三樹小学校各学年による合唱や合奏を体育館のステージで発
表します。

11月18日 三樹小学校体育館 三樹小学校 無料 0794-82-3169

三木市 ② ちびっ子秋祭り
2年生が作った屋台を担いだり、1年生が工夫したお店で買い物をしたりし
て、幼稚園児や保護者や高齢者との交流を深めます。

11月22日 三樹小学校体育館 三樹小学校 無料 0794-82-3169

三木市 ② さんさん広場 異年齢交流をします。 10月4日, 11月15日 三樹幼稚園 三樹幼稚園 無料 0794-82-4327

三木市 ② オープンスクール お祭りごっこの保育公開をします。 11月8日 三樹幼稚園 三樹幼稚園 無料 0794-82-4328

三木市 ② 幼小合同音楽会 音楽会に参加し発表します。小学校の発表も鑑賞します。 11月18日 三樹小学校体育館 三樹幼稚園 無料 0794-82-4328

三木市 ② オープンスクール 「ふれあい音楽会」小学校の音楽会に参加。 11月2日
別所幼稚園
別所小学校

別所幼稚園 無料 0794-82-7278

三木市 ②
「ひまわりアンサンブル」によるコン
サート

「ひまわりアンサンブル」の演奏を園児と一緒に鑑賞したり、地域の方々との
交流を図ります。

11月16日 別所幼稚園 別所幼稚園 無料 0794-82-7278

三木市 ②
全国国公立幼稚園ウィーク　　オー
プンスクール

園児作品展示。 11月11日～18日 別所幼稚園 別所幼稚園 無料 0794-82-7278

三木市 ② なかよし広場
地域の未就園児親子と一緒に遊んだり、ひまわりウインドアンサンブルの演
奏を聴きます。

11月2日 平田幼稚園 平田幼稚園 無料 0794-82-7284

三木市 ② オープン幼稚園 実りの秋を迎え、みんなで収穫祭をします。 11月8日 平田幼稚園 平田幼稚園 無料 0794-82-7284

三木市 ②
絵画展（全国国公立幼稚園ウィー
ク）

園児の絵画を展示します。 11月8日～18日 平田幼稚園 平田幼稚園 無料 0794-82-7284

三木市 ② 学校オープン・人権ふれあいデー
人権教育講演会、親子人権学習（授業参観）、学級懇談会を実施。人権につ
いて親子で学習を深めます。

10月28日 平田小学校・体育館 平田小学校 無料 0794-82-7322

三木市 ② 学校オープン・学習発表会
各学年で国語科、生活科、音楽課、総合的な学習の時間などの学習成果を
地域･保護者に向け発表します。

11月22日 平田小学校・体育館 平田小学校 無料 0794-82-7322

三木市 ① 人権フォーラム
同和問題をはじめとする人権問題について身近な市民の経験や思いを発表
いただき、人権問題についての認識を深めます。

10月21日, 25日, 28
日

三木市立
総合隣保館

三木市立総合隣保館 無料 0794-82-8388

三木市 ① 三木市人権・同和教育研究大会
差別の現実から深く学び、一人一人の自己実現が達成され、共に生きる社
会を創造するために開催します。全体会のあと、分科会を開催し、実践交流
や討議を行います。

11月19日 三木市文化会館他 三木市人権・同和教育協議会 無料 0794-82-8388

三木市 ① 三木市立総合隣保館文化祭
多くの人が人権と差別について学び、交流する文化の祭典です。記念講演、
各種団体発表、バザー等を実施します。

12月3日, 4日
三木市立
総合隣保館

三木市立総合隣保館 無料 0794-82-8388

三木市 ② オープンスクール　(音楽会）
音楽会に参加し発表します。地域の皆様に子どもたちの演奏や歌声を聞い
てもらい音楽を通して交流します。

11月16日 三木小学校
三木幼稚園
三木小学校

無料 0794-82-9012

三木市 ②
オープンスクール　(幼稚園ウイー
ク）

園を公開し、保護者や地域の方に園を理解していただく機会とします。 11月18日 三木幼稚園 三木幼稚園 無料 0794-82-9012

三木市 ② ふれあい音楽会 幼稚園・小学校の園児児童が発表する音楽会です。 11月2日 別所小学校 別所小学校 無料 0794-83-0350

三木市 ② マラソン大会 幼稚園・小学校の園児児童がマラソン大会をします。 12月1日 別所町巴公園 別所小学校 無料 0794-83-0350

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

三木市 ② ＰＴＡ人権講演会 生徒が保護者とともに人権講演を聴き、人権意識の高揚を図ります。 10月19日
三木東中学校体育
館

三木東中学校 無料 0794-83-1600

三木市 ③ 文化祭 ホールや特別教室に生徒の作品を展示し、体育館で舞台発表を行います。 10月29日 三木東中学校 三木東中学校 無料 0794-83-1600

三木市 ② トライやる・ウィーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。 11月14日～18日 市内各事業所 三木東中学校 無料 0794-83-1600

三木市 ① なかよしひろば 異年齢交流をします。 11月2日 緑が丘幼稚園 緑が丘幼稚園 無料 0794-84-0031

三木市 ② オープンスクール 幼稚園の保育を公開します。 11月15日 緑が丘幼稚園 緑が丘幼稚園 無料 0794-84-0031

三木市 ② 緑が丘幼・小学校校内音楽会 幼稚園児・小学生が音楽の演奏を行います。 11月19日 緑が丘小学校 緑が丘幼稚園・小学校 無料 0794-84-0031

三木市 ② 緑が丘幼・小学校校内音楽会 幼稚園児・小学生が音楽の演奏を行います。 11月19日 緑が丘小学校 緑が丘幼稚園・小学校 無料 0794-84-0744

三木市 ② 親子ふれあい遊び 園児が自主的に進める「運動会遊び」を親子で楽しむ。 10月14日 広野幼稚園 広野幼稚園 無料 0794-84-0777

三木市 ② なかよしタイム 地域の未就園児と幼稚園が一緒に遊びます。
10月18日

11月8日, 22日
広野幼稚園 広野幼稚園 無料 0794-84-0777

三木市 ② ふれあい交流 三木東高等学校の生徒と交流します。
10月12日, 27日,
11月25日, 28日

広野幼稚園 広野幼稚園 無料 0794-84-0777

三木市 ② バザー
PTA主催のバザーに園児も自分たちが考え、作ったお店やを開店し、参加す
る。

10月22日 広野幼稚園 広野幼稚園 無料 0794-84-0777

三木市 ② オープン保育 トライやるの中学生がリーダーになり、グループ遊びや遊びを公開する 11月16日 広野幼稚園 広野幼稚園 無料 0794-84-0777

三木市 ② 幼小合同ミュージックフェスティバル 園児の歌、合奏を発表する。 11月19日 広野小学校 広野小学校 無料 0794-84-0777

三木市 ② 第3学期生活発表会 園児の発表の後、ひまわりアンサンブルによるコンサートを実施する。 12月14日 広野幼稚園 広野幼稚園 無料 0794-84-0777

三木市 ②
教育参観日
性教育研修会

自己と他者の心と体について知り、大切に出来る児童生徒を育てることを目
的とし授業参観形式の研修会です。

11月8日
三木市立三木特別
支援学校

三木市立三木特別支援学校 無料
0794-84-0830

mikishiens@ns.miki.ed.jp

三木市 ② トライやる・ウィーク 地域のデイサービスなどを中心に7名の生徒が1週間取組みます。 11月14日～18日 市内各事業所 三木市立三木特別支援学校 無料
0794-84-0830

mikishiens@ns.miki.ed.jp

三木市 ② 運動会 園児が考えた遊びを基にした手作りの運動会です。 10月8日 自由が丘幼稚園 自由が丘幼稚園 無料 0794-85-1200

三木市 ② ふれあい遊び
地域の周縁前の幼児と保護者に園児と触れ合っていただき、幼児教育の啓
発に努めます。

11月16日 自由が丘幼稚園 自由が丘幼稚園 無料 0794-85-1200

三木市 ②
全国国公立幼稚園ウィーク
オープンスクール

保護者や地域の方々に園を公開します。ボランティアグループによる『人形
劇』もあります。

11月16日 自由が丘幼稚園 自由が丘幼稚園 無料 0794-85-1200

三木市 ② 音楽会 小学校と合同で開催。歌や合奏等発表します。 11月23日 自由が丘小学校 自由が丘小学校、幼稚園 無料 0794-85-1200

三木市 ②
合唱祭
(オープンスクール)

オープンスクールを実施し、学年ごとにクラス合唱を披露する。 10月25日 緑が丘中学校 緑が丘中学校 無料 0794-85-1500

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

三木市 ②③
文化祭
(オープンスクール)

オープンスクールを実施し、ホールや特別教室では生徒作品展示、体育館
では舞台発表を行います。

10月28日 緑が丘中学校 緑が丘中学校 無料 0794-85-1500

三木市 ② トライやる・ウィーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。 11月14日～18日 市内各事業所 緑が丘中学校 無料 0794-85-1500

三木市 ② ＰＴＡ研修講演会 生徒が保護者、地域の方とともに講演を聴き、人権意識の高揚に図ります。 12月2日 緑が丘中学校 緑が丘中学校 無料 0794-85-1500

三木市 ② オープンスクール 保護者・地域の方々に学校の教育活動を公開します。 10月20日 緑が丘東小学校 緑が丘東小学校 無料 0794-85-1900

三木市 ①② ＰＴＡ講演会
講師に「一人芝居」の福永宅司先生をお招きし、多様な視点から子どもの成
長についてお話を聴きます。

10月20日 緑が丘東小学校 緑が丘東小学校 無料 0794-85-1900
講演会は、2部構
成になっていま
す。

三木市 ②③ 校内音楽会
合唱や合奏など日ごろの音楽学習の成果を児童相互に鑑賞するとともに保
護者や地域の方々に公開します。

11月17日 緑が丘東小学校 緑が丘東小学校 無料 0794-85-1900

三木市 ②
東っ子学習発表会
オープンスクール

各学年ごとにこれまでの学習の成果を発表する。保護者や地域の方に公表
する。

10月27日 自由が丘東小学校 自由が丘東小学校 無料 0794-85-2020

三木市 ② 芸術鑑賞会
人形劇団クラルテによる「あらしのよるに」（原作：きむらゆういち）を上演しま
す。

10月28日 広野小学校体育館 広野小学校広野小ＰＴＡ 無料 0794-85-3000

三木市 ② オープンスクール 人権教育等の授業を公開します 11月2日 広野小学校 広野小学校 無料 0794-85-3000

三木市 ② オープンスクール 幼小合同で、ミュージックフェスティバル（音楽会）を行います。 11月18日 広野小学校 広野小学校 無料 0794-85-3000

三木市 ② マラソン大会 全校生が長距離走にチャレンジします。 12月2日 広野小学校 広野小学校 無料 0794-85-3000

三木市 ② オープンスクール 地域の人に普段の学校・授業の様子を公開する 10月26日～28日 自由が丘中学校 自由が丘中学校 無料 0794-85-3300

三木市 ② 合唱祭 各学年のクラス合唱をする 10月26日 自由が丘中学校 自由が丘中学校 無料 0794-85-3300

三木市 ② 文化祭 合唱・文化部の発表・作品展示等を行ないます 10月28日 自由が丘中学校 自由が丘中学校 無料 0794-85-3300

三木市 ② トライやるウィーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。 11月14日～18日 市内各事業所 自由が丘中学校 無料 0794-85-3300

三木市 ②
東っ子学習発表会
「音楽会」

小学校と合同で開催。歌や合奏の発表 10月27日
自由が丘東小学校
体育館

自由が丘東幼稚園・小学校 無料 0794-85-3550

三木市 ②
なかよしランド
（未就園児交流）

地域の就園前の幼児と保護者に園児との交流を通して幼稚園教育に関心を
もっていただく。

11月10日 自由が丘東幼稚園 自由が丘東幼稚園 無料 0794-85-3550

三木市 ② オープンスクール 園生活の様子、保育公開。歯科衛生士さんによる口腔衛生指導実施。 11月15日 自由が丘東幼稚園 自由が丘東幼稚園 無料 0794-85-3550

三木市 ② 運動会 幼稚園単独の運動会をします。 10月15日 緑が丘東幼稚園 緑が丘東幼稚園 無料 0794-85-8500

三木市 ② たんぽぽ広場
地域の就園前の幼児（保護者同伴）と幼稚園児とのふれあい遊びを楽しみ、
交流を深めます。

10月20日 緑が丘東幼稚園 緑が丘東幼稚園 無料 0794-85-8500

三木市 ② たんぽぽ広場
地域の就園前の幼児（保護者同伴）と幼稚園児とのふれあい遊びを楽しみ、
交流を深めます。

11月4日 緑が丘東幼稚園 緑が丘東幼稚園 無料 0794-85-8500

三木市 ②
全国国公立幼稚園ウイーク・オープ
ンスクール

日々の幼稚園生活の様子（午前）を保護者や地域の方々に公開します。
ワークショップとしてカプラ遊びをします。

11月16日 緑が丘東幼稚園 緑が丘東幼稚園 無料 0794-85-8500

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

三木市 ②
全国国公立幼稚園ウイーク・オープ
ンスクール

日々の幼稚園生活の様子（午後、主に給食・降園）を保護者や地域の方々
に公開します。

11月17日 緑が丘東幼稚園 緑が丘東幼稚園 無料 0794-85-8500

三木市 ② 共育日・親子人権学習 保護者とともに学年に応じた人権課題について理解を深めます。 10月25日(火) 豊地小学校教室 豊地小学校 無料 0794-86-2224

三木市 ③
文化祭（星躍祭）
及び
オープンスクール

合唱コンクール・各教科作品展示・芸術鑑賞等を行うとともに、保護者や地
域の方々に学校の教育活動を公開します。

10月29日 星陽中学校 星陽中学校 無料 0794-86-2334

三木市 ② トライやる・ウィーク 2年生33名が、市内16事業所において体験活動を行います。 11月14日～18日 市内各事業所 星陽中学校 無料 0794-86-2334

三木市 ②
親と子が共に学ぶ
人権学習

親子で人権学習を行った後、学級懇談会を実施します。 10月14日 志染小学校 志染小学校 無料 0794-87-3224

三木市 ② オープンスクール 保護者や地域の皆さんに学校の教育活動を公開します。 11月1日 志染小学校 志染小学校 無料 0794-87-3224

三木市 ② マラソン大会 全校生がマラソンにチャレンジします。 12月1日 志染小学校 志染小学校 無料 0794-87-3224

三木市 ② 文化祭
学級劇
各教科の作品展示、ノート展
客演打楽器エンターテイメント

10月29日
志染中学校
体育館等

志染中学校 無料 0794-87-3334

三木市 ② トライやる・ウィーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。 11月14日～18日 市内各事業所 志染中学校 無料 0794-87-3334

三木市 ②
教育参観日（親子人権学習･懇談
会・講演会）

親子で人権学習を行った後、懇談会を実施し、その後、講演会を開催しま
す。

10月14日 口吉川小学校 口吉川小学校 無料 0794-88-0224

三木市 ② 第2回クラブ活動 地域の老人会の方々とクラブ活動の一つ「ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ」を一緒にします。 10月24日 口吉川小学校 口吉川小学校 無料 0794-88-0224

三木市 ② 教育参観日（学校保健委員会） オープンスクールです。講師を招聘して学校保健委員会を開催します。 11月9日 口吉川小学校 口吉川小学校 無料 0794-88-0224

三木市 ② ﾄﾗｲやる・ｳｨｰｸ
中学2年生が小学校で体験活動を行う時に、地域の方がﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとして支援
します。

11月14日～18日 口吉川小学校 口吉川小学校 無料 0794-88-0224

三木市 ② 第3回クラブ活動 地域の老人会の方々とクラブ活動の一つ「ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ」を一緒にします。 11月28日 口吉川小学校 口吉川小学校 無料 0794-88-0224

三木市 ② 校内音楽会
歌唱や合奏など日ごろの音楽学習の成果を児童相互に鑑賞するとともに地
域や保護者に公開します。

11月23日 自由が丘小学校 自由が丘小学校 無料 http://www.miki.ed.jp/el/jiyu/

三木市 ③ 高校生地域貢献活動　ボランティア
吉川町文化祭にスタッフとして参加し、文化祭の当日の進行・運営に携わり
ます。

10月29日, 30日 吉川公民館 吉川町文化祭実行委員会 無料 吉川公民館

三木市 ①② 地域防災訓練　ボランティア
小学校で行われる、避難所開設訓練に参加すると共に、小学生への防災教
育の一環を担います。

11月27日
三木市立中吉川小
学校

吉川地区区長協議会 無料 吉川公民館

三木市 ② 高校生ふれあい育児体験 保育園に訪問し、育児を体験する 11月7日 神和保育園 県立三木高校 三木高校

三木市 ② 地域貢献事業 保育園での理科工作教室 11月10日 神和保育園 県立三木高校 三木高校

三木市 ➂ みなぎの書道展 幼児・小学校・中学校、高校生の書道の作品を展示します。 10月9日～16日
吉川総合公園パスト
ラルホール

墨華香るまちフェスティバル実
行委員会

無料

三木市教育委員会
教育部
文化スポ-ツ振興課内
墨華香るまちフェスティバル実行委員会事務局
TEL-0794-82-2000
minagino@city.miki.lg.jp

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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三木市 ① みっきぃハイキング
市民ハイキング（約13キロ）
恵比須駅前→竹中半兵衛の墓→平井山本陣跡→藤原惺窩誕生地→増田
ふるさと公園→グリーンピア三木

10月10日 細川町方面
三木市
教育委員会

無料
三木市教育委員会
文化スポ-ツ振興課
0794-89-2401

三木市 ①
スナッグゴルフ
体験講習会

スナッグゴルフ親子（ペア）体験講習会 10月22日
三木ホースランド
パーク緑の広場

三木市ゴルフ協会ほか 無料
三木市教育委員会
文化スポ-ツ振興課
0794-89-2401

三木市 ① 丸太切り競争 三木金物まつり協賛事業 11月6日
市役所前特設ステー
ジ

金物まつり実行委員会 無料
三木市教育委員会
文化スポ-ツ振興課
0794-89-2401

三木市 ①
スナッグゴルフ
体験講習会

スナッグゴルフ親子（ペア）体験講習会 11月19日
三木ホースランド
パーク緑の広場

三木市ゴルフ協会ほか 無料
三木市教育委員会
文化スポ-ツ振興課
0794-89-2401

三木市 ① 少年スポーツ大会
野球、サッカー、バレーボール、剣道、
柔道、空手道、バドミントン、バスケットボール、卓球

11月20日
市内
体育施設

財団法人三木市スポーツ振興
基金ほか

無料
三木市教育委員会
文化スポ-ツ振興課
0794-89-2401

三木市 ①
スナッグゴルフ
親子（ペア）大会

スナッグゴルフ親子（ペア）大会 12月3日
三木ホースランド
パーク緑の広場

三木市ゴルフ協会ほか 無料
三木市教育委員会
文化スポ-ツ振興課
0794-89-2401

高砂市 ② 音楽会 日頃の音楽活動の成果を保護者や地域の方に披露します。 10月28日 体育館 北浜小学校 無料 079-254-0139

高砂市 ② オープンスクール
保護者や地域の方に学校の教育活動を見ていただきます。道徳・人権学習
等の授業を公開します。

11月17日, 18日 各教室 北浜小学校 無料 079-254-0139

高砂市 ② 創立１２０周年記念事業講演 創立１２０周年記念として校区の史跡等について講演をします。 11月18日 体育館 北浜小学校 無料 079-254-0139

高砂市 ② トライやる・ウイーク
地域の中学２年生の体験学習をする。園児と触れ合ったり幼稚園教師の仕
事内容を知る。

11月7日～11日 北浜幼稚園 鹿島中学校 無料 079-254-4300

高砂市 ② オープンスクール 園内公開保育を通して地域の中で育つ幼稚園を公開します 11月17日～19日 北浜幼稚園 北浜幼稚園 無料 079-254-4300

高砂市 ②
魅力あるひようごの高校づくり推進
事業

インスパイア･ﾊｲｽｸｰﾙ剣道の専門家による講演と実技指導 12月17日 高砂市総合体育館 県立加古川西高校 無料 079-424-2400

高砂市 ② 人権教育研究発表会
『一人一人の心を大切にし、共感し合える仲間づくりをめざして』の研究主題
のもと、秋の自然とかかわり活動している姿を公開保育します。

11月15日
米田西幼稚園及び
米田西小学校体育
館

高砂市教育委員会 無料 079-431-6101

高砂市 ② 幼稚園オープンスクール
園児の活動を、保護者や地域の方に公開します。開催日時により、『工作遊
び』や『人形劇』などで一緒に楽しみます。

11月17日～19日
米田西幼稚園ホー
ル及び各保育室

米田西幼稚園 無料 079-431-6101

高砂市 ① 米田西校区人権講演会
地域でどのように子どもたちを育てるのかを考える機会にするために、地
域、保護者、学校が協同で講演会を実施します。

10月22日 米田西小体育館 米田西校区人権推進委員会 無料 079-431-8005

高砂市 ② 子育て相談会
園児や未就園児の保護者を対象に、子育てに対する講演会や相談会を開
催します。

10月27日 米田幼稚園 米田幼稚園 無料 079-432-0082

高砂市 ② ブラッシング指導
４，５歳園児と５歳児保護者を対象に、６歳臼歯の話や歯垢染色を等、歯科
健康教室を行う。

10月24日 米田幼稚園 米田幼稚園 無料 079-432-0082

高砂市 ② トライやるウィーク 地域の中学２年生 11月7日～11日 米田幼稚園 米田幼稚園 無料 079-432-0082

高砂市 ① サッカー教室 地域ボランティアサッカーコーチを招き、園児の体験活動の幅を広げる。 11月8日 米田小学校校庭 米田幼稚園 無料 079-432-0082

高砂市 ② オープンスクール
幼稚園を公開し、園児・教師の姿勢を通して教育活動や教育内容を地域に
発信する。

11月17日～19日
米田幼稚園保育室・
ホール

米田幼稚園 無料 079-432-0082

高砂市 ② 絵画展 園児が幼稚園で体験したことを、絵や造形に表現した作品を展示します。 11月17日～19日
米田幼稚園保育室・
ホール

米田幼稚園 無料 079-432-0082

高砂市 ② 合唱コンクール 中学生が各学年ごとに合唱コンクールを行います。 10月21日 宝殿中学校 宝殿中学校 無料 079-432-3786

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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高砂市 ② 文化祭 文化部展示、ステージ発表などを行います。 10月28日 宝殿中学校 宝殿中学校 無料 079-432-3786

高砂市 ② トライやる･ウィーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。 11月7日～11日 市内各事業所 宝殿中学校 無料 079-432-3786

高砂市 ② オープンスクール 学校を開放して、自由参観をおこないます。 11月21日～25日 宝殿中学校 宝殿中学校 無料 079-432-3786

高砂市 ① 荒井公民館祭り賛助出演 荒井公民館祭りに賛助出演して、５歳児達が歌を歌います。 11月27日 荒井公民館 教育委員会 無料 079-442-0490

高砂市 ② トライやる・ウィーク 中学２年生が各事業所等において体験活動を行います。 11月7日～11日 校区内各事業所等 荒井中学校 無料 079-442-0540

高砂市 ② オープンスクール 保護者・地域の方々に学校の教育活動を自由に参観してもらいます。 10月20日～24日 荒井中学校 荒井中学校 無料 079-442-0540

高砂市 ② 文化祭
各学級による合唱コンクールを中心に、生徒有志劇、吹奏楽部演奏の発表
や展示を行います。

10月21日 荒井中学校 荒井中学校 無料 079-442-0540

高砂市 ② PTA人権講演会
全校生と一緒に保護者や地域の方々が人権についてお話を聞き、人権意識
の向上を図ります。

11月上旬 荒井中学校 荒井中学校 無料 079-442-0540

高砂市 ② トライやるウィーク 中学生が各事業所で体験活動を行います 11月7日～11日 市内各事業所 高砂中学校 無料 079-442-1591

高砂市 ② ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 授業参観ならびに生徒の教育活動を保護者や地域の方にみていただきます 10月19日～21日 高砂中学校 高砂中学校 無料 079-442-1591

高砂市 ② 学芸祭（文化祭） 芸能鑑賞、文化部発表、各作品展示、全クラス合唱披露を行います 10月21日 高砂中学校 高砂中学校 無料 079-442-1591

高砂市 ② 音楽会 各学年による合唱、婦人会等の合唱 11月12日 本校体育館 荒井小学校 無料 079-442-1951

高砂市 ② トライやる・ウィーク 荒井中学校の２年生の生徒が、荒井幼稚園で体験活動を行います。 11月7日～11日 荒井幼稚園 荒井中学校 無料 079-442-1980

高砂市 ② オープンスクール
保護者や地域の方々に来園して保育を見ていただき、幼稚園の教育活動や
教育内容を理解していただきます。

11月17日～19日 荒井幼稚園 荒井幼稚園 無料 079-442-1980

高砂市 ② 絵画作品展 園児の絵画作品を展示して、保護者や地域の方々に見ていただきます。 11月24日, 25日 荒井幼稚園 荒井幼稚園 無料 079-442-1980

高砂市 ① ふれあい保育･育児体験 保育園を訪問して、園児とのふれあい、保育実習を体験する。 11月2日 荒井保育園 県立高砂高校 無料 079-442-2371

高砂市 ① ふれあい保育･育児体験 保育園を訪問して、園児とのふれあい、保育実習を体験する。 11月9日 高砂西保育園 県立高砂高校 無料 079-442-2371

高砂市 ① ふれあいクリーン作戦 地域住民・小５・６年と中１・２年で合同で地域の掃除 10月25日 小・中学校周辺 青少協 無料 079-442-2422

高砂市 ② オープンスクール 参観授業と引き渡し訓練（5日） 11月1日～5日 各教室 高砂小学校 無料 079-442-2422

高砂市 ③ 校内音楽会 保幼も参加 11月2日 体育館 高砂小学校 無料 079-442-2422

高砂市 ③ 音楽会 保護者及び地域住民に披露 11月5日 体育館 高砂小学校 無料 079-442-2422

高砂市 ②
高校生地域貢献事業　　通学路清
掃

通学路を生徒・職員・保護者で清掃します。 10月20日
県立高砂南高校周
辺通学路

県立高砂南高校 無料 079-443-5900

高砂市 ②
高校生地域貢献事業　　通学路清
掃

通学路を生徒・職員・保護者で清掃します。 12月12日
県立高砂南高校周
辺通学路

県立高砂南高校 無料 079-443-5900

高砂市 ②
高校生地域貢献事業　　地域オープ
ン講座

書道の授業の一部に一般地域住民の方の参加を認め、生徒と共に学びま
す。

10月中旬から11月下
旬の週2回(8回)を予

定

県立高砂南高校書
道教室

県立高砂南高校 無料 079-443-5900

授業の進捗状況よ
り9月中旬に実施
クラスを決定し、曜
日と時間帯が決ま
り、地域に案内す
る予定です。

高砂市 ② オープンスクール 普段の学校の活動を地域の方に公開します 10月19日 学校内 曽根小学校 無料 079-447-0039

高砂市 ② 音楽会 音楽発表会を保護者に公開します 11月10日 体育館 曽根小学校 無料 079-447-0039

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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高砂市 ② オープンスクール 通常授業やゲストティーチャーを招いた学習を公開します。 10月31日、11月1日 中筋小学校各教室 中筋小学校 無料 079-447-0219

高砂市 ②
全国国公立幼稚園
ウィーク・イン高砂
（オープンスクール）

保育参観をします。
ふれあい保育（未就園児親子が制作したり園児と交流して遊びます）

11月17日～19日 伊保南幼稚園 伊保南幼稚園 無料 079-447-0545

高砂市 ② 絵画作品展
園児、未就園児、親子、中学生などが描いたり作ったりした作品を展示して
います。

11月17日～19日 伊保南幼稚園 伊保南幼稚園 無料 079-447-0545

高砂市 ② トライやる・ウィーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。 11月7日～11日 市内各事業所 竜山中学校 無料 079-447-1150

高砂市 ② 文化祭 本校の文化活動の発表の場です。 10月28日 鹿島中学校 鹿島中学校 無料 079-447-1179

高砂市 ② ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 本校の日常の教育活動を一般に公開します。 10月28日～11月2日 鹿島中学校 鹿島中学校 無料 079-447-1179

高砂市 ② 性教育講座 中2・3年生と市内教職員、保護者を対象に講師を招いて実施します。 11月2日 鹿島中学校 鹿島中学校 無料 079-447-1179

高砂市 ② 読み聞かせ 中2生徒を対象にひおか文庫によるストーリーテリング等を行います。 11月1日 鹿島中学校 鹿島中学校 無料 079-447-1179

高砂市 ② 算数教育発表会 算数教育について、実践発表・講演会を行います。 10月28日 阿弥陀小学校 阿弥陀小学校 無料 079-447-1317

高砂市 ② 音楽会 各学年児童が、合唱や器楽演奏をします。 11月19日 阿弥陀小学校 阿弥陀小学校 無料 079-447-1317

高砂市 ② オープンスクール 授業を含めた学校生活全般を公開します。 11月19日 阿弥陀小学校 阿弥陀小学校 無料 079-447-1317

高砂市 ② ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 保護者・地域の方が授業を参観する 10月26日～28日 松陽中学校 松陽中学校 無料 079-447-1942

高砂市 ③ 文化祭
各クラスの合唱発表・吹奏楽部の演奏、人権講演会を行い保護者と人権学
習を行う。

10月28日 松陽中学校 松陽中学校 無料 079-447-1942

高砂市 ② トライやる・ウィーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。 11月7日～11日 市内各事業所 松陽中学校 無料 079-447-1942

高砂市 ② 子育て相談会
地域の子育て支援活動として、園児保護者、地域未就園児保護者を対象に
カウンセラーによる子育て相談を実施します。

10月25日 曽根幼稚園 曽根幼稚園 無料 079-447-3351

高砂市 ②
全国国公立幼稚園ウィーク
in高砂
オープンスクール

保護者、地域に幼稚園教育活動を理解していただくため保育公開をします。 11月17日～19日 曽根幼稚園 曽根幼稚園 無料 079-447-3351

高砂市 ② オープンスクール 保護者地域住民を対象にした学校公開 10月26日, 27日 伊保小学校 伊保小学校 無料 079-447-4341

高砂市 ① 校区人権教育講演会 地域住民を対象にした人権教育講演会 11月11日
高砂市
中央公民館

伊保校区人権教育推進委員
会

無料 079-447-4341

高砂市 ② 伊保っ子キッズコンサート 児童による合唱、合奏を中心とした音楽会です。 11月12日 伊保小学校体育館 伊保小学校 無料 079-447-4341

高砂市 ② オープンスクール 学校公開
10月26日, 27日, 29

日
米田小学校 米田小学校 無料 079-447-5542

高砂市 ② オープンｽｸｰﾙ
・保護者、地域の方々に都合のいい時間に参観していただきます。・講演会
を実施しこどもの発達を考えます。

11月17日, 19日 中筋幼稚園 中筋幼稚園 無料 079-447-5578

高砂市 ② 講演会 子育てに関する講演会を行います。講師兵庫教育大学石野秀明准教授 10月25日 阿弥陀幼稚園 阿弥陀幼稚園 無料 079-447-5775

高砂市 ② 作品展 幼稚園・保育園児の絵画や造形の作品を展示します。 11月17日～19日 阿弥陀保育センター
阿弥陀幼稚園
阿弥陀保育園

無料 079-447-5775

高砂市 ② オープンスクール
園生活の様子を公開します。幼保合同活動や高齢者とのふれあい活動も行
います。

11月17日～19日 阿弥陀保育センター
阿弥陀幼稚園
阿弥陀保育園

無料 079-447-5775

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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高砂市 ② 音楽会 日頃の音楽教育の様子を表現・発表します。 10月29日 伊保南小体育館 伊保南小学校 無料 079-448-0760

高砂市 ② オープンスクール
学習活動を公開し、保護者や地域住民に学校の教育活動を理解していただ
くきます。

11月24日, 25日 伊保南小 伊保南小学校 無料 079-448-0760

高砂市 ① 人権講演会 講演会を開き、保護者や地域住民に人権教育の啓発を図ります。 11月25日 伊保南小体育館 伊保南小学校 無料 079-448-0760

高砂市 ②③ 高砂市民音楽祭 市民音楽祭に賛助出演し、園児が歌でつながる思いやりの心を伝えます。 11月3日 高砂市文化会館 伊保幼稚園 無料 079-448-8957

高砂市 ①② 子育て相談会 園児やふれあい児の保護者などを対象に子育て相談や講演会をします。 11月10日 伊保幼稚園 伊保幼稚園 無料 079-448-8957

高砂市 ② トライやる・ウィーク 中学生が幼稚園において保育の体験活動を行います。 11月7日～11日 伊保幼稚園 伊保幼稚園 無料 079-448-8957

高砂市 ②③ オープンスクールと作品展 保育参観、作品展など地域の方に幼稚園活動を公開します。 11月17日～19日 伊保幼稚園 伊保幼稚園 無料 079-448-8957

高砂市 ② トライやる・ウィーク 中学生が園児とふれ合い,体験活動を行います。 11月7日～11日 高砂幼稚園 高砂幼稚園 無料 442-0041

高砂市 ② オープンスクール 保育を公開し、呈茶や講演会など行います。 11月17日～19日 高砂幼稚園 高砂幼稚園 無料 442-0041

高砂市 ② 造形展 園児や未就園児の絵画、木工、粘土などの作品を展示します。 11月24日, 25日 高砂幼稚園 高砂幼稚園 無料 442-0041

高砂市 ①③
遺跡ウォーク石の宝殿と採石遺跡
をたずねて

学芸員の案内で高砂市石宝殿を中心に古代から現在に続く採石遺跡を見
学します。

11月27日(日) 高砂市石宝殿周辺
県立
考古博物館

http://www.hyogo-koukohaku.jp

079-437-5589
定員20名

川西市 ③
平成23年度秋季特別展
「天下統一　～信長と戦国の武将たち
～」

当博物館が所蔵する約5千点の工芸品や美術品等の中から、幕末の事柄に
縁の所蔵品を、展示・公開します。

10月1日～11月27日
大阪青山歴史文学
博物館

大阪青山大学　　　　大阪青山
短期大学

http://www.osaka-aoyama.ac.jp

川西市 ①③ 「伯耆茶会」
野点のお茶会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共催：茶道裏千家　　財団法人
今日庵

10月23日
大阪青山歴史文学
博物館

大阪青山歴史文学博物館 無料 http://www.osaka-aoyama.ac.jp 先着150名

川西市 ①③

講演会　　　　　　　　　　　　　　　　「市
と浅井三姉妹の生涯　～大河ドラマ
「江　姫たちの戦国」の放映にあ
たって～」

講師：太田浩司氏(長浜市長浜城歴史博物館)による講演会 11月6日
大阪青山歴史文学
博物館

大阪青山大学　　　　大阪青山
短期大学

http://www.osaka-aoyama.ac.jp
定員100名
要事前予約

川西市 ③
平成23年度秋季特別展
「天下統一　～信長と戦国の武将たち
～」

当博物館が所蔵する約5千点の工芸品や美術品等の中から、幕末の事柄に
縁の所蔵品を、展示・公開します。

11月20日
大阪青山歴史文学
博物館

大阪青山大学　　　　大阪青山
短期大学

無料 http://www.osaka-aoyama.ac.jp
「関西文化の日」
に無料公開

川西市 ③
川西市立中央図書館開館20周年・
兵庫県図書館協会80周年記念事業
講演会『清和源氏と和歌』

講師：小倉嘉夫氏(大阪青山短期大学准教授・大阪青山歴史博物館主任学
芸員)による講演会

11月5日
川西市立中央図書
館

川西市立中央図書館
協力：大阪青山短期大学

無料
http://www.library.city.kawanishi.hyogo.jp
TEL：072-755-2424

定員：50名

川西市 ① 第７回定例講演会
第１部は東洋食品工業短期大学創立者高碕達之助に関わる記念講演、第２
部は食品流通における安心・安全の確保についての定例講演です。

11月21日 本学学舎
学校法人東洋食品工業短期
大学

無料 http://www.toshoku.ac.jp

川西市 ①
ユニット講座「デジタル画像処理応
用」

「図形と画像の処理」の授業を地域の方に開放し、本校生徒とともに画像処
理の基礎・応用を学んでいただきます。〔2単位〕

通年
県立川西明峰高等
学校

県立川西明峰高等学校
072-757-8826
県立川西明峰高等学校

川西市 ② 公開授業週間 本校の授業を公開し、地域の方に見ていただきます。 9月20日～26日
県立川西明峰高等
学校

県立川西明峰高等学校 無料
072-757-8826
県立川西明峰高等学校

川西市 ①③ グリーンアップ 本校生徒が栽培から収穫まで行った野菜や花卉を地域の施設に配ります。 10月17日
県立川西明峰高等
学校他

県立川西明峰高等学校 無料
072-757-8826
県立川西明峰高等学校

川西市 ② オープンスクール 地域・保護者の方に自由に授業等を参観していただきます。 11月8日 明峰小学校 明峰小学校 無料 072-757-8834

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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川西市 ② 校内音楽会（児童同士鑑賞） 各学年の音楽発表会を行います。 11月17日
明峰小学校
体育館

明峰小学校 無料 072-757-8834

川西市 ② 校内音楽会（保護者鑑賞） 各学年の音楽発表会を行います。 11月19日 明峰小学校体育館 明峰小学校 無料 072-757-8834 ２回公演

川西市 ② 人権・同和教育参観 全学年各学級において人権教育の授業参観を実施します。 10月11日
桜が丘小学校各教
室

桜が丘小学校 無料 072-758-9450

川西市 ② 校内音楽会 合唱や合奏の発表会を行います。 11月19日
桜が丘小学校体育
館

桜が丘小学校 無料 072-758-9450

川西市 ② さくらんぼクラブ 在園児と未就園児が一緒に遊びます。 11月8日 川西幼稚園 川西幼稚園 無料 072-759-1002

川西市 ② オープン参観
保護者、地域の方に、幼稚園生活を自由に参観したり、一緒に遊んだりして
いただきます。

11月14日 川西幼稚園 川西幼稚園 無料 072-759-1002

川西市 ② オープン参観
保護者、地域の方に、幼稚園生活を自由に参観したり、一緒に遊んだりして
いただきます。

11月15日 川西幼稚園 川西幼稚園 無料 072-759-1002

川西市 ② 地域の方と遊ぼう 地域の方とグランドゴルフを一緒に楽しみます。 11月22日 川西幼稚園 川西幼稚園 無料 072-759-1002

川西市 ② ミニコンサート 地域の方の演奏を聴いたり一緒に歌ったりして楽しみます。 12月10日 川西幼稚園 川西幼稚園 無料 072-759-1002

川西市 ① 加茂小まつり 保護者及び地域住民を招待し、バザーやゲームなどを行います。 11月9日 加茂小学校 加茂小学校ＰＴＡ 無料 072-759-1325

川西市 ② オープンスクール 保護者及び地域住民に授業を参観していただきます。 11月11日 加茂小学校 加茂小学校 無料 072-759-1325

川西市 ② 音楽会 保護者及び地域住民を対象に各学年の音楽発表会を行います。 11月26日 加茂小学校 加茂小学校 無料 072-759-1325

川西市 ② オープンスクール 全クラス受業を公開します。 11月8日, 9日 各教室 川西中学校 無料 072-759-2473

川西市 ② 校内研究発表会 公開受業、研究討議、研究発表を行います。 11月11日 教室、会議室 川西中学校 無料 072-759-2474

川西市 ② 同伴登校日 学校安全協力員・ＰＴＡを中心として児童に付き添って集団登校します。 11月4日 校区の各地域 久代小学校 無料 072-759-3132

川西市 ② 同伴登校日 学校安全協力員・ＰＴＡを中心として児童に付き添って集団登校します。 11月15日 校区の各地域 久代小学校 無料 072-759-3132

川西市 ② 授業参観 平素の学習指導の様子を公開します。 11月16日 久代小学校 久代小学校 無料 072-759-3132

川西市 ② 川高フェスティバル
文化祭を実施し、保護者や地域の小・中学校、福祉施設等との交流を深め
ます。

11月5日 県立川西高校 県立川西高校 無料 072-759-3394

川西市 ② 川高フェスティバル 体育祭を実施し、保護者や地域の中学校等との交流を深めます。 11月8日 川西市総合体育館 県立川西高校 無料 072-759-3394

川西市 ② 北小フェスティバル
保護者や地域住民を招待し、２～6年生がクラスごとに仲間を楽しませる活
動を企画運営します。

11月26日 川西北小学校 川西北小学校 無料 072-759-3880

川西市 ② 文化活動発表会 展示と演劇等のステージ発表をします。 10月28日, 29日 教室・体育館 川西南中学校 無料 072-759-4985

川西市 ② 校内研究発表会 公開授業、研究討議、研究発表を行います。 11月16日 教室・オープン教室 川西南中学校 無料 072-759-4985

川西市 ② ハッピーかもっこクラブ 就園前幼児を対象に保育をしたり、在園児と交流したりして遊びます。 11月7日, 11日 加茂幼稚園 加茂幼稚園 無料 072-759-7205

川西市 ② オープンスクール 保護者、地域の方に自由に参観していただきます。 11月14日 加茂幼稚園 加茂幼稚園 無料 072-759-7205

川西市 ② オープンスクール ふたば幼稚園と交流し、両園の保護者の方に参観していただきます。 11月15日 加茂幼稚園 加茂幼稚園 無料 072-759-7205

川西市 ② 音楽会 保護者や家族、地域の方に歌や合奏を鑑賞していただきます。 11月23日 加茂幼稚園 加茂幼稚園 無料 072-759-7205

川西市 ② オープンスクール 地域や保護者に向けて公開保育実施 11月15日 久代幼稚園 久代幼稚園 無料 072-759-7698

川西市 ② おいでよ幼稚園 地域の０歳児から３歳児を対象に園庭を開放し自由に遊びます。 11月17日 久代幼稚園 久代幼稚園 無料 072-759-7698

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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川西市 ② 人権講座 加茂保育所・ふたば幼稚園と一緒にアニメ映画と人形劇を鑑賞します。 11月11日 加茂ふれあい会館 加茂小校区人権推進委員会 無料 072-759-8095

川西市 ② オープン参観 園生活の様子を自由にご覧いただきます。
11月9日

～
11月11日

川西北幼稚園 川西北幼稚園 無料 072-759-8342

川西市 ② なかよし広場 就園前幼児との交流をします。 11月16日 川西北幼稚園 川西北幼稚園 無料 072-759-8342

川西市 ② 収穫祭
地域の人たちと一緒に栽培、収穫したお米でおにぎりパーティーを実施しま
す。

11月24日 川西北幼稚園 川西北幼稚園 無料 072-759-8342

川西市 ② 半日参観
午前中半日を授業参観とし、保護者の都合のよい時間に授業を参観してい
ただいています。また、近隣の中学校、幼稚園、保育所等にも案内を出して
います。

6月17日 多田東小学校 多田東小学校 無料 072-792-2967

川西市 ① 舎羅林まつり
PTAの主催で地域諸団体も参加して店を出したり体験活動をしたりして交流
を図ります。

8月6日 多田東小学校 多田東小学校PTA 無料 072-792-2967

川西市 ② 人権参観日 各学年の人権学習の参観をしていただいています。 10月24日 多田東小学校 多田東小学校 無料 072-792-2967

川西市 ③ 作品展 児童の絵画や制作の作品を展示します。 11月28日～12月4日 多田東小学校 多田東小学校 無料 072-792-2967

川西市 ① 三世代ふれあい広場
PTAの主催で地域諸団体の協力を得、餅つき･しめ縄作りなどの体験を通し
て、地域の交流を図ります。

12月10日 多田東小学校 多田東小学校 無料 072-792-2967

川西市 ③ 多田文化祭 コミュニティーの文化祭に出品参加します。 11月6日 多田小校内
多田地区コミュニティ推進協議
会

無料 072-793-0018

川西市 ② ふれあい集会 各学級で楽しい店をひらいて交流し、オープンスクールにします。 11月11日 多田小校内 多田小学校 無料 072-793-0018

川西市 ②
地域清掃活動
（高校生地域貢献活動）

全校生徒で学校周辺の公園、通学路等の清掃作業を行います。
11月9日
(予定)

県立川西緑台高等
学校周辺

県立川西緑台高等学校 無料 072-793-0361

川西市 ② オープンスクール 地域住民及び保護者の皆様に授業を公開します。
10月30日

11月1日, 2日, 4日
県立川西緑台高等
学校

県立川西緑台高等学校 無料 072-793-0361

川西市 ② ひまわりクラブ 就園前（３歳）児プレ保育 11月2日, 16日 園庭・保育室 多田幼稚園 無料 072-793-2030 保険料のみ徴集

川西市 ② 友だち広場 就園前（２・３歳）児と在園児との交流保育 11月30日 園庭・保育室 多田幼稚園 無料 072-793-2030 保険料のみ徴集

川西市 ② ありがとうの会 保護者・地域の方を招いて感謝の気持ちを伝える会 11月9日 園庭・保育室 多田幼稚園 無料 072-793-2030

川西市 ② 音楽会 保護者地域住民を招待し学校音楽を披露します。 11月19日 本校体育館 陽明小学校 無料 072-793-4415

川西市 ①③ グリーンフェスタ 舞踊「琉球太鼓（エイサー）」 11月6日 陽明小学校 自治会 無料 072-793-8322

川西市 ③ ‘１１東谷アート　　フェステバル 児童の造形作品を展示発表をし、保護者・地域の方に公開します。 11月27日 校舎、廊下、階段等 東谷小学校 無料 072-794-0033

川西市 ③ ‘１１東谷アート　　フェステバル 児童の造形作品を展示発表をし、保護者・地域の方に公開します。 11月28日～12月2日 校舎、廊下、階段等 東谷小学校 無料 072-794-0033

川西市 ② 文化祭
１年は各教室で展示、２・３年は体育館で
劇を発表します。

11月1日
～

11月3日
東谷中学校 東谷中学校 無料 072-794-0038

川西市 ① オープンスクール 保護者・地域の方に授業や文化祭への取り組みを参観していただきます。
10月31日

～
11月3日

東谷中学校 東谷中学校 無料 072-794-0038

川西市 ① オープンスクール 保護者・地域の方に授業を参観していただきます。
2月20日

～
2月24日

東谷中学校 東谷中学校 無料 072-794-0038

川西市 ② １年合唱祭 学年各クラス・全体合唱の発表をします。 2月23日 東谷中学校 東谷中学校 無料 072-794-0038

川西市 ② ２年合唱祭 学年各クラス・全体合唱の発表をします。 2月24日 東谷中学校 東谷中学校 無料 072-794-0038

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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川西市 ② ３年合唱祭 学年各クラス・全体合唱の発表をします。 2月28日 東谷中学校 東谷中学校 無料 072-794-0038

川西市 ② 文化祭 １年は各教室で展示、２・３年は体育館で劇を発表します。
11月1日

～
11月3日

東谷中学校 東谷中学校 無料 072-794-0038

川西市 ① オープンスクール 保護者・地域の方に授業や文化祭への取り組みを参観していただきます。
10月31日

～
11月3日

東谷中学校 東谷中学校 無料 072-794-0038

川西市 ① オープンスクール 保護者・地域の方に授業を参観していただきます。 2月20日～24日 東谷中学校 東谷中学校 無料 072-794-0038

川西市 ② １年合唱祭 学年各クラス・全体合唱の発表をします。 2月23日 東谷中学校 東谷中学校 無料 072-794-0038

川西市 ② ２年合唱祭 学年各クラス・全体合唱の発表をします。 2月24日 東谷中学校 東谷中学校 無料 072-794-0038

川西市 ② ３年合唱祭 学年各クラス・全体合唱の発表をします。 2月28日 東谷中学校 東谷中学校 無料 072-794-0038

川西市 ② オープンスクール 保護者、地域の方が、一日自由に保育を観します。 11月16日 東谷幼稚園 東谷幼稚園 無料 072-794-1006

川西市 ② みんなよっといデー 地域の就園前幼児と在園児とが、一緒に遊び交流します。 11月2日 東谷幼稚園 東谷幼稚園 無料 072-794-1006

川西市 ②
市内社会科
研究授業発表

社会科授業研究「昔の暮らし」 11月25日 牧の台小学校 牧の台小学校 無料 072-794-2537

川西市 ③ 作品展 学年のテーマごとに個人・共同の作品を展示します。
11月28日

～12月2日, 3日
牧の台小学校 牧の台小学校 無料 072-794-2537

川西市 ② 公開授業週間 保護者・地域（中学校教諭）対象に授業公開 10月3日～7日
県立川西北陵高校
教室

県立川西北陵高校 無料 072-794-7411

川西市 ② ＰＴＡ校内見学ツアー 保護者対象に授業見学と食堂試食 10月5日
県立川西北陵高校
教室

県立川西北陵高校 無料 072-794-7411

川西市 ③ 芸術鑑賞会 古典芸能狂言鑑賞保護者参加 11月4日 川西文化会館 県立川西北陵高校 無料 072-794-7411

川西市 ④ 生徒による授業評価 各授業についての生徒の評価を集約 11月7日～18日
県立川西北陵高校
教室

県立川西北陵高校 無料 072-794-7411

川西市 ② 就園前幼児との交流 在園児と一緒に作って遊びます。 11月9日 清和台幼稚園 清和台幼稚園 無料 072-799-0520

川西市 ② おうちの人と遊ぼうデー おうちの人と体操やゲームをして遊びます。 11月12日 清和台幼稚園 清和台幼稚園 無料 072-799-0520

川西市 ② オープンスクール 保護者、地域の方が自由に保育参観します。 11月15日, 16日 清和台幼稚園 清和台幼稚園 無料 072-799-0520

川西市 ② 清和台地区文化祭 演技を披露します。 11月5日 清和台小学校
清和台地区コミュニティ推進協
議会

無料 072-799-0730

川西市 ② オープン参観 地域の方々への（保護者を含む）への授業参観 11月17日 清和台小学校 清和台小学校 無料 072-799-0730

川西市 ①③ ５校1園祭 清和台中学校区の幼・小・中・特別支援学校合同の文化祭 10月15日
清和台小学校運動
場・体育館

5校1園ＰＴＡ 無料 072-799-0730

川西市 ② オープンスクール 授業参観として、各クラスの授業を公開します。 11月17日 清和台南小学校 清和台南小学校 無料 072-799-1254

川西市 ②③ オープンスクール 保護者・地域の方に授業参観や芸術鑑賞をしてもらいます。 11月12日 各クラス・アリーナ けやき坂小学校 無料 072-799-3946

川西市 ②③ 校内図工展 各学年が創意工夫した作品を展示します。 11月29日～12月5日 アリ－ナ けやき坂小学校 無料 072-799-3946

小野市 ③
小野市との地域連携推進事業「ヤ
ング・ジェネレーション・フォーラム」

高校生，大学生，二十歳前後の社会人と小野市長が直接意見交換を行いま
す。本学の教員がコーディネーターを，また，本学の学生が司会・進行を担当
して，本フォーラムを実施します。

平成23年
11月初旬

未定
（小野市内）

小野市
国立大学法人兵庫教育大学

無料
広報・社会連携事務室
0795-44-2053

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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小野市 ① 館内お話会 幼児や児童を対象に、絵本の読み聞かせやストーリーテリングを行います。 毎週土曜日 小野市立図書館 小野市立図書館 無料 0794-62-0456

小野市 ① ストーリーテリング実践講座
お話会ボランティア養成を目的とし、ストーリーテリングの技術指導を行いま
す。

10月7日 小野市立図書館 小野市立図書館 無料 0794-62-0456

小野市 ① 図書リサイクルフェア 読書普及のため、図書館や家庭で不用になった本を無償で譲渡します。 10月23日 小野市立図書館 小野市立図書館 無料 0794-62-0456

小野市 ① 出前お話会
市内の幼稚園や保育所へ図書館職員とボランティアがお話会に出向きま
す。

11月(10回) 小野市立図書館 小野市立図書館 無料 0794-62-0456

小野市 ① 図書館探検 児童を対象に、図書館の説明と仕事体験を行います。 11月5日, 6日 小野市立図書館 小野市立図書館 無料 0794-62-0456

小野市 ① 工作教室
幼児や児童を対象に、本を見るだけではわかりにくい工作を一緒に作って楽
しみます。

11月13日, 12月11日 小野市立図書館 小野市立図書館 無料 0794-62-0456

小野市 ② わか松っ子まつり ＰＴＡ役員が中心になり、毎年楽しい企画を計画する。 10月26日 わか松幼稚園 わか松幼稚園ＰＴＡ 無料 0794-62-2112

小野市 ② ふれあい育児体験　交流 小野高校生と幼稚園児との交流を深める。（年間5回) 10月20日, 11月8日 わか松幼稚園 わか松幼稚園 無料 0794-62-2113

小野市 ② うさぎ学級 園児と未就園児とが交流する。
10月20日
11月17日
12月15日

わか松幼稚園 わか松幼稚園 無料 0794-62-2113

小野市 ② ファミリー参観　　　（昔遊び等） 外部指導者を招き、親子で昔の遊びを楽しむ。 11月10日 わか松幼稚園 わか松幼稚園 無料 0794-62-2113

小野市 ② 楽しい集い　　　　　（クリスマス会） 学習発表会をはじめ、クリスマス会の楽しい集いを行う。 12月6日 わか松幼稚園 わか松幼稚園 無料 0794-62-2113

小野市 ① いちばふれあいの祭典 サークル生の作品発表会、模擬店等の出店を行います。 10月29日, 30日 コミセンいちば 市場地区地域づくり協議会 無料 0794-62-2454

小野市 ② ひよこ学級 未就園児との交流学級
10月26日,

11月9日, 30日
小野東幼稚園庭 小野東幼稚園 無料 0794-62-2666

小野市 ② オープンスクール 登園から降園までの終日保育参観日 11月10日, 11日 小野東幼稚園 小野東幼稚園 無料 0794-62-2666

小野市 ② 火災避難訓練 避難訓練と消防車の放水見学、消防車の探検 11月29日 小野東幼稚園庭 小野東幼稚園 無料 0794-62-2666

小野市 ② 楽しい集い クリスマス会（園児の演奏、サンタさんとの会話） 12月6日
小野東幼稚園遊戯
室

小野東幼稚園 無料 0794-62-2666

小野市 ① 第4回小野名画劇場 「黄色いリボン」「男はつらいよ」を上映します。 10月15日 小野市民会館 小野市民会館 0794-63-1020

小野市 ① 第5回小野名画劇場 「地上（ここ）より永遠に」「細雪」を上映します。 11月19日 小野市民会館 小野市民会館 0794-63-1020

小野市 ② 高校生地域貢献活動　通学路清掃 最寄り駅からの通学路を生徒・職員・保護者で清掃します。 10月22日
神鉄小野駅から高
校までの通学路を主
に実施

県立小野工業高校
定時制

無料 0794-63-1942

小野市 ② 第4回学校公開 授業参観、施設見学、学校紹介ビデオ上映 11月12日(土) 小野高校 県立小野高校 無料 0794-63-2007

小野市 ③
市民芸能フェスティバル・市民文化
賞

文化連盟芸能部の発表と市民文化賞授賞式を行います。 11月13日
うるおい交流館エク
ラ

小野市文化連盟 無料 0794-63-2445

小野市 ①
小野市子ども会連絡協議会キン
ボール大会

地区予選大会を勝ち抜いたチームが集まり、小野市ナンバーワンをめざしま
す。

11月26日 小野市総合体育館 小野市子ども会連絡協議会 無料 0794-63-2445

小野市 ③ 小野市美術展 市内外から応募された美術作品の中で、入賞作品を展示します。 12月15日～18日
小野市伝統産業会
館

小野市文化連盟 無料 0794-63-2445

小野市 ①
第9回ひまわり杯ジュニアバレー
ボール大会

小学生がバレーボールを通じ、北播磨地域から約34チームが参加し、親睦
と交流を行います。

11月23日
小野市総合体育館
他

小野市スポーツ少年団 0794-63-2591

小野市 ①
紅葉ゆぴか小野ハミングウェイ
ウォーキング

市場地区地域づくり協議会・神鉄ハイキング・小野市観光協会・おのハートフ
ル歩人会が協力し合い「紅葉ゆぴか小野ハミングウェイウォーキング」を行
います。

11月26日 市立市場小学校
市場地区地域づくり協議会・神
戸電鉄・小野観光協会・おの
ハートフル歩人会

無料 0794-63-2591

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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小野市 ② オープンスクール 親子人権学習・親子ふれあいコンサート 10月28日 小野小学校 小野小学校 無料 0794-63-2725

小野市 ② 環境体験学習 3年生による環境学習（自然観察） 11月 小野小学校周辺 小野小学校 無料 0794-63-2725
11月第2週で予定
講師先生と調整中

小野市 ② 避難訓練 不審者対応に係る訓練 11月11日 小野小学校 小野小学校 無料 0794-63-2725

小野市 ②③ オープンスクール 校内音楽会及び学習参観 11月19日 小野小学校 小野小学校 無料 0794-63-2725

小野市 ② オープンスクール ふれあいマラソン大会 12月10日 大池総合グランド 小野小学校 無料 0794-63-2725

小野市 ②
人権フェステイバル（オープンスクー
ル）

人権週間の最終日の取り組みとして、人権劇と人権弁論大会を行う。 11月18日
小野南中学校体育
館

小野南中学校 無料 0794-63-2731

小野市 ②
ミュージックフェステイバル（オープ
ンスクール）

各クラス合唱のコンクール、全校合唱 12月10日
小野市民会館大
ホール

小野南中学校 無料 0794-63-2731

小野市 ② 道徳（人権）自主　　発表会 道徳教育の自主発表会を行い、全体会では講演会を行います。 11月4日 来住小学校 来住小学校 無料 0794-63-2735

小野市 ②
収穫祭
子育てセミナー

児童が育てた米、蕎麦、野菜を保護者や地域の方々と一緒に調理し、会食
をします。
午後は、子育てセミナーを実施します。

11月30日 来住小学校 来住小学校 無料 0794-63-2735

小野市 ② マラソン大会 校内マラソン大会実施後PTAによるうどんの炊き出しを実施します。 12月3日 来住小学校 来住小学校 無料 0794-63-2735

小野市 ② オープンスクール 6年生が小野工業高校生とロボット製作 10月31日, 11月1日 市場小学校 市場小学校 無料 0794-63-2745

小野市 ② オープンスクール 全校音楽学習発表会 11月15日 市場小学校 市場小学校 無料 0794-63-2745

小野市 ② 環境体験学習 3年生水辺の楽校山田川観察会 12月6日 市場小学校 市場小学校 無料 0794-63-2745

小野市 ② 学習参観 道徳授業、学級懇談、人権弁論大会 11月11日 旭丘中学校 旭丘中学校 無料 0794-63-2750

小野市 ② 文化祭（あさひ祭） 文化祭 12月10日 旭丘中学校 旭丘中学校 無料 0794-63-2750

小野市 ② ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ　　　　（親子人権学習）
道徳の参観授業や「小西達也さんのコンサート」を通して、親子で人権につ
いて考えます。

11月24日 小野市立大部小学
校

小野市立大部小学校 無料 0794-63-2755

小野市 ①
企画展　　　　　　　　　　　「青野原俘
虜がみた世界」

ドイツで新たに発見された俘虜撮影の写真とその場所の現状を紹介します。 10月1日～30日 小野市立好古館 小野市立好古館 0794-63-3390

小野市 ①
特別展　　　　　　　　　　　「下東条地
区地域展」

小・中学生や地域住民が調べた下東条の歴史を紹介します。
11月12日～
12月25日

小野市立好古館 小野市立好古館 0794-63-3390

小野市 ② 音楽発表会 学年ごとに合奏と合唱を10分程度演奏します。 10月28日 体育館 小野東小学校 無料 0794-63-3990

小野市 ①
親子人権学習並びにＰＴＡ人権講演
会

全学年親子人権学習を実施した後、講師先生を迎えてＰＴＡ人権講演会を行
います。

11月19日 教室体育館 小野東小学校 無料 0794-63-3990

小野市 ① かわいふれあい祭り サークル生の作品発表会、模擬店等の出店を行います。 11月12日, 13日 コミセンかわい 河合地区地域づくり協議会 無料 0794-63-6100

小野市 ① きすみの祭り サークル生の作品発表会、模擬店等の出店を行います。 10月22日, 23日 コミセンきすみの 来住地区地域づくり協議会 無料 0794-63-7082

小野市 ① かわい里山フェスタ
夢の森公園にて、ハイキングや丸太切り等の様々な楽しいイベントを行いま
す。

11月3日 夢の森公園 河合地区地域づくり協議会 無料 0794-66-2030

小野市 ① おおべふれあいのつどい サークル生の作品発表会、模擬店等の出店を行います。 11月5日6日 コミセンおおべ 大部地区地域づくり協議会 無料 0794-66-2030

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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小野市 ② 河合ふれあい祭り
河合保・小・中学校の園児・児童・生徒と地域が一体となって「ふれあい祭
り」を行い、人権文化の高揚を図る。

11月12日, 13日
コミセンかわい・河合
小学校

コミセンかわい 無料 0794-66-2030

小野市 ③
ふれあい
フェスティバル
（オペレッタ）

小野市民会館大ホールで、オペレッタ「白雪姫」（小学部）「オズの魔法使い」
（中学部）を発表する。ゲスト出演としてら・マロンによるマンドリンとギター演
奏もおこなう。

11月23日
小野市民会館大
ホール

小野特別支援学校 無料 0794-66-2571

小野市 ①
親子人権学習　　　　　小中合同人
権講演会

河合小・中連携教育の一貫として、小中における合同の人権講演会「一人芝
居」（テーマ：いじめ）を開催し、児童・生徒・保護者がともに人権課題につい
て考え合うことができるようにする。

10月31日 河合小学校 河合小学校河合中学校 無料 0794-66-2913

小野市 ③
オープンスクール
・音楽会　　　　　　　　　　・公開授業

授業の参観と校内音楽祭を計画中。 11月19日 河合小学校 河合小学校 無料 0794-66-2913

小野市 ④ 河合小学校区地域教育防災訓練

大規模地震や水害等の災害時に、拠点避難所になる学校において、地域住
民や防災機関等と学校が連携を図れるようにする。自主防災会、地域住民
及び児童が訓練に参加し、体験を通じ、災害対応能力の向上、防災意識の
高揚及び災害発生時の被害の軽減を図ることを目的とする。

11月27日 河合小学校 小野市、河合小学校 無料 0794-66-2913

小野市 ① 英語サロン
ALTと地域住民が共に楽しく学ぶ英語学習をします。

10月13日, 27日
11月10日, 24日

12月8日
下東条小学校 下東条小学校 無料 0794-67-0033

小野市 ② クラブ活動 10クラブが地域の方のご指導を得ながら実施します。 10月14日, 11月18日 下東条小学校 下東条小学校 無料 0794-67-0033

小野市 ②
オープンスクール
親子人権学習

親子で人権学習をします。 10月22日 下東条小学校 下東条小学校 無料 0794-67-0033

小野市 ② 自然環境体験学習 3年児童、老人クラブ、地域住民と共に「おだ子午線の森」探検します。 10月28日 下東条小学校 下東条小学校 無料 0794-67-0033

小野市 ② 大豆の収穫 3年生児童と老人クラブの方で大豆の収穫します。 11月4日 下東条小学校 下東条小学校 無料 0794-67-0033

小野市 ②
オープンスクール
学習発表会

総合的な学習、音楽的な学習を全学年公開し、保護者、老人クラブ等の方と
交流します。

11月25日 下東条小学校 下東条小学校 無料 0794-67-0033

小野市 ②
あさひ祭
（場所：旭丘中学校）

旭丘中学校区の3小学校と1中学校で小中連携教育を実施します。その一環
として、「あさひ祭」に小6児童が参加、保護者が参観します。

12月10日 下東条小学校 下東条小学校 無料 0794-67-0033

小野市 ② 中番フェスティバル
5．6年生の誉田太鼓演奏、縦割りの仲良し班やPTAによる出店もあります。
地域の方を招いての祭りを計画しています。

10月22日
体育館
運動場

中番小学校 無料 0794-67-0043

小野市 ②
オープンスクール
親子人権学習

親子人権学習及び講演会 11月18日
各教室
体育館

中番小学校 無料 0794-67-0043

小野市 ① 第33回下東条地区文化祭 サークル生の作品発表会、模擬店等の出店を行います。 11月5日, 6日 コミセン下東条 下東条地区地域づくり協議会 無料 0794-67-0044

小野市 ② 第2回河合小中ふれあいの日
河合小中連携教育の一環として小学校6年生が中学校で授業や学校生活を
共に送る。

10月13日, 14日 河合中学校 河合小学校・中学校 無料 http://www.kawai-jhs.ed.jp/

小野市 ① 小中合同PTA子育てセミナー
PTAの小中連携事業として、講師を招聘し小中の保護者を対象にして、教育
について研修する。

10月22日 河合中学校 河合小学校・中学校PTA 無料 http://www.kawai-jhs.ed.jp/

小野市 ② 小中合同ふれあい講演会
一人芝居で有名な福永宅司先生を招聘し、「一人芝居」を通じて、人権問題
について深く考える機会を持つ。

10月31日 河合小学校 河合小学校・中学校 無料 http://www.kawai-jhs.ed.jp/

小野市 ② 人権フェスタ（オープンスクール） 人権弁論大会（小6、中1、中2）、人権劇（中3）、生徒会活動の取組 11月5日 河合中学校 河合中学校 無料 http://www.kawai-jhs.ed.jp/

小野市 ① 河合コミセンまつり
河合小学校児童・中学校生徒が模擬店（綿がし、ポップコーン、フランクフル
ト等）を出店して実演販売を行う。

11月12日 コミセンかわい かわい地域づくり協議会 無料 http://www.kawai-jhs.ed.jp/

小野市 ②
小中合同合唱コンクール（オープン
スクール）

河合小学校6年生と河合中学校生徒が合同で合唱コンクールを実施する。 12月9日 河合中学校 河合中学校 無料 http://www.kawai-jhs.ed.jp/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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小野市
②③
④

小野工業高等学校 文化祭 体育館でのクラス公演、模擬店、野外ステージでの演奏などが行われます。 11月12日
県立小野工業高校
等学校

県立小野工業高校 無料
小野工業高校等学校
0794-63-1941

入場券が要りま
す。

小野市
②③
④

小野工業高等学校 生徒作品展
生徒が製作した実習作品の展示や小野工業高校の様々な取り組みをパネ
ルにより紹介します。

11月30日～12月9日
小野市うるおい交流
館エクラギャラリー

県立小野工業高校 無料
小野工業高校等学校
0794-63-1941

小野市 ②③ 小野市産業フェスティバル
企業の産業展に参加します。小野工業高校は、こども工作教室を行います。
生活創造科は展示・体験コーナーをおこないます。

10月22日, 23日
小野市うるおい交流
館エクラ周辺

小野市産業フェスティバル実
行委員会

小野市産業フェスティバル事務局0794-63-1163

複数の工作教室を
行います。実費製
作費はいただきま
す。

小野市 ② 親子ふれあい清掃
ＮＰＯ法人「日本を美しくする会」の鍵山秀三郎氏の講演を聴き、その後保護
者と生徒が一緒に清掃活動を行う。

10月中 小野中学校 小野中学校小野中学校ＰＴＡ 無料 0794-62-7125

三田市 ② 音楽会 園児による合唱、合奏等をします。 11月17日 小野幼稚園 小野幼稚園 無料 078-566-0502

三田市 ① 少年少女ﾌｯﾄｻﾙ大会 小学校対抗によるﾌｯﾄｻﾙ大会 11月19日, 20日 城山陸上競技場 三田市ｻｯｶｰ協会 079-559-0075

三田市 ①
企画展「古文書探検隊　～これが将
軍の手紙だ！」

市内の江戸時代の古文書を紹介します。
9月10日

～
11月10日

三田市歴史資料収
蔵センター・三田ふ
るさと学習館

三田市生涯学習課 無料 079-559-4466

三田市 ① 市民駅伝大会 市民駅伝競走大会 10月30日
関学神戸三田ｷｬﾝﾊﾟ
ｽ

文化ｽﾎﾟｰﾂ課 079-559-5146

三田市 ① おはなし会 おはなし会 11月19日 藍分室 あいっ子おはなし隊 無料 079-560-7552

三田市 ② 音楽会 児童による合唱、合奏等をします。 11月5日 狭間小学校 狭間小学校 無料 079-562-2145

三田市 ② 音楽会 児童に合唱、合奏等をします。 11月5日 三田小学校 三田小学校 無料 079-562-4751

三田市 ② 音楽会 音楽学習発表会を行います 11月5日 弥生小学校 弥生小学校 無料 079-562-5175

三田市 ② 防災参観と防災訓練 防災教育（水害も含む）の参観と地域自治会と防災訓練を行います 11月26日 弥生小学校
弥生小学校※防災訓練は自
治会と共催

無料 079-562-5175

三田市 ② マラソン大会 校区内のマラソンコースを児童が走ります 12月14日 弥生小学校 弥生小学校 無料 079-562-5175

三田市 ② 地域ふれあいコンサート
吹奏楽部によるマーチング演奏や三田ジュニアバンドとの合同演奏をしま
す。

10月30日 富士中学校 富士中学校 無料 079-562-7224

三田市 ② 文化祭 生徒による合唱、舞台発表、芸術鑑賞、教科・部活等の展示発表をします。 11月3日 富士中学校 富士中学校 無料 079-562-7224

三田市 ② オープンスクール・入学説明会
入学予定の小学6年生とその保護者を中心に、生徒の授業の様子や部活動
を含めた学校生活全般を公開します。

1月28日 富士中学校 富士中学校 無料 079-562-7224

三田市 ① おはなし会 あかちゃん向けの絵本のよみきかせをします。 毎週月曜日 本館
よみきかせグループかたつむ
り

無料 079-562-7300

三田市 ① おはなし会 乳幼児向けの絵本のよみきかせをします。 毎週水曜日 本館
よみきかせグループかたつむ
り

無料 079-562-7300

三田市 ① おはなし会 幼児向けの絵本のよみきかせをします。 11月5日, 26日 本館
5日：よみきかせグループかた
つむり
26日：図書館司書

無料 079-562-7300

三田市 ① ストーリーテリング お話の語り（４歳以上むけ）をします。 11月19日 本館 三田おはなしを語る会 無料 079-562-7300

三田市 ② 音楽会 児童による合唱、合奏等をします。地域合唱サークルも参加します。 11月3日 富士小学校 富士小学校 無料 079-562-8245

三田市 ② 資源ゴミ回収活動 学校・地域による資源ゴミ回収活動を行います。 10月30日, 1月29日 富士小学校 富士小学校 無料 079-562-8245

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

三田市 ② オープンスクール 授業、給食、清掃、休み時間を公開します。 9月13日 富士小学校 富士小学校 無料 079-562-8245

三田市 ② 図工展 児童の絵画、工作の作品及び共同作品を展示公開します。 1月25日～27日 富士小学校 富士小学校 無料 079-562-8245

三田市 ② 夏休み作品展
夏季休業中に児童が取り組んだ絵画、工作、理科自由研究等を展示公開し
ます。

9月5日, 6日 富士小学校 富士小学校 無料 079-562-8245

三田市 ② 文化祭 生徒による合唱、演劇、教科等の展示発表をします。 11月3日 上野台中学校 上野台中学校 無料 079-563-0234

三田市 ② 文化鑑賞会 和太鼓の演奏を鑑賞する 11月3日
県立高等特別支援
学校

県立高等特別支援学校 無料 079-563-0689

三田市 ② 学校見学 学校の様子を紹介する 11月8日
県立高等特別支援
学校

県立高等特別支援学校 無料 079-563-0689

三田市 ② 進路セミナー 卒業生、関係者の話を聞く 11月23日
県立高等特別支援
学校

県立高等特別支援学校 無料 079-563-0689

三田市 ② 学校見学 学校の様子を紹介する 11月29日
県立高等特別支援
学校

県立高等特別支援学校 無料 079-563-0689

三田市 ①② ビオトープ観察会
ＰＴＡ育成部主催のビオトープ観察会を有馬富士自然学習センター指導員の
皆様の指導を受けながら行います。

8月20日 武庫小学校 武庫小学校 無料 079-563-1761

三田市 ② 授業参観 低学年の人権教育参観を行います 10月13日 武庫小学校 武庫小学校 無料 079-563-1762

三田市 ② 授業参観 高学年の人権教育参観を行います 10月21日 武庫小学校 武庫小学校 無料 079-563-1763

三田市 ② 音楽会 児童による合唱・合奏をします。 11月5日 武庫小学校 武庫小学校 無料 079-563-1764

三田市 ② オープンスクール 学級活動発表会「武庫フェスティバル」を行います。 11月25日 武庫小学校 武庫小学校 無料 079-563-1765

三田市 ② 音楽会 園児による合唱、合奏等をします。 11月18日 三田幼稚園 三田幼稚園 無料 079-563-2343

三田市 ② 音楽会 園児による合唱、合奏等をします。 11月10日 志手原幼稚園 志手原幼稚園 無料 079-563-2854

三田市 ③ 交通安全折鶴配布
家庭ｸﾗﾌﾞの生徒が製作した交通安全兵庫入りの折鶴を、地域住民に配布し
ます。

10月初旬
三田市内街頭交差
点

県立有馬高校 無料 079-563-2881

三田市 ②③ 特別支援学校訪問交流会
地域の特別支援学校の生徒や保護者を対象に、吹奏楽部員が体育大会の
開、閉会式で、行進曲や校歌演奏会を行います。生徒と交流し競技に参加し
たりフォークダンスを行います。

10月1日(土)
県立高等特別支援
学校

県立有馬高校 無料 079-563-2881

三田市 ①②
小高連携生き生き授業（人と自然
科）

三輪小学校との連携授業で、生徒が先生役となって小学生の生徒に花の管
理作業の授業を行います。（花の種まき）

10月17日(月) 県立有馬高等学校 県立有馬高校 無料 079-563-2881

三田市 ②③ 人と自然の博物館連携セミナー 人と自然の博物館と連携した授業を受講します。 12月9日(金) 人と自然の博物館 人と自然の博物館 079-563-2881

三田市 ③ 地域交流演奏会
地域住民を対象に、人と自然の博物館で、吹奏楽部員がステージ演奏を行
い交流を行います。

11月6日(日) 人と自然の博物館 人と自然の博物館 無料 079-563-2881

三田市 ② 公開授業週間 本校の授業を2週間にわたって公開し見ていただけるようにします。
11月7日(月)～18日

(金)
県立有馬高校 県立有馬高校 無料 079-563-2881

三田市 ①② 小高連携生き生き授業（英語）
地域小学校（4年）を対象に、3年の生徒が工夫した英語の授業補助を行い、
交流します。

11月中旬
三田市立三輪小学
校、三田小学校

県立有馬高校 無料 079-563-2881

三田市 ①② 農業祭
地域住民を対象に、人と自然科の生徒が栽培した農産物を販売し、課題研
究で研究した内容を展示発表します。また市民参加の農業に係る講座を開
催し、家庭ｸﾗﾌﾞで創作した食品バザーも行います。

11月12日(土) 県立有馬高校 県立有馬高校 無料 079-563-2881

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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三田市 ①② 小高連携生き生き授業（理科）
地域小学校、三輪小学校（5年）、三田小学校（4年）を対象に、3年の生徒が
工夫した理科の授業・実験補助を行い、交流します。

11月10日(木), 17日
(木)

県立有馬高校 県立有馬高校 無料 079-563-2881

三田市 ①②
小高連携生き生き授業（人と自然
科）

三輪小学校との連携授業で、生徒が先生役となって小学生の生徒に花の管
理作業の授業を行います。（花の栽培管理）

12月12日(月) 県立有馬高校 県立有馬高校 無料 079-563-2881

三田市 ①② 小高連携生き生き授業（保健体育）
地域小学校、三輪小学校（3年）を対象に、3年の生徒がスポーツを通じて交
流します。

10月13日(木)
三田市立三輪小学
校

県立有馬高校 無料 079-563-2881

三田市 ③ 夜響祭 定時制の生徒が行う文化祭です。 11月2日
県立有馬高校清陵
会館

県立有馬高校・定時制課程生
徒会

無料 079-563-2883

三田市 ② 創作祭
授業等での日々の学習成果を発表します。ステージ発表や作品展示を行い
ます。

10月15日
県立上野ケ原特別
支援学校

県立上野ケ原特別支援学校 無料 079-563-3434

三田市 ② 宝塚北高校との交流会 県立宝塚北高校演劇科の演技を鑑賞し、両校の交流を深めます。 11月19日
県立上野ケ原特別
支援学校

県立上野ケ原特別支援学校 無料 079-563-3434

三田市 ② 廃品回収 学校地域による資源ごみ回収活動をおこないます。 11月12日 松が丘小学校 松が丘小学校 無料 079-563-4320

三田市 ② 生活科・社会科研究発表会 公開授業・研究発表・講演会を行います。 11月17日 松が丘小学校 松が丘小学校 無料 079-563-4320

三田市 ② 音楽会 児童による合唱・合奏などをします。 10月29日 松が丘小学校 松が丘小学校 無料 079-563-4320

三田市 ② 音楽会 園児による合唱・合奏等をします。 11月18日 松が丘幼稚園 松が丘幼稚園 無料 079-563-4326

三田市 ② 音楽会 児童による合唱、合奏等をします。 10月29日 志手原小学校 志手原小学校 無料 079-563-4409

三田市 ② あったかパーティー 学校で収穫した野菜を使って、豚汁を作ります。 12月20日 志手原小学校 志手原小学校 無料 079-563-4409

三田市 ② 人権参観 授業参観と講演会を行います。 10月29日 志手原小学校 志手原小学校 無料 079-563-4409

三田市 ② 音楽会 園児による合唱、合奏をします。 11月18日 三輪幼稚園 三輪幼稚園 無料 079-563-6529

三田市 ② オープンスクール 学校公開 11月7日～11日 県立北摂三田高校 県立北摂三田高校 無料 079-563-6711

三田市 ② 音楽会 児童による合唱、合奏等をします。 11月3日 三輪小学校 三輪小学校 無料 079-564-4087

三田市 ② 音楽会 児童による合奏、合唱等をします。 10月29日 すずかけ台小学校 すずかけ台小学校 無料 079-565-0081

三田市 ② 授業参観 人権教育の参観を行います。 11月17日 すずかけ台小学校 すずかけ台小学校 無料 079-565-0081

三田市 ② マラソン大会 校区内のマラソンコースを走ります。 11月29日 すずかけ台小学校 すずかけ台小学校 無料 079-565-0081

三田市 ② 文化祭 合唱コンクール、文化部発表会 11月3日 けやき台中学校 けやき台中学校 無料 079-565-0086

三田市 ② オープンスクール １校時から最終下校までの学校生活全般 11月18日 けやき台中学校 けやき台中学校 無料 079-565-0086

三田市 ② 音楽会 児童による合唱、合奏等を行います。 11月5日 けやき台小学校 けやき台小学校 無料 079-565-1950

三田市 ② 開放参観日 休み時間、授業を公開します。 10月15日 あかしあ台小学校 あかしあ台小学校 無料 079-565-2712

三田市 ② 音楽会 児童による合唱、合奏等をします。 11月5日 あかしあ台小学校 あかしあ台小学校 無料 079-565-2712

三田市 ② 文化祭
合唱コンクール、吹奏楽部、演劇部発表、各展示を行います。（教科・部活
動・総合的な学習等）

11月3日 ゆりのき台中学校 ゆりのき台中学校 無料 079-565-4971

三田市 ② オープンスクール 授業、給食、清掃、終学活、部活動を公開します。 11月12日 ゆりのき台中学校 ゆりのき台中学校 無料 079-565-4971

三田市 ③
高校生地域貢献活動
ふれ愛コンサート

地域の各種団体協賛によるミニコンサートを実施します。 10月22日
県立川西北陵高校
体育館

県立川西北陵高校 無料 079-565-5287

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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三田市 ② オープンハイスクール
地域の中学生・保護者・中学校職員対象に学校紹介・体験授業・施設見学を
実施します。

10月23日
県立川西北陵高校
体育館ほか

県立川西北陵高校 無料 079-565-5287

三田市 ②
高校生地域貢献活動
　ボランティア清掃

最寄駅からの通学路を生徒・職員で清掃します。 11月17日
県立川西北陵高校
付近

県立川西北陵高校 無料 079-565-5287

三田市 ② オープンスクール 学習および学校生活の公開します。 10月14日 ゆりのき台小学校 ゆりのき台小学校 無料 079-565-7145

三田市 ② アートフェスティバル 音楽会 11月3日 ゆりのき台小学校 ゆりのき台小学校 無料 079-565-7146

三田市 ② 国語教育研究発表会 国語教育に係る本校の研究発表会 11月22日 ゆりのき台小学校 ゆりのき台小学校 無料 079-565-7147

三田市 ② 音楽会 児童による合唱、合奏等をします。 11月5日 学園小学校 学園小学校 無料 079-565-8100

三田市 ③ 学習発表会 園児・児童・保護者・地域住民による歌や劇発表会します 11月23日 母子小学校体育館 母子小学校 無料 079-566-0200

三田市 ③ 学習発表会 園児・児童・保護者・地域住民による歌や劇発表会します 11月23日 母子小学校体育館 母子幼稚園 無料 079-566-0200

三田市 ② 音楽会 児童による合唱、合奏等をします。 11月5日 小野小学校 小野小学校 無料 079-566-0201

三田市 ② 授業参観 低学年の人権教育参観を行います。 10月4日 小野小学校 小野小学校 無料 079-566-0201

三田市 ② 授業参観 高学年の人権教育参観を行います。 10月11日 小野小学校 小野小学校 無料 079-566-0201

三田市 ②
オープンスクール
授業参観・防災訓練

防災に関する授業参観・防災訓練 1月21日 小野小学校 小野小学校 無料 079-566-0201

三田市 ②
オープンスクールウィーク一緒にあ
そぼう

園児と一緒にあそぶ保育参加を行います。 10月24日～28日 小野幼稚園 小野幼稚園 無料 079-566-0502

三田市 ② 笑顔いっぱいスクール
１年生から６年生まで全学年の学習活動や学校生活の様子を参観していた
だくオープンスクールです。

10月14日 広野小学校 広野小学校 無料 079-567-0024

三田市 ② かがやきの森フェスティバル 児童による合奏・合唱をします。 10月29日 広野小学校 広野小学校 無料 079-567-0025

三田市 ② オープンスクール 園児の日常生活や保育の参観及び、保育参加を行います。 10月25日 広野幼稚園 広野幼稚園 無料 079-567-0344

三田市 ② 音楽会 園児による合唱、合奏等をします。 11月20日 広野幼稚園 広野幼稚園 無料 079-567-0344

三田市 ② 資源ごみ回収活動 学校・地域による資源ゴミ回収活動を行います。 10月16日 藍小学校 藍小学校 無料 079-568-0001

三田市 ②
人権学習参観日
オープンスクール

給食時間、休み時間、清掃時間、授業を公開します。 10月20日 藍小学校 藍小学校 無料 079-568-0002

三田市 ② 音楽会 児童による合唱、合奏をします。 11月5日 藍小学校 藍小学校 無料 079-568-0003

三田市 ② 音楽会 園児による合唱・合奏等をします 11月22日 藍幼稚園 藍幼稚園 無料 079-568-0225

三田市 ② 音楽会に向けての取り組み参観 児童による合唱、合奏をします 10月26日 本庄小学校 本庄小学校 無料 079-568-1002

三田市 ② 音楽会 児童による合唱、合奏をします 10月29日 本庄小学校 本庄小学校 無料 079-568-1002

三田市 ② 音楽会 園児による合唱、合奏等をします。 11月18日 本庄幼稚園 本庄幼稚園 無料 079-568-1039

三田市 ② 文化祭 生徒による合唱､演劇､発表展示をします。 11月3日 長坂中学校 長坂中学校 無料 079-568-1307

三田市 ② 文化祭
全校生の合唱、各学年による生徒劇、部活動発表、教科等の展示発表をし
ます。

11月3日 藍中学校 藍中学校 無料 079-568-3747

三田市 ② リサイクル資源回収 学校・保護者・地域によるリサイクル回収活動を行います。 11月13日 藍中学校 藍中学校 無料 079-568-3747

三田市 ② 人権参観日 授業参観と懇談会をおこないます。 10月4日 つつじが丘小 つつじが丘小 無料 079-568-3771

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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三田市 ② 音楽会 児童による合唱、合奏をおこないます。地域サークルも参加します。 11月5日 つつじが丘小 つつじが丘小 無料 079-568-3771

三田市 ③ ふれあい観賞会 プロの演奏家や劇団を招いて、PTA,地域、学校といっしょに観賞します。 11月25日 つつじが丘小 つつじが丘小 無料 079-568-3771

三田市 ② サンクス集会 地域でお世話になっている老人会を招いてゲームなどで楽しみます。 11月28日 つつじが丘小 つつじが丘小 無料 079-568-3771

三田市 ② マラソン大会 校区ないのコースを児童が走ります。 12月2日 つつじが丘小 つつじが丘小 無料 079-568-3771

三田市 ② さくらふれあいコンサート 県立祥雲館高校吹奏楽部を招き演奏会を行い、両校の交流をします。 11月12日 さくら療育園 県立上野ケ原特別支援学校 無料 079-568-5336

三田市 ② オープンスクール 休み時間、清掃、授業を公開します。 10月7日 高平小学校 高平小学校 無料 079-569-0142

三田市 ②
オープンスクール
ふれあいコンサート

休み時間、授業を公開します。
ふれあいコンサートをします。

10月8日 高平小学校 高平小学校 無料 079-569-0142

三田市 ② 風の音創造祭 児童による合唱、合奏、劇等をします。 10月29日 高平小学校 高平小学校 無料 079-569-0142

三田市 ② 人権参観日（低学年） 低学年の人権教育参観を行います。 11月10日 高平小学校 高平小学校 無料 079-569-0142

三田市 ② 人権参観日（高学年） 高学年の人権教育参観を行います。 11月15日 高平小学校 高平小学校 無料 079-569-0142

三田市 ② 人権教育研究発表会 授業公開、研究発表、講演会を行います。 2月2日 高平小学校 高平小学校 無料 079-569-0142

三田市 ② 音楽会 園児による合唱・合奏等をします。 11月19日 高平幼稚園 高平幼稚園 無料 079-569-0673

三田市 ① 秋の宝探し 秋の森をあるいて木の実や動物の痕跡を探します。 10月23日
三田市有馬富士自
然学習センター

三田市有馬富士自然学習セン
ター

079-569-7727

三田市 ① 土モン モンスターが現れる？土壌生物を観察します。 11月27日
三田市有馬富士自
然学習センター

三田市有馬富士自然学習セン
ター

079-569-7728

三田市 ① コロリン秋のハイキング どんぐりを使って季節のお人形を作ります。 10月30日
三田市有馬富士自
然学習センター

三田市有馬富士自然学習セン
ター

079-569-7729 当日受付

三田市 ①
おもしろ実験
静電気で遊ぼう

電気クラゲを作り、浮かべて遊んだり、蛍光灯を点けて静電気の仕組みを体
験しよう。

10月30日
三田市有馬富士自
然学習センター

三田市有馬富士自然学習セン
ター

079-569-7730
実施の10日前まで
にﾊｶﾞｷかFAX

三田市 ①
展示特別企画「化石集合2011－ジ
オパークを彩る化石－」

篠山層群の恐竜化石のほかに、山陰海岸ジオパークに関連した化石を展示
し、ジオパークの見どころや活動を紹介します。

10月1日(土)～4月8
日(日)

県立人と自然の博物
館

県立人と自然の博物館
http://hitohaku.jp/

079-559-2001

三田市 ①
君も発掘隊員！恐竜化石発掘体験
会

恐竜化石の周りの泥岩には、多くの化石が入っている可能性があります。発
掘体験会では、石を細かく割って新たな化石を探し出します。

10月15日(土)
県立人と自然の博物
館

県立人と自然の博物館
http://hitohaku.jp/

079-559-2001

三田市 ①

恐竜の世界をよみがえらせる
ひとはくに恐竜フィギュアがやってく
る！～恐竜復元作家・徳川広和の
世界～

パレオアーティスト/恐竜・古生物復元造形作家として活躍中の徳川広和さ
ん（株式会社ACTOWCEO）の手になる恐竜フィギュアの数々を一挙に展示し
ます。

10月8日(土)～23日
(日)

県立人と自然の博物
館

県立人と自然の博物館、丹波
県民局、篠山市、丹波市、
（財）兵庫丹波の森協会

無料
http://hitohaku.jp/

079-559-2001

三田市 ①
恐竜の世界をよみがえらせる
サイエンスカフェ＆ワークショップin
三田

県民が恐竜化石を通じて科学をより身近に感じ、自然・環境への関心が深ま
ることを目的として、恐竜復元画をテーマとしたサイエンスカフェや恐竜復元
模型・復元画に関するワークショップを開催します。

10月23日(日)
県立人と自然の博物
館

県立人と自然の博物館、丹波
県民局、篠山市、丹波市、
（財）兵庫丹波の森協会

無料
http://hitohaku.jp/

079-559-2001

恐竜復元模型の
ワークショップは事
前申込制

三田市 ①
収蔵資料をお見せします！江戸時
代の人が見た風景

江戸時代の旅行ガイドブック、名所図会（めいしょずえ）について解説しま
す。

11月3日(木)
県立人と自然の博物
館

県立人と自然の博物館
http://hitohaku.jp/

079-559-2001

三田市 ① ひとはくフェスティバル
博物館の秋祭りです。楽しい体験型プログラムがたくさんあります。吹奏楽の
演奏やまんぷく屋台など屋外での催しもあります。

11月6日(日)
県立人と自然の博物
館

ひとはくフェスティバル’11実行
委員会

無料
http://hitohaku.jp/

079-559-2001

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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三田市 ① うきうきワークショップ
フロアスタッフと一緒にものづくりをします。予約の必要なく、いつでもご参加
いただけます。

11月13日(日)
県立人と自然の博物
館

県立人と自然の博物館
http://hitohaku.jp/

079-559-2001

三田市 ① 恐竜ラボ＆展示解説

丹波市山南町の篠山層群から多くの恐竜化石が産出しています。それらの
化石はまだ岩石に包まれており、その姿が明確になっておりません。恐竜ラ
ボ＆展示解説では、3階の丹波の恐竜化石展示室内を解説ののち、ひとはく
恐竜ラボの案内解説をおこないます。

12月4日(日)
県立人と自然の博物
館

県立人と自然の博物館 無料
http://hitohaku.jp/

079-559-2001

三田市 ①
霊長類学が描くヒトの姿－われわれ
は何者か？

チンパンジーやゴリラ、ヒトの仲間の進化を取り上げ、霊長類学の話題から、
「ヒトと〈ことば〉の関係」や「どうして仲間はずれが起きるのか」といった問題
を取り上げ、共に考えます。

12月9日(金)
県立人と自然の博物
館

県立人と自然の博物館
http://hitohaku.jp/

079-559-2001
事前申込制

三田市 ②④ SSH中間成果発表会
スーパーサイエンスハイスクール指定3年目を迎え、その研究成果を発表し
ます。取組状況説明、公開授業、生徒による課題研究の発表等を行います。

10月28日
(金)

県立三田祥雲館高
等学校（大講義棟）

県立三田祥雲館高等学校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~shoun-hs/

三田市 ②④ サイエンス・ショップ
理系生徒が、自分たちの課題研究の成果を地域の中学生に発表・実演しま
す。

11月6日
(日)

県立三田祥雲館高
等学校（物理・生物・
化学各教室）

県立三田祥雲館高等学校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~shoun-hs/

三田市 ②
小高連携いきいき授業
（祥雲館シイタケランド）

地域の小学生と共に本校里山で栽培したシイタケの収穫を行います。恒例
の異年齢間交流です。

11月上旬
県立三田祥雲館高
等学校（里山）

県立三田祥雲館高等学校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~shoun-hs/

三田市 ③ 祥雲文化セミナー サクソフォンカルテットの生演奏による音楽会と、星空教室を行います。
10月21日

(金)
県立三田祥雲館高
等学校（音楽室）

県立三田祥雲館高等学校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~shoun-hs/

三田市 ③
高校生地域貢献活動
上野ヶ原特別支援学校訪問交流

創作劇や歌を披露し、プレゼント交換などをして交流します。
11月19日(土) 県立上野ヶ原特別支

援学校
県立宝塚北高校 無料 宝塚北高校-0797-86-3291-

三田市 ③
高校生地域貢献活動
重症心身障害児施設「さくら療育
園」訪問交流

創作劇や歌を披露し、プレゼント交換などをして交流します。
11月20日(日)

変更の可能性有り
さくら療育園 県立宝塚北高校 無料 宝塚北高校-0797-86-3291-

三田市 ③
第35回兵庫県高等学校総合文化祭
合唱部門発表会

合唱部門生徒による発表を行います。 11月12日 郷の音ホール
兵庫県
兵庫県教育委員会

無料
兵庫県高等学校文化連盟：県立須磨東高等学校
078-793-1616

三田市 ③
第35回兵庫県高等学校総合文化祭
吹奏楽部門発表会

吹奏楽部門生徒による発表を行います。 11月13日 郷の音ホール
兵庫県
兵庫県教育委員会

無料
兵庫県高等学校文化連盟：県立須磨東高等学校
078-793-1616

加西市 ② ならの実祭り
ＰＴＡ行事。親子で北条中吹奏楽部や播州加西あばれ太鼓の演奏を聴いた
り、北条の街でスタンプラリーをしたりしてふれあいます。

10月15日
北条小学校
校区内

北条小学校
ＰＴＡ

無料 0790-42-0006

加西市 ② オープンスクール 授業や学校行事を保護者や地域住民に公開します。 10月19日～21日 北条小学校 北条小学校 無料 0790-42-0006

加西市 ② 心のフォーラム
家庭・地域と連携して行う道徳教育の一環。ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ石田弘之氏を
招き「親子ふれあいコンサート」を行います。

10月21日
北条小学校
体育館

北条小学校 無料 0790-42-0006

加西市 ② ふれあい音楽会 保護者や学校関係者を迎え、児童が演奏や歌声を発表します。 11月23日 北条小学校 北条小学校 無料 0790-42-0006

加西市 ② オープンスクール 保護者や地域住民に平常授業を公開する。 10月28日 富田小学校各教室 富田小学校 無料 0790-42-0262

加西市 ② 学校参観日 授業参観と引き渡し訓練 10月29日
富田小学校各教室・
体育館

富田小学校 無料 0790-42-0262

加西市 ② 富田っ子発表会 学年毎に合奏等学習成果を発表する。 11月23日 富田小学校体育館 富田小学校 無料 0790-42-0262

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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加西市 ①② 幼稚園ウィーク 地域対象のオープンスクールをします。 10月12日～14日 北条幼稚園 北条幼稚園 無料 0790-42-0420

加西市 ② 播磨農高祭 展示や農産物の販売を行います。 11月23日 県立播磨農業高校 県立播磨農業高校 無料 0790-42-1050
加西市と伝統芸能
行事を共催

加西市 ① キッズイングリッシュ 小学1～3年生を対象にした、英語に慣れるための教室です。 毎月第2･第4土曜日 加西市民会館 中央公民館 0790-42-2151

加西市 ③ かさいこども囲碁教室
囲碁の技能を修得し、礼儀作法や思考力、集中力を高めることを目的として
開催します。

毎月第2･第4土曜日 加西市民会館 中央公民館 0790-42-2151

加西市 ③ 加西こども茶道教室 礼節のこころを茶道を通じて学習します。 毎月第2土曜日
加西
市民会館

中央公民館 0790-42-2151

加西市 ③
図書館まつり
一日目
おりがみ講座

子どもゆめ基金より助成を受けて、
「おりがみと絵本のおはなし会（子ども向け）」
「おりがみ講座（大人向け）」
を行います。

11月5日
アスティアかさい3階
集会室

かさい・えほんの森 無料 0790-42-3723

加西市 ③
図書館まつり
二日目

雑誌のリサイクルフェア、子どもお茶会、しろくまちゃんのホットケーキ（ラン
チョンマット作り）、コンサートを開催します。

11月6日
アスティアかさい3階
交流プラザ、くつろぎ
コーナー等

加西市立図書館 0790-42-3723

加西市 ③ おはなし会 幼児から小学生低学年を対象とした「お話の会」を行っています。 毎週土曜日
図書館キッズコー
ナーおはなしの部屋

加西市立図書館 無料 0790-42-3723

加西市 ② オープンスクール 平常授業，道徳授業参観，給食，対級リレー，読み聞かせ等を行います。 11月23日～25日 北条東小学校 北条東小学校 無料 0790-42-5052

加西市 ② 北条東小音楽会 音楽発表，音楽鑑賞後、引き渡し訓練を行います。 11月23日
北条東小学校
体育館

北条東小学校 無料 0790-42-5052

加西市 ② 親子インターネット研修 ネット被害にあわないように、講師を招いて親子で研修会を行います。 11月24日
北条東小学校
体育館

北条東小学校 無料 0790-42-5052

加西市 ② 校内マラソン大会 全校生が長距離走に挑みます。 12月7日

市民グランド
及び
丸山総合公園周辺
コース

北条東小学校 無料 0790-42-5052

加西市 ② オープンスクール 授業や部活動を公開します。 10月27日～29日 北条中学校 北条中学校 無料 0790-42-6300

加西市 ② 性教育講演会 性教育の講演会を開催します。 10月28日 北条中学校 北条中学校 無料 0790-42-6300

加西市 ② 合唱コンクール 各クラスの合唱等を発表します。 11月26日 北条中学校 北条中学校 無料 0790-42-6300

加西市 ①
PTCA活動支援事業実践発表会・講
演会

PTAを中核に、地域住民の参画と協働による地域あげての子育ての取組に
ついて実践発表するとともに、講師を招いて家庭教育について学びます。

11月6日 善防公民館 加西市連合PTA 無料 0790-42-8773

加西市 ① ジュニアリーダー教室
多様な体験を通して、学校の垣根を越えた仲間づくりを目指すとともに、たく
ましい身体と豊かな心を育て、青少年活動のリーダー養成を図っています。

毎月第3日曜日
善防公民館オークタ
ウン他

加西市
教育委員会

0790-42-8773

加西市 ③
図書館まつり
一日目
特別公演

市史特別講演会開催します。
近世を特集します。

11月5日
アスティアかさい3階
多目的ホール

市史編集室 0790-43-0161 　

加西市 ①② 幼稚園ウイーク
地域対象のオープンスクールで，子どもの活動，保育園児との交流，お芋堀
等を行います。

10月12日～14日 北条東幼稚園 北条東幼稚園 無料 0790-43-1654

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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加西市 ①② 保育自由参加
園庭開放をして，園児の遊びを見てもらったり，参加して一緒に遊んだりしま
す。

11月16日, 17日 北条東幼稚園 北条東幼稚園 無料 0790-43-1654

加西市 ③ 子ども茶道教室 子ども茶道教室を通して日本文化に触れる体験をします。 毎月第1･3火曜日 北条東幼稚園 北条東幼稚園 無料 0790-43-1654

加西市 ② お話しの会 ボランティアの方に絵本の読み聞かせをしていただきます。 毎月第3水曜日 北条東幼稚園 北条東幼稚園 無料 0790-43-1654

加西市 ② なかよし音楽会 音楽に親しみ，歌や合奏や表現の発表をします。 12月8日 北条東幼稚園 北条東幼稚園 無料 0790-43-1654

加西市 ② オープンスクール 学校教育活動(授業･対級リレー等)の公開を行います。 11月17日11月18日 泉小学校 泉小学校 無料 0790-44-0029

加西市 ② 学習発表会 1学期・2学期の学習内容を公開発表します。 11月26日 泉小学校 泉小学校 無料 0790-44-0029

加西市 ② 全校体験学習 稲刈りを行います。 10月11日 西在田小学校 西在田小学校 無料 0790-44-0049

加西市 ② オープンスクール 平常授業、給食試食、学級対抗リレーを行います。 10月19日～21日 西在田小学校 西在田小学校 無料 0790-44-0049

加西市 ② ふるさと散歩 西在田地区の文化施設や名所巡りをします。 11月12日 西在田小学校 西在田小学校 無料 0790-44-0049

加西市 ② 学習発表会 学習発表。引き渡し訓練を行います。 11月26日 西在田小学校 西在田小学校 無料 0790-44-0049

加西市 ② 収穫祭 マラソン大会及びもち米を使った収穫祭を行います。 12月2日 西在田小学校 西在田小学校 無料 0790-44-0049

加西市 ①② 幼稚園ウィーク 地域対象に幼稚園教育活動の公開をします。 10月12日～14日 泉幼稚園 泉幼稚園 無料 0790-44-2217

加西市 ② わくわくクッキング 園児が栽培・収穫したサツマイモを使って、親子で調理し、会食をします。 11月14日 泉幼稚園 加西市国保健康課 無料 0790-44-2217

加西市 ①② 幼稚園ウィーク オープンスクールを行い、幼稚園教育の公開をします。 10月12日～14日 西在田幼稚園 西在田幼稚園 無料 0790-44-2310

加西市 ② 幼稚園教育研究発表会 運動遊びの公開保育、研究発表、講演会をします。 11月9日 西在田幼稚園 西在田幼稚園 無料 0790-44-2310

加西市 ② 音楽会 音楽遊びの様子を公開します。 12月15日 西在田幼稚園 西在田幼稚園 無料 0790-44-2310

加西市 ② オープンスクール 平常授業・給食・「さつまいも祭り」を行います。 11月2日～5日 宇仁小学校 宇仁小学校 無料 0790-45-0017

加西市 ② オープンスクール 子ども達の学習している様子や休み時間の過ごし方等を見ていただきます。 11月1日～4日 日吉小学校 日吉小学校 無料 0790-45-0019

加西市 ② 学習発表会 学年ごとに音楽や学習等の発表を行います。 11月26日 日吉小学校 日吉小学校 無料 0790-45-0019

加西市 ① こどもかきかた教室
正しい筆順と美しい文字を書くことを身につけることができ、日本語の美しさ
と文字を通して日本文化の大切さを学ぶことができます。

毎月第1土曜日 北部公民館 北部公民館 無料 0790-45-0103
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加西市 ③ かさいこども囲碁教室
囲碁は、前頭葉を刺激し、感性だけでなく、集中力・記憶力・思考力などを高
める楽しいゲームです。対局を通してこれらを身につけ、友達づくりにも役立
ちます。

毎月第1･第3土曜日 北部公民館 北部公民館 0790-45-0103

加西市 ① キッズリズムダンス
躍動的なリズムダンスでリズム感を養い、身体能力を高めることができる。ま
た、ダンスを通して仲間とともに一つのものを作り上げていく達成感も味わえ
ます。

毎月第1土曜日 北部公民館 北部公民館 無料 0790-45-0103

加西市 ① 3B親子体操
3つの手具を使い、親子で楽しく音楽に合わせて身体を動かしたり、ダンスを
したりして、遊び感覚で様々な運動を取り入れています。

毎月第2･第4月曜日 北部公民館 北部公民館 0790-45-0103

加西市 ② ふれあい音楽祭 各クラス、ＰＴＡ合唱等を発表します。 11月20日 加西市民会館 泉中学校 無料 0790-45-0151

加西市 ② オープンスクール 授業・清掃・部活動・意見発表会等を公開します。 10月19日～21日 泉中学校 泉中学校 無料 0790-45-0151

加西市 ①② 幼児園ウイーク
オープンスクールで、地域や保護者、未就園児との交流、芋のつるの佃煮作
り、芋掘りなどの行事も行い、保育参観と保育参加をしてもらいます。

10月12日～14日 宇仁幼児園 宇仁幼児園 無料 0790-45-1524

加西市 ③ 英語であそぼう
地域のボランティアの方による英語の絵本の読み聞かせや歌遊びをしてい
ただきます。

10月20日
11月18日
12月14日

宇仁幼児園遊戯室 宇仁幼児園 無料 0790-45-1524

加西市 ③ 絵本タイム 地域のボランティアの方による絵本の読み聞かせをしていただきます。
10月28日
11月25日

宇仁幼児園
5歳児保育室

宇仁幼児園 無料 0790-45-1524

加西市 ③ 子ども茶道教室 地域のボランティアの方による、5歳児対象の茶道教室をします。
10月中旬11月中旬

12月中旬
宇仁幼児園
5歳児保育室

宇仁幼児園 無料 0790-45-1524

加西市 ② 保育自由参加 子どもの遊びに参加し、一緒に遊びます。 10月29日
宇仁幼児園
園庭・保育室

宇仁幼児園 無料 0790-45-1524

加西市 ①③ さつまいもまつり
幼児園5歳児・小学校全学年・地域共催で、さつま芋料理やアトラクションを
行います。

11月6日 宇仁小学校
宇仁小学校
宇仁地域

無料 0790-45-1524

加西市 ①
特別養護老人ホーム
第二サルビア荘訪問

5歳児が、施設を訪問し、歌やゲームでふれあい交流をします。 11月11日 第二サルビア荘 宇仁幼児園 無料 0790-45-1524

加西市 ③ 陶芸教室
地域のボランティアの方による親子陶芸教室で、茶道教室で使用する菓子
皿を作ります。

11月19日
宇仁幼児園
遊戯室

宇仁幼児園 無料 0790-45-1524 材料費のみ集金

加西市 ②③
音楽会
吹奏楽団による演奏会

園児達の音楽遊びを公開します。
加西市吹奏楽団によります演奏の鑑賞会をします。

12月10日
宇仁幼児園
遊戯室

宇仁幼児園 無料 0790-45-1524

加西市 ①② 幼稚園ウィーク 地域対象のオープンスクールを行い，幼稚園教育の公開をします。 10月12日～14日 日吉幼稚園 日吉幼稚園 無料 0790-45-1745

加西市 ③ お茶の日 子どもが茶道を体験します。 11月2日 日吉幼稚園 日吉幼稚園 無料 0790-45-1745

加西市 ③ 茶会 子どもが茶会に参加します。 11月6日 アスティアかさい 茶道協会 無料 0790-45-1745

加西市 ① ワン・ツー・リズム いろいろな音楽活動を体験します。
10月24日, 31日,

11月7日
日吉幼稚園 日吉幼稚園 無料 0790-45-1745

加西市 ① 絵本の日 地域のボランティアの方に絵本等の読み聞かせをしていただきます。 10月19日, 11月19日 日吉幼稚園 日吉幼稚園 無料 0790-45-1745

加西市 ② オープンスクール
平常授業、学級対抗リレーを公開します。
15日は午後の学校参観授業を公開します。

10月12日～15日 賀茂小学校 賀茂小学校 無料 0790-46-0010

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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加西市 ② 給食試食会 保護者による給食試食会を行います。 10月26日 賀茂小学校 賀茂小学校 0790-46-0010

加西市 ② 学習発表会 学年毎に、全校生が音楽を中心にした学習発表を行います。 11月27日 賀茂小学校 賀茂小学校 無料 0790-46-0010

加西市 ①② 幼児園ウィーク 地域対象のオープンスクールをします。 10月12日～14日 賀茂幼児園 賀茂幼児園 無料 0790-46-0313

加西市 ① 英語で遊ぼう
地域のボランティアの方に絵本を読んでいただいたり、リズム遊びをしたりし
ます。

毎月1回 賀茂幼児園 賀茂幼児園 無料 0790-46-0313

加西市 ①② 園庭開放 未就園児親子を対象に園庭開放をします。 11月初旬 賀茂幼児園 賀茂幼児園 無料 0790-46-0313

加西市 ② なかよし音楽会 園児による音楽発表会をします。 12月10日 賀茂幼児園 賀茂幼児園 無料 0790-46-0313

加西市 ② オープンスクール
地域の方に、普段の授業や対級リレー等を公開します。また、「ふれあい給
食」も実施します。

11月22日, 23日 富合小学校 富合小学校 無料 0790-47-0006

加西市 ② 学習発表会 各学年の学習の成果を保護者や地域の方に見ていただきます。 11月23日
富合小学校
体育館

富合小学校 無料 0790-47-0006

加西市 ② 幼児園ウィーク 地域対象のオープンスクールをします。 10月12日～14日 別府幼児園 別府幼児園 無料 0790-47-0601

加西市 ② 稲刈り
別府地域老人クラブの方の協力を得ながら、保護者、園児の共同作業で、
鎌で稲を刈り、稲木足にかけ乾燥させます。

10月中旬 別府中町の田んぼ 別府幼児園と別府地域 無料 0790-47-0601

加西市 ② じゃが芋掘り体験 じゃが芋の生育を観察し、収穫体験活動をします。 10月中旬
兵庫県立農林水産
技術総合センター

別府幼児園と兵庫県立農林水
産技術総合センター

無料 0790-47-0601

加西市 ② 稲の脱穀体験 別府地域老人クラブの方の協力を得ながら、脱穀作業を体験します。 10月31日 別府中町の田んぼ 別府幼児園と別府地域 無料 0790-47-0601

加西市 ② キッザニア・収穫祭
保護者会を中核に、地域の方を招いて、収穫したお米で作ったおにぎりの試
食や、様々な職業体験遊びをします。

11月5日 別府幼児園 別府幼児園と保護者会 無料 0790-47-0601

加西市 ② 英語で遊ぼう
保護者ボランティアにより、簡単な英会話や、ゲーム・絵本読み聞かせなど
で英語に親しみます。

毎月第1･3火曜日 別府幼児園 別府幼児園 無料 0790-47-0601

加西市 ② 園庭開放 未就園児に園庭を開放します。 11月11日 別府幼児園 別府幼児園 無料 0790-47-0601

加西市 ② 音楽会 園児の音楽を通しての活動を公開します。 12月10日 別府幼児園 別府幼児園 無料 0790-47-0601

加西市 ② 講演会 児童や保護者を対象に講演会を実施します。 10月29日 下里小学校
下里小学校
下里小PTA
下里小育成会

無料 0790-48-2009

加西市 ② オープンスクール 授業や学校の取り組みを地域に公開します。 11月1日～4日 下里小学校 下里小学校 無料 0790-48-2009

加西市 ② ふれあい音楽会 児童や保護者が演奏を発表します。 11月26日 下里小学校
下里小学校
下里小PTA

無料 0790-48-2009

加西市 ②
オープンスクール・トリムランニング
大会

開かれた学校づくりの一環として、地域住民・保護者等に学校の教育活動を
公開します。

11月24日,  25日 加西特別支援学校
加西特別支援
学校

無料 0790-48-2304
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加西市 ② 学習発表会
各学部ごとに、日頃の学習の成果を発表し、地域住民・保護者等に公開しま
す。

12月9日 加西特別支援学校
加西特別支援
学校

無料 0790-48-2304

加西市 ① どきどきウイークエンド
毎日の学校生活や家庭の中では体験できない、花の寄せ植え教室や地域
の産品を使った料理教室など善防公民館登録グループの教室生が講師とな
る事で、社会還元活動やグループの活性化を図ります。

毎月第2土曜日 善防公民館 善防公民館 無料 0790-48-2643

加西市 ② 学校参観 学級毎に授業の様子を保護者に公開します。 10月21日 九会小学校 九会小学校 無料 0790-49-0009

加西市 ② 読書月間
読書活動推進教員による読書計画に沿って、読書ボランティアの読み聞か
せや個人読書を行います。

11月1日～30日 九会小学校 九会小学校 無料 0790-49-0009

加西市 ② オープンスクール 授業や学校の取組を地域の人々に公開します。 11月24日～26日 九会小学校 九会小学校 無料 0790-49-0009

加西市 ② 音楽発表会 保護者や地域の人、評議員を招いて音楽発表会を行います。 11月26日
九会小学校
体育館

九会小学校 無料 0790-49-0009

加西市 ② オープンスクール 平常授業、部活動、人権意見発表会を公開します。 10月12日, 13日 加西中学校 加西中学校 無料 0790-49-0200

加西市 ② ふれあい音楽祭 各クラスの合唱等を発表します。 11月19日 加西市民会館 加西中学校 無料 0790-49-0200

加西市 ① お話の会 ボランテｲアによる絵本の読み聞かせをして頂きます。 毎週火曜日 九会幼稚園 九会幼稚園 無料 0790-49-2363

加西市 ①② オープンスクール 園活動を地域に公開します。 10月12日～14日 九会幼稚園 九会幼稚園 無料 0790-49-2363

加西市 ② 音楽会 音楽遊びの様子を公開します。 12月7日 九会幼稚園 九会幼稚園 無料 0790-49-2363

加西市 ② オープンスクール 平常授業、合唱コンクールを公開します。
11月21日～23日

, 25日
善防中
加西市民会館

善防中学校 無料 079-48-2188

加西市 ②
外国人児童生徒にかかわる就学支
援ガイダンス

就学及び高校入試に関する説明、外国人の先輩による体験談及び教育相
談を実施します。

11月27日
アスティアかさい 3
階地域交流センター

兵庫県教育委員会 無料

人権教育課
078-362-3793

子ども多文化共生センタ-
0797-35-4537
http://www.hyogo-c.ed.jp/~mc-center/index.html

加西市 ② 高校生地域貢献活動　陶芸教室
地元在住の陶芸家の指導を受け陶芸作品を作成します。2日間連続で参加
していただきます。

11月8日, 9日
県立北条高校定時
制学習室

県立北条高校
定時制

定時制教頭0790-48-2311
参加募集は20人
以内

加西市 ①② 家庭教育講座 保護者を対象として、家庭教育に関する学習の機会を提供します。 11月17日 北条幼稚園 北条幼稚園 無料 0790-42-0420

篠山市 ③ 古典音読会
青山歴史村に所蔵されている徒然草を声に出して読んでいき、目と耳で古
典に親しむ機会を提供します。

7月23日
～11月5日

篠山市立青山歴史
村

一般社団法人ノオト 079-552-0056
第2・第4土曜日開
催

篠山市 ①② オープンスクール 開かれた学校を目指して、地域の方々に学校を自由に見学してもらいます。 11月1日～4日 篠山小学校 篠山小学校 無料 079-552-0069

篠山市 ②③ 学習発表会 これまで学習してきた内容を、学年ごとに工夫を凝らし、舞台で発表します。 11月19日 篠山小学校 篠山小学校 無料 079-552-0069
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篠山市 ② ほのぼの学習
さつまいもの収穫と試食会を行います。高齢者の方とのグランドゴルフを行
います。

10月27日
畑小学校 畑小学校 無料 079-552-0236

篠山市 ② オープンスクール 授業の様子を公開します。 10月26日～28日 畑小学校 畑小学校 無料 079-552-0236

篠山市 ② 学習発表会と音楽鑑賞会 学習発表会（午前）と音楽鑑賞会（午後）を行います。 11月26日 畑小学校 畑小学校 無料 079-552-0236

篠山市 ② オープンスクール
お苗菊俳句大会、PTA秋の集い、畑小学校と合同で、小小連携教育を実施
します。

11月15日 城北小学校 城北小学校 無料 079-552-0462

篠山市 ② オープンスクール 10月3１日から3日間授業公開を行います。 10月31日～11月2日 岡野小学校 岡野小学校 無料 079-552-0553

篠山市 ② 学習発表会 学習成果を、地域の人に向けて発表します。 11月23日 岡野小学校体育館 岡野小学校 無料 079-552-0553

篠山市 ③
おかの
　プロジェクト１２０

創立120周年事業を地域の人と一緒に行います。 11月23日 岡野小学校
おかの120プロジェクト実行委
員会

無料 079-552-0553

篠山市 ③
オープンスクール
ふるさと音楽ひろば

「シューベルテイアーデたんば」による音楽会を開催し、楽曲や演奏の楽しさ
を味わいます。全校児童、保護者及び地域の方にも広く参加していただきま
す。

10月26日 八上小学校講堂 八上小学校八上幼稚園 無料 079-552-0598

篠山市 ②③
オープンスクール
親子高城山登山

八上城跡のある高城山に親子で登ります。6年生の歴史学習とも関連づけて
実施します。

10月28日 高城山 八上小学校 無料 079-552-0598
幼稚園はふもとま
で行くだけで、登ら
ない。

篠山市 ② オープンスクール 授業及び保育等、様々な教育活動を保護者及び地域に公開します。 10月26日～28日
八上小学校八上幼
稚園

八上小学校八上幼稚園 無料 079-552-0598

篠山市 ②
オープンスクール
学習発表会

各教科や総合的な学習の時間などの学習成果を劇や音楽等で児童及び園
児が発表します。

11月23日 八上小学校講堂 八上小学校八上幼稚園 無料 079-552-0598

篠山市 ② 演奏会 吹奏楽部による定期演奏会を行います。 10月23日 篠山中学校 篠山中学校 無料 079-552-1155

篠山市 ② 文化祭 演劇・吹奏楽・弁論・展示等を行います。 10月29日 篠山中学校 篠山中学校 無料 079-552-1155

篠山市 ② トライやる・ウィーク 地域の事業所で５日間実習します。 11月14日～18日 地域事業所 篠山中学校 無料 079-552-1155

篠山市 ② 高校生就業体験事業 インターンシップ
11月7日～11日, 14日

～18日
篠山市　　　丹波市
三田市

県立篠山産業高校 無料 079-552-1194

篠山市 ①② オープンスクール 開かれた園を目指して、地域の方々に園を自由に見学してもらいます。 11月1日～4日 篠山幼稚園 篠山小学校 無料 079-552-2437

篠山市 ③ 学習発表会 これまで学習してきた内容を、学年ごとに工夫を凝らし、舞台で発表します。 11月19日 篠山幼稚園 篠山小学校 無料 079-552-2437

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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篠山市 ② オープンスクール
保護者・地域の方々に幼稚園へ来ていただき、園の生活の様子を知ってい
ただきます。（親子クッキング、８０２０運動推進事業も合わせて実施しま
す。）

11月15日 たまみず幼稚園 たまみず幼稚園 無料 079-552-3171

篠山市 ② 冬のお楽しみ会
園児の発表、保護者の出し物、キャンドルサービスなどを保護者と一緒に楽
しんだり、地域で活動されているサークルの方に来ていただき人形劇などを
していただきます。

12月14日 たまみず幼稚園 たまみず幼稚園 無料 079-552-3171

篠山市 ④ 小・特別支援学校連合音楽会 小学校と特別支援学校が連合して音楽会を行います。 11月8日
たんば田園交響ホー
ル

篠山市小学校音楽部会 無料 079-552-5237

篠山市 ④ 中・特別支援学校音弁大会 中学校と特別支援学校が連合して音弁大会を行います。 11月9日
たんば田園交響ホー
ル

篠山市中学校音楽部会 無料 079-552-5237

篠山市 ③ ささよう展
子ども達の作った作品を篠山市立中央図書館や学校体育館に展示し地域
の方に見ていただきます。

11月8日～22日

15日まで篠山市立
中央図書館16日か
ら22日まで養護学校
体育館

篠山養護学校 無料 079-552-5237

篠山市 ① 高等部入学者選考説明会 高等部入学希望者に対して学校の取組の概要を説明します。 11月17日 篠山養護学校 篠山養護学校 無料 079-552-5237

篠山市 ③ 第7回篠山市展
篠山市の芸術文化の向上と発展に資することを目的として、市民の創作活
動を奨励し、優れた作品を鑑賞する機会を提供します。

11月20日～27日 篠山市民センター
篠山市教育委員会
篠山市展実行委員会

無料 079-552-5769

篠山市 ③
ふるさと発掘展「発掘が語る丹波篠
山～旧石器から篠山城まで～」

篠山市内には県下2位の規模を誇る雲部車塚古墳など、数多くの遺跡があ
ります。今回の特別展では、篠山市で発掘された出土品を展示し、講演会や
考古教室、遺跡巡り等のイベントを開催して、丹波篠山の魅力に迫ります。

10月8日～12月4日※
休館日:月曜日(祝日

の場合は翌日)

篠山市立歴史美術
館

兵庫県立考古博物館篠山市
教育委員会

079-552-5792

開催期間中、講演
会、考古教室、遺
跡巡り等のイベン
トもあり

篠山市 ② オープンスクール 保護者や地域の方に幼稚園の教育について公開します。 11月2日 岡野幼稚園 岡野幼稚園 無料 079-552-6233

篠山市 ② トライやる・ウィーク受け入れ 中学生が幼稚園教育の体験をします。 11月14日～18日 岡野幼稚園 篠山中学校 無料 079-552-6233

篠山市 ② 学習発表会 日頃の様子を発表します。 11月23日 岡野小学校 岡野小学校・幼稚園 無料 079-552-6233

篠山市 ② オープンスクール 学校での子どもたちの様子を保護者・地域の方に観ていただきます。 10月19日～21日 城東小学校 城東小学校 無料 079-556-2034

篠山市 ② 学習発表会 学習の成果を保護者・地域の方に観ていただきます。 11月26日
城東小学校
体育館

城東小学校 無料 079-556-2034

篠山市 ② トライやる・ウィーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。 11月14日～18日 かやのみ幼稚園 篠山中学校 無料 079-556-2565

篠山市 ② 幼児のうたまつり 音楽を聴いたり歌をうたったりして楽しみます。 10月19日
たんば田園交響ホー
ル

篠山市教育委員会 無料 079-556-2565

篠山市 ② オープンスクール 地域の方に園庭を開放し、自由に保育を見てもらいます。 10月20日, 21日 かやのみ幼稚園 かやのみ幼稚園 無料 079-556-2565

篠山市 ② オープンスクール 授業公開、収穫祭を行います。 10月26日～28日 福住小学校 福住小学校 無料 079-557-0027

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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篠山市 ② 学習発表会 総合的な学習の時間等の発表会を行います。 11月23日 福住小学校 福住小学校 無料 079-557-0027

篠山市 ③ 文化の祭典の作品出展 幼稚園等の作品を展示します。 11月 城東公民館 文化の祭典実行委員会 無料 079-557-0112

篠山市 ② オープンスクール さつまいもを使ったクッキング等をします。
10月26日, 27日のい

ずれか
たき幼稚園 たき幼稚園 無料 079-557-0112

篠山市 ②
篠山市文化祭（多紀会場）芸能発表
会

地域の方に歌やダンスを発表します。 11月3日 ハートピアセンター
篠山市文化祭多紀会場実行
委員会

無料 079-557-0112

篠山市 ② 大芋まつり

学校・育友会・地域が一体となって取り組むまつりです。午前は児童の金管
バンドの演奏や学習発表を公開します。午後は児童が作ったサツマイモのお
菓子振る舞い、老人会との昔の遊び体験、樽御輿、造り山車の練り歩き、育
友会、なかの里によるカレー、うどんのふるまい等を行います。

11月19日
大芋小学校体育館・
運動場

大芋まつり実行委員会（自治
会、老人会、育有会、学校、地
域活性化委員会、児童、なか
の里等）

無料 079-558-0014

篠山市 ③ 学習発表会 日頃の総合的な学習の時間や音楽科の学習等の発表を行います。 11月19日 村雲小学校体育館 村雲小学校 無料 079-558-0116

篠山市 ② マラソン記録会 児童一人一人、記録の更新を目指します。 12月15日
村雲小学校マラソン
コース

村雲小学校 無料 079-558-0116

篠山市 ② オープンスクール 日頃の授業や学校の様子を紹介します。 1月26日, 27日 村雲小学校 村雲小学校 無料 079-558-0116

篠山市 ① 楽市楽座 学校で授業中に栽培したさつまいもや黒豆を地域の方々に販売します。 10月9日 観音湯広場 草山郷づくり協議会 無料 079-592-0007

篠山市 ② 学習発表会 各学年で学習したことを保護者や地域の方々に発表します。 11月19日
西紀北小学校体育
館

西紀北小学校 無料 079-592-0007

篠山市 ② マラソン記録会 学校周辺のマラソンコースを走り、自分の記録に挑戦します。 12月8日 西紀北小学校周辺 西紀北小学校 無料 079-592-0007

篠山市 ② 学習発表会 幼稚園で学習したことを保護者や地域の方々に発表します。 11月19日
西紀北小学校体育
館

西紀北小学校
西紀北幼稚園

無料 079-592-0007

篠山市 ② マラソン記録会
小学校周辺のマラソンコース（幼稚園コース）を走り、自分の記録に挑戦しま
す。

12月8日 西紀北小学校周辺 西紀北小学校 無料 079-592-0007

篠山市 ②③ オープンスクール 学校の授業等を公開し子どもの様子を見て頂きます。 10月18日～20日 村雲小学校 西紀南小学校 無料 079-593-0028

篠山市 ②③ 食育劇 市内劇団による食育劇を披露し、食の大切さを伝えます。 10月18日
西紀南小学校
多目的ホール

西紀南小学校 無料 079-593-0028

篠山市 ②③ 学習発表会 児童による発表や劇、合唱等を披露します。 11月18日
西紀南小学校
体育館

西紀南小学校 無料 079-593-0028

篠山市 ② マラソン記録会 学校周辺で、マラソン記録会を行います。 12月9日 西紀南小学校周辺 西紀南小学校 無料 079-593-0028

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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篠山市 ③ 第４６回文化祭
日頃の学習や活動の成果を発表します。
演劇コンクール、合唱コンクール、生徒会の発表、吹奏楽部発表、各教科の
作品展示などを行います。

10月29日 西紀中学校体育館 西紀中学校 無料 079-593-0032

篠山市 ③ 西紀文化の祭典
コーラス・舞踊・大正琴・よさこいソーランなどの生涯学習発表会、西紀中学
校生徒会の発表、作品展示、お茶席、バザーコーナー、ビンゴゲームなどを
行います。

10月30日 西紀体育館 篠山市中央公民館 無料 079-593-0032

篠山市 ② オープンスクール
学校公開（授業・部活動及び清掃活動等の学校生活全般の様子を公開）を
行います。

11月14日～18日 西紀中学校 西紀中学校 無料 079-593-0032

篠山市 ② 人権教育講演会 全校道徳として，外部講師を招き、同和問題についての講演会を行います。 11月24日 西紀中学校 西紀中学校 無料 079-593-0032

篠山市 ②③ オープンスクール
保育を公開し、園や園児の様子を参観していただき、地域や保護者の方に
園教育理解を深めます。

10月18日, 20日 西紀みなみ幼稚園 西紀みなみ幼稚園 無料 079-593-1600

篠山市 ② 学習発表会
生活科・総合的な学習の時間で学んだことの成果を各学年毎に工夫をこらし
発表します。

11月23日 味間小学校体育館 味間小学校 無料 079-594-0019
保護者・地域の方
等自由参加可

篠山市 ④ 秋季遠足 兵庫県立丹波並木道中央公園で山登りをします。 10月26日
兵庫県立丹波並木
道中央公園

味間幼稚園分園 無料 079-594-0026

篠山市 ②
学級経営部
兵庫大会

本校の学級経営研究について授業公開をします（県大会）。 11月11日 城南小学校
兵庫県小学校教育研究会学
級経営部会

無料 079-594-0728

篠山市 ② 学習発表会 児童の学習成果を地域へ発信します。 11月25日 城南小学校 城南小学校 無料 079-594-0728

篠山市 ② 学習発表会 小学校の学習発表会に幼稚園も出演します。 11月25日
城南小学校
体育館

城南小学校
城南幼稚園

無料 079-594-0728

篠山市 ② オープンスクール 地域・保護者に学校生活の様子を公開します。 10月11日～14日 丹南中学校 丹南中学校 無料 079-594-1164

篠山市 ①
ＰＴＡ学習会
（教育講演会）

元尼崎市長の白井氏より、ＪＲ事故から「安全」をキーワードに学習を行いま
す。

10月21日 丹南中学校体育館 丹南中学校・ＰＴＡ 無料 079-594-1164

篠山市 ① トライやる・ウィーク ２年生が地域に出かけて社会体験活動を行います。 11月14日～18日 地域の事業所 丹南中学校 無料 079-594-1164

篠山市 ① 身障者スポーツフェスティバル 身障者スポーツフェスティバルに参加します。 11月15日
篠山総合
ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

篠山市社会福祉協議会 無料 079-594-2259

篠山市 ② トライやる・ウィーク受け入れ トライやる・ウィークを受け入れます。 11月中旬 味間幼稚園 篠山市立丹南中学校 無料 079-594-2259

篠山市 ② オープンスクール
保育を公開し、園や園児の様子を参観していただき、地域や保護者の方に
園教育理解を深めます。

11月中旬 味間幼稚園 味間幼稚園 無料 079-594-2259

篠山市 ② オープンスクール
保育を公開し、園や園児の様子を参観していただき、地域や保護者の方に
園教育理解を深めます。

11月16日, 17日 味間幼稚園 味間幼稚園 無料 079-594-2259

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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篠山市 ② トライやる・ウィーク受け入れ トライやる・ウィークを受け入れます。 11月14日～18日 城南幼稚園 篠山中学校丹南中学校 無料 079-594-4193

篠山市 ② オープンスクール 全校生による校内スポーツ記録会を実施します。 10月25日 古市小学校グランド 古市小学校 無料 079-595-0019

篠山市 ② オープンスクール PＴＡ講演会を開催します。 10月26日 古市小学校体育館 古市小学校 無料 079-595-0019

篠山市 ② オープンスクール マリンバなどの打楽器とピアノとのコンサートを開催します。 10月27日 古市小学校体育館 古市小学校 無料 079-595-0019

篠山市 ② 学習発表会 学年ごとに学習したことを舞台で発表します。 11月18日 古市小学校体育館 古市小学校 無料 079-595-0019

篠山市 ② トライやる・ウィーク受け入れ トライやる・ウィークを受け入れます。 11月14日～18日 古市幼稚園 丹南中学校 無料 079-595-0889

篠山市 ② オープンスクール 授業公開を行います。 10月19日～21日
大山幼稚園・大山小
学校

大山幼稚園・大山小学校 無料 079-596-0013

篠山市 ② 学びのフェスタ 学習発表会を行います。 11月18日
大山幼稚園・大山小
学校

大山幼稚園・大山小学校 無料 079-596-0013

篠山市 ①② 地域防災訓練 地域防災訓練を行います。 11月25日 大山小学校
大山小学校・大山郷づくり協議
会

無料 079-596-0013

篠山市 ② 陶器まつり出店
ﾍﾟｰﾊﾟｰｳｪｲﾄの販売活動を通して、今田小学校の環境保護への取組を観光
客や地域の方々にアピールをします。

10月15日 陶の郷 陶器祭実行委員会 無料 079-597-2019
立杭地区の陶芸
家も生活日常品な
どを販売される。

篠山市 ② オープンスクール 学校の様子や児童の活動の様子を地域や保護者に公開します。 10月19日～25日 今田小学校 今田小学校 無料 079-597-2019

篠山市 ② 人権研修会 人権に関する話を保護者と３年生以上の児童が聞きます。 11月17日 今田小学校 今田小学校 無料 079-597-2019

篠山市 ① 今田地区文化祭 今田地区の文化祭に３･４年生が参加し、合唱･ﾘｺーﾀﾞｰ等を演奏します。 10月30日
今田町まちづくりセ
ンター

今田地区文化祭実行員会 無料 079-597-2019

篠山市 ③ ししまい見学 伝統芸能を観て経験をふくらませます。 11月下旬 今田保育園
今田保育園・今田幼稚園・保
護者会

無料
079-597-2200
079-597-2303

篠山市 ② オープンスクール
保育を公開し、園や園児の様子を参観していただき、地域や保護者の方に
園教育理解を深めます。

10月21日, 22日 今田幼稚園 今田幼稚園 無料 079-597-2303

篠山市 ② 保育参観・人権研修会 講師の先生を招き人権研修会をします。 11月9日 今田幼稚園 今田幼稚園・保護者会 無料 079-597-2303

篠山市 ② 園外保育 秋の自然に親しみ、友だちと楽しみます。 11月中旬 未定 今田幼稚園 無料 079-597-2303

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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篠山市 ① デイサービスの方との交流 デイサービスセンターの方々との交流を深めます。 11月中旬
今田デイサービスセ
ンター

今田幼稚園・篠山市今田デイ
サービスセンター

無料 079-597-2303

篠山市 ② 冬のお楽しみ会 ２学期のまとめとしての発表会を行います。 12月10日 今田幼稚園 今田幼稚園 無料 079-597-2303

篠山市 ② 吹奏楽部定期演奏会 吹奏楽部の活動を発表します。 11月6日 さぎそうホール 今田中学校 無料 079-597-3160

篠山市 ② オープンスクール 学校の授業、施設、部活動を公開します。 11月14日～18日 今田中学校 今田中学校 無料 079-597-3160

篠山市 ② オープン・スクール 普段の生徒の活動を公開します。 10月11日～13日 篠山東中学校 篠山東中学校 無料 http://higashi-jh.sasayama.jp/

篠山市 ② 子育て講演会 篠山東中校区の小中PTA連携事業の一環として実施します。 10月13日 篠山東中学校 篠山東中PTA 無料 http://higashi-jh.sasayama.jp/

篠山市 ② 第14回文化祭 演劇と合唱のクラス演技と美術・家庭科作品等の展示をします。 10月29日 篠山東中学校 篠山東中学校 無料 http://higashi-jh.sasayama.jp/

篠山市 ①
恐竜の世界をよみがえらせる
恐竜化石シンポジウムinささやま

恐竜化石の発掘調査やクリーニング作業に携わる研究者と、恐竜及びそれ
が生息していた時代を復元しようとする人々の交流シンポジウムを開催しま
す。また、県民が恐竜化石を通じて科学をより身近に感じ、自然・環境への
関心が深まることを目的として、発掘体験会等の関連イベントを行います。

10月22日(土)
四季の森生涯学習
センター

県立人と自然の博物館、丹波
県民局、篠山市、丹波市、
（財）兵庫丹波の森協会

無料
http://hitohaku.jp/

079-559-2001

シンポジウムは事
前申込制

篠山市 ③
戦国武将大集合

篠山城を撮影会場とした和装・歴史創作系中心のコスプレ撮影会を開催し、
歴史と篠山城に親しむ機会を提供します。

11月27日 篠山城大書院 一般社団法人ノオト
http://plus-note.jp/REKIBUN/osyoin_top.htm
079-552-4500

篠山市 ②③ 文化祭 第1日目が校内発表、第2日目が一般公開で行います。 11月11日～12日
県立篠山産業高校
丹南校校内

県立篠山産業高校丹南校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~tannan-hs/

篠山市
①③
④

ふるさと発掘展「発掘が語る丹波篠
山－旧石器から篠山城まで－」

本展では当館の館蔵品を中心に丹波篠山の魅力に迫ります。
10月8日(土)～12月4

日(日)
篠山市立歴史美術
館

県立
考古博物館

http://www.hyogo-koukohaku.jp

079-437-5589

篠山市 ①③ マイセン磁器の300年

ヨーロッパ磁器の発祥となったドイツのマイセン磁器製作所が、2010年に開
窯300周年を迎えました。本展は、ヨーロッパ磁器誕生のドラマと300年にわ
たる歴史の全容を、国立マイセン磁器美術館のおよそ２万点におよぶコレク
ションより選りすぐった約160件の作品によってご紹介するものです。

9月10日(土)～11月
27日(日)

兵庫陶芸美術館 兵庫陶芸美術館 http://www.mcart.jp/23/exhibition/maisen/maisen.htm

篠山市 ① 金山登山会 金山への登山と地域探訪を行います。 11月13日 金山周辺 大山郷づくり協議会 無料 http://www.oyama-sasayama.net/

篠山市 ② キン・コン・カン・コンサート ハーモニカ奏者である南里沙さんのコンサートです。 10月11日 篠山東中学校 丹波の森公苑 無料 http://www.tanba-mori.or.jp/

篠山市 ② オープンスクール 平常の授業や児童の様子を公開します。 10月26日～28日 西紀小学校 西紀小学校 無料 syo_nisiki@city.sasayama.hyogo.jp

篠山市 ② 学習発表会 学年・学団で学習の発表を行います。 11月18日 西紀小学校体育館 西紀小学校 無料 syo_nisiki@city.sasayama.hyogo.jp

篠山市 ③
第35回兵庫県高等学校総合文化祭
開会行事

開会式、アトラクション、各部門紹介を行います。 10月29日
篠山市立四季の森
生涯学習センター

兵庫県
兵庫県教育委員会

無料
兵庫県高等学校文化連盟：県立須磨東高等学校
078-793-1616

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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篠山市 ③
第35回兵庫県高等学校総合文化祭
新聞部門発表会

新聞部門生徒による作品の展示発表を行います。 10月29日
篠山市立四季の森
生涯学習センター

兵庫県
兵庫県教育委員会

無料
兵庫県高等学校文化連盟：県立須磨東高等学校
078-793-1616

篠山市 ③
第35回兵庫県高等学校総合文化祭
吟詠部門発表会

吟詠部門生徒による発表を行います。 10月29日
篠山市立四季の森
生涯学習センター

兵庫県
兵庫県教育委員会

無料
兵庫県高等学校文化連盟：県立須磨東高等学校
078-793-1616

篠山市 ③
第35回兵庫県高等学校総合文化祭
茶道部門発表会

茶道部門生徒による呈茶会を行います。 10月29日
篠山市立四季の森
生涯学習センター

兵庫県
兵庫県教育委員会

無料
兵庫県高等学校文化連盟：県立須磨東高等学校
078-793-1616

篠山市 ② 農業クラブ奉仕作業 地元での清掃活動を実施する予定です。
10月下旬
11月下旬
12月上旬

福住校区 県立篠山東雲　　　　高校 無料 総務部079-557-0039

篠山市 ③ 第15回福住祭 地元地域と共催で行う文化祭です。 11月13日 県立篠山東雲高校 県立篠山東雲高校 無料 総務部079-557-0039

篠山市 ② ふれあい育児体験 幼稚園で園児と交流します。 11月17～24日 たき幼稚園 県立篠山東雲高校 無料 総務部079-557-0039

篠山市 ② オープンスクール 地域の方々に授業を公開します。
11月21日(月)～25日

(金)
県立篠山鳳鳴高校 県立篠山鳳鳴高校 無料 鳳鳴高校079-552-0047総務部  

篠山市 ② 授業研究会 校区の中学校・高校の先生と共に授業の研究会をします。 11月25日(金) 県立篠山鳳鳴高校 県立篠山鳳鳴高校 無料 鳳鳴高校079-552-0048総務部

篠山市 ② 「学校の先生になろう」講座 本校生徒2，3年生の教員志望者の講演会に地域の方々にも案内します。 10月26日(水) 県立篠山鳳鳴高校 県立篠山鳳鳴高校 無料 鳳鳴高校079-552-0049教務部

養父市 ② 学習発表会
各教科や総合的な学習の時間における探求的な体験学習活動、音楽学習
等の成果をステージ発表します。

11月13日
高柳小学校
(体育館)

高柳小学校 無料 079-662-2058

養父市 ② 学習発表会 学習の成果を発表します。 11月19日 伊佐小学校 伊佐小学校 無料 079-662-2087

養父市 ① オープンスクール 授業公開を行います。
11月22日(火), 24日

(木), 25日(金)
伊佐小学校 伊佐小学校 無料 079-662-2087

養父市 ②
学習発表会
オープンスクール
閉校に関連した行事

学習発表会で日ごろの学習の成果を発表します。閉校に関連した行事（赤
米贈呈式・感謝の集い）を行います。

10月22日, 23日（オー
プンスクール日程）

小佐小学校
(体育館）

小佐小学校 無料 079-662-2094
閉校に関連した行
事を実施

養父市 ② オープンスクール 授業公開を行います。 11月24日 八鹿小学校 八鹿小学校 無料 079--662-2185

養父市 ② 学習発表会（オープンスクール） 学習の成果を体育館ステージで発表します。 11月25日 八鹿小学校 八鹿小学校 無料 079--662-2185
小佐小学校児童
の
発表もあります。

養父市 ② 文化祭 生徒の舞台発表（合唱・演劇等）、美術作品や書写作品の掲示等をします。 11月5日 八鹿青渓中 八鹿青渓中 無料 079-662-2237

養父市 ② オープンスクール 学校開放をします。
10月31日～11月4日

※3日を除く
八鹿青渓中 八鹿青渓中 無料 079-662-2237

養父市 ② オープンスクール 自由参観日・祖父母参観日とする予定です。 11月18日 八鹿幼稚園 八鹿幼稚園 無料 079-662-2677

養父市 ② オープンスクール 校内マラソン大会、省エネ出前授業、給食試食会、避難訓練を行います。 10月20日 宿南小学校 宿南小学校 無料 079-662-2857

養父市 ② 学習発表会 総合的な学習時間の発表と作品展示、合唱披露を行います。 11月20日 宿南小学校 宿南小学校 無料 079-662-2857

養父市 ③ 但農祭 文化祭を地域住民に開放する。 11月12日, 13日 県立但馬農業高校 県立但馬農業高校 無料 079-662-6107

養父市 ③ 収穫感謝祭 映画鑑賞 11月17日
県立但馬農業高校
体育館

県立但馬農業高校 無料 079-662-6107

養父市 ③
八鹿文化祭
（舞踊音楽祭）

地区の文化祭に参加し、合唱披露を行います。 11月6日 八鹿文化会館
八鹿文化祭
実行委員会

無料 079-662-6141

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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養父市 ② オープンスクール 浅野小学校との交流授業を公開します。 11月19日 広谷小学校 広谷小学校 無料 079-664-0023

養父市 ①②
「浅野小学生の歌」収録と教育講演
会

在校生に加え卒業生による「浅野小学生の歌」の収録と作詞者のを講師に、
歌詞に託した教職員の思いと当時の小学校の様子について話を聞きます。

11月3日
養父市
ビバホール

浅野小学校 無料 079-664-0031

養父市 ② オープンスクール 授業参観及び校内マラソン大会を実施します。 11月14日～19日 浅野小学校 浅野小学校 無料 079-664-0031

養父市 ② 文化祭
中学生のメッセージ・合唱コンクール･吹奏楽部の演奏･学年演劇・英語ス
ピーチ･学年や教科の展示があります。

11月6日 養父中学校 養父中学校 無料 079-664-1001

養父市 ② オープンスクール 授業参観、PTA講演会、マラソン大会を行います。 11月9日～11日 養父小学校 養父小学校・PTA 無料 079-665-0300

養父市 ② オープンスクール
授業公開及び、校内マラソン大会、芸術鑑賞会（マリンバ演奏）、収穫祭を実
施します。

11月4日, 5日 建屋小学校 建屋小学校 無料 079-666-0240

養父市 ② オープンスクール文化祭 合唱コンクールや演劇の舞台発表を行います。 11月7日～13日
関宮中学校　関宮ノ
ビアホール

関宮中学校 無料 079-667-2759

養父市 ②
学習発表会
オープンスクール

教科、総合的な学習の時間等での取組を公開します。
11月19日, 22日, 24

日, 25日
関宮小学校 関宮小学校 無料 079-667-3100

養父市 ②
学習発表会
オープンスクール

午前中は公開授業午後は学習発表会を行います。 11月19日 大屋小学校 大屋小学校 無料 079-669-0016

養父市 ②
オープンスクール
文化祭

授業公開を行います。
合唱と演劇等の舞台発表及び作品展示を行います。

11月1日～5日
※3日を除く
11月6日（日）

大屋中学校 大屋中学校 無料 079-669-0111

丹波市 ② よしみフェスタ
総合的な学習の時間や音楽の成果を保護者・地域の皆さんを迎えて発表し
ます。

11月19日
吉見小学校
体育館

吉見小学校 無料   0795-85-0017

丹波市 ③ 音楽会 学年ごとに歌や演奏を披露します。 11月19日 新井小学校 新井小学校 無料  0795-72-0346

丹波市 ②③ 音楽会
1年生から6年生まで各学年に応じた曲を歌唱や器楽演奏で表現し、それを
保護者や地域住民の方に鑑賞してもらいます。前日に児童向けの音楽会を
し、翌日の土曜日に保護者・地域に向けての音楽会を実施します。

11月19日 崇広小学校
体育館

崇広小学校 無料  0795-72-0533

丹波市 ② 音楽会 和田幼小学校全学年の音楽発表をします。（オープンスクール） 11月19日
和田小学校
体育館

和田小学校 無料  0795-76-0002

丹波市 ② 人権参観と学級懇談 和田幼小学校が人権に関する授業や保育の公開 11月1日 和田小学校 和田小学校 無料  0795-76-0002

丹波市 ①
至山（いたりやま）
登山

児童・保護者並びに地域住民による山登りです。 10月23日 至山
丹波市
小川自治振興会

無料  0795-77-0044

丹波市 ① もみじ祭り 石龕寺周辺のもみじがりと武者行列があります。（こども武者も参加します） 11月20日 石龕寺周辺
丹波市
小川自治振興会

無料  0795-77-0044

丹波市 ② こころの参観日 人権に係る参観授業を全学年実施し、その後、学級で懇談会を行います。 10月20日 小川小学校 小川小学校 無料  0795-77-0048

丹波市 ② ふれあい音楽会 PTAや地域の有志も参加する小学校の音楽会です。 11月19日 小川小学校 小川小学校 無料  0795-77-0048

丹波市 ② マラソン大会 全校児童を対象に、学年に応じて長距離を走ります。 12月1日 山南町井原の農道 小川小学校 無料  0795-77-0048

丹波市 ② オープンスクール 校内音楽会 11月25日
久下小学校
体育館

久下小学校 無料  0795-77-0607

丹波市 ②
丹波市小学校
連合音楽会

丹波市内の6年生が集い、日頃の授業やその過程を大切にした音楽学習の
成果を発表し合います。

11月25日
丹波市春日文化
ホール

丹波市小学校
音楽研究部

無料  0795-78-0504

丹波市 ② オープンスクール ３日間、保護者や地域の方に、学校教育の取組（授業等）を公開します。 10月19日～21日 上久下小学校 上久下小学校 無料  0795-78-0504

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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丹波市 ①② 上久下みんなまるコンサート
弾き語りアルパ「内海淳子」さんを招いて、コンサート（弾き語り＆トーク）を開
催します。

10月19日～21日
上久下小学校
体育館

上久下小学校
ＰＴＡ

無料  0795-78-0504
オープンスクール
の中で行います。

丹波市 ② ふれあい音楽会 音楽教育の発表の場として、保護者や地域の方に参観していただきます。 11月19日
上久下小学校
体育館

上久下小学校 無料  0795-78-0504

丹波市 ② マラソン大会
朝のマラソンの総仕上げとして記録会を行い、保護者や地域の方にも参観
していただきます。

12月9日 上久下小学校周辺 上久下小学校 無料  0795-78-0504

丹波市 ② 学習発表会
音楽を中心に、学習した内容や成果を発表し、保護者や地域の人に観ても
らいます。

11月19日
南小学校
体育館

南小学校
南幼稚園

無料  0795-82-0011

丹波市 ② 人権参観日 親子で人権について考えます。 11月1日 西小学校 西小学校 無料  0795-82-0204

丹波市 ③ ふれあい発表会 各学年やPTAが出演する音楽発表会です。 11月19日 西小学校 西小学校 無料  0795-82-0204

丹波市 ② 人権参観日
各学年の発達段階に応じて、自分や人を大事にすること、みんなの人権に
ついて、各学年が課題を持って学習します。また。授業後は、ＰＴＡ主催の人
権講演会を行う予定です。

10月14日 東小学校 東小学校 無料  0795-82-0334

丹波市 ② 校内音楽会
幼稚園・小学校の園児児童が日頃の歌や合奏の学習の成果を保護者や地
域の方に発表します。ＰＴＡの皆様も合唱で参加されます。

11月23日
東小学校
体育館

東小学校 無料  0795-82-0334

丹波市 ② 環境体験事業
学校の裏山である「城山」を学習フィールドに、自然環境について地域の方
に山と生活の繋がりや自然を守ることの大切さについて話を聞かせていただ
き、自然と親しむ学習を行います。

11月中旬
東小学校
裏山（城山）

東小学校 無料  0795-82-0334

丹波市 ② マラソン記録会
毎年、11月から学校で朝のマラソンを行い、鍛えた成果を保護者や地域の
方に披露します。今年も丹波年輪の郷のコースで行う予定です。

12月2日 丹波年輪の郷 東小学校 無料  0795-82-0334

丹波市 ② 音楽表現発表会 園児・児童が音楽科（合奏・合唱・音楽劇）を中心に発表をします。 11月18日
中央小学校
体育館

中央小学校 無料  0795-82-1033

丹波市 ② 前山っ子フェスタ 小学生、PTA、グループホームの方が歌や演奏を発表し、聴き合います。 11月19日
前山小学校
体育館

前山小学校 無料  0795-85-0427

丹波市 ② 参観日 人権をテーマにした授業を公開します。 11月19日 鴨庄小学校 鴨庄小学校 無料  0795-85-0490

丹波市 ② オープンスクール 普段の学校生活の様子を公開します。 11月2日 鴨庄小学校 鴨庄小学校 無料  0795-85-0490

丹波市 ② 校内音楽会 児童が合唱や合奏を発表します。 11月19日
鴨庄小学校
体育館

鴨庄小学校 無料  0795-85-0490

丹波市 ② マラソン記録会 学校周辺のコースを学年ごとに走ります。 12月8日
鴨庄小学校
及び学校周辺

鴨庄小学校 無料  0795-85-0490

丹波市 ② 人権参観日 授業公開と講演会を行います。 10月27日 三輪小学校 三輪小学校 無料  0795-85-0671

丹波市 ② 図工展 各学年の図工作品を展示します。 11月18日, 19日 三輪小学校 三輪小学校 無料  0795-85-0671

丹波市 ③ 竹田ふれあいまつり
竹田地区自治振興会を中心に行われる竹田地区のイベントです。児童は、
クラブ活動で地域の方にご指導いただいた成果や、自主的な出し物を発表
します。

10月23日
竹田コミュニティーセ
ンター

丹波市
竹田地区
自治振興会

無料  0795-86-0004

丹波市 ②
オープン参観日
（人権講演会）

５校時は人権教育の授業参観、６校時は保護者や地域の方と一緒に４～６
年生は人権講演会に参加し、１～３年生は人権のペープサートを見ます。

10月18日 竹田小学校 竹田小学校竹田幼小ＰＴＡ 無料  0795-86-0465

丹波市 ② オープン参観日
始業時よりオープン参観日として、保護者や地域の方々等に自由に参観し
ていただきます。

10月19日 竹田小学校 竹田小学校 無料  0795-86-0465

丹波市 ②
オープン参観日　　（竹田っ子発表
会）

音楽表現を中心に、朗読やミュージカル等、幅広い表現活動を発表します。
保護者や地域の方々等、多くの皆様にご参観いただきます。

11月19日 竹田小学校 竹田小学校 無料  0795-86-0465

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

丹波市 ② マラソン大会
日頃取り組んできた持久走の発表の場として、会場を学校からスポーツピア
いちじまに移し、マラソン大会を実施します。

12月8日
スポーツピアいちじ
ま

竹田小学校 無料  0795-86-0465

丹波市 ② 「食育」研究発表会 「食育」に関する授業を公開し、講演会を開催します。 10月25日 佐治小学校 佐治小学校 無料  0795-87-0043

丹波市 ② 人権参観日
人権教育の授業を公開するとともに、「対話の日」で親子が家庭で話し合い
ます。

11月1日 佐治小学校 佐治小学校 無料  0795-87-0043

丹波市 ③ 音楽鑑賞 音楽を全校児童が鑑賞し情操を育てます。 11月1日 佐治小学校 佐治小学校 無料  0795-87-0043

丹波市 ②③ 校内音楽会 地域の方や保護者に、日頃の音楽学習の成果を発表します。 11月19日
佐治小学校
体育館

佐治小学校 無料  0795-87-0043

丹波市 ① 緑の少年団募金活動 募金活動をとおして、自然を大切にする心の育成を啓発します。 11月14日～19日 佐治小学校 佐治小学校 無料  0795-87-0043

丹波市 ② 校内図工展 地域・保護者に、日頃の図画工作学習の成果を発表します。
11月30日

～
12月2日

佐治小学校 佐治小学校 無料  0795-87-0043

丹波市 ② 校内図工展 保護者や地域住民に児童の図工作品展示公開します。 11月18日 芦田小学校 芦田小学校 無料  0795-87-0101

丹波市 ② 校内音楽会 保護者や地域住民に音楽会を開催し、合奏や合唱等を披露します。 11月19日 芦田小学校 芦田小学校 無料  0795-87-0101

丹波市 ②
人権参観日
(ｵｰﾌﾟﾝ参観）

各学年とも人権に関する授業を公開します。 10月14日 神楽小学校 神楽小学校 無料  0795-87-5155

丹波市 ②
校内音楽会
(ｵｰﾌﾟﾝ参観）

1年から6年まで斉(合）唱、合奏を行います。 11月19日 神楽小学校 神楽小学校 無料  0795-87-5155

丹波市 ②
校内ﾏﾗｿﾝ大会
(ｵｰﾌﾟﾝ参観）

各学年ごとマラソン大会を行います。 12月2日 神楽小学校 神楽小学校 無料  0795-87-5155

丹波市 ② ふれあい音楽会 校内音楽会を開催します。 11月19日
北小学校
体育館

北小学校 無料  0795-87-7030

丹波市 ② ソフトボール交流大会 丹有地区と但馬地区のソフトボール合同練習会 11月12日, 13日 丹波市青垣町
丹有・但馬の高校ソフトボール
協会

無料 079-552-1194

丹波市 ②
市民総がかりで
進める丹波の
教育フォーラム

３人のパネラーによるパネルディスカッションを行います。３年目を迎えた今
年度は、「子どもの未来を支えるチカラ」をテーマに、学校・家庭・地域が一体
となった連帯を生み出すには何が必要かを考えます。市内の研究指定校に
よる取組の発表も行います。

11月26日
丹波市春日文化
ホール

丹波市教育委員会 無料 0795-70-0811

丹波市 ③
丹波市中学校
連合音楽会

丹波市内中学校の合唱、吹奏楽、伝統音楽などの発表会です。 11月11日 丹波の森公苑 丹波市中学校音楽担当者会 無料 0795-72-0077

丹波市 ② 文化祭 恒例の文化祭 11月5日, 6日
柏原中学校
体育館等

柏原中学校 無料 0795-72-0077

丹波市 ② 食育（クッキング）
クッキング体験～幼稚園で栽培し収穫した野菜を使ってクッキングして味わ
う体験をします。

11月19日 崇広幼稚園 崇広幼稚園 無料 0795-72-0532

丹波市 ② 音楽発表会 園児による歌や合奏を発表します。 11月24日
崇広幼稚園
崇広小学校

崇広幼稚園 無料 0795-72-0532

丹波市 ② 音楽会 幼稚園児・小学校児童が歌や合奏など音楽表現発表を行います。 11月19日 新井小学校
新井小学校
新井幼稚園

無料 0795-72-3415

丹波市 ② 人権参観 人の命や心を大切にしていく学習を参観してもらう。 10月13日
黒井小学校
黒井幼稚園

黒井小学校 無料 0795-74-0035

丹波市 ①② 黒井城まつり 地域の歴史を学び地域に誇りをを持つ学習を行います。 11月5日 黒井小学校
黒井幼稚園黒井小学校黒井
地区自治協議会

0795-74-0035

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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丹波市 ② 校内音楽会 音楽に興味関心を持ち、音楽に親しむことをねらっています。 11月22日
黒井小学校
体育館

黒井小学校 無料 0795-74-0035

丹波市 ① 介護員養成研修講座終了式 介護員養成研修2級課程の取得 10月20日 県立氷上高校 県立氷上高校 0795-74-0104

丹波市 ② 稲刈り交流 地元の小学生が春に田植えを行った稲を収穫する。 10月中旬 県立氷上高校 県立氷上高校 無料 0795-74-0104

丹波市 ② いも掘り交流
地元の幼稚園、小学校の園児、児童が春に植付けをしたいもを本校生と共
に収穫する。

10月下旬 県立氷上高校 県立氷上高校 無料 0795-74-0104

丹波市 ② 桃陵祭（文化祭） 本校文化部の発表、農産物の販売、物産販売等の教育活動を紹介する。 11月3日 県立氷上高校 県立氷上高校 無料 0795-74-0104

丹波市 ② 第2回ｵｰﾌﾟﾝﾊｲｽｸｰﾙ 桃陵祭に各中学生を招待し、本校の教育活動を理解する。 11月3日 県立氷上高校 県立氷上高校 無料 0795-74-0104

丹波市 ② 商業科販売実習 本校商業科3年生が校内の生産物を販売する。 11月中旬 市内量販店 県立氷上高校 0795-74-0104

丹波市 ② 餅つき交流
地元の小学生が本校で収穫した餅米を使って本校生と餅つきを行い、交流
を図る。

11月30日 県立氷上高校 県立氷上高校 無料 0795-74-0104

丹波市 ② 商業科販売実習 本校商業科3年生が校内の生産物を販売する。 12月中旬 市内量販店 県立氷上高校 0795-74-0104

丹波市 ② ミュージックフェスタ
例年の音楽発表会に今年度小中連携を行っています。春日中学校のブラス
バンドを招待し演奏をしていただきます。

11月19日
春日部小学校
体育館

春日部小学校 無料 0795-74-0112

丹波市 ② ミュージックフェスタ
例年の音楽会に今年度小中連携を行っています。春日中学校のブラスバン
ドを招待し演奏をしていただきます。

11月19日
春日部小学校
体育館

春日部小学校 無料 0795-74-0112

丹波市 ① 音楽会 全校児童園児が、歌や合奏など音楽を保護者や地域の人に披露します。 11月19日
船城小学校
体育館

船城小学校 無料 0795-74-0142

丹波市 ② 文化祭 校内において、作品展示、ステージ発表をします。 11月5日, 6日 春日中学校 春日中学校 無料 0795-74-2075

丹波市 ② オープンスクール 学校公開、授業や学校での活動の様子を自由に見学します。 11月14日～16日 春日中学校 春日中学校 無料 0795-74-2075

丹波市 ② おかの花訪問交流
地域の特別養護老人ホームに出かけ、一緒に歌を歌ったり、踊ったりしてふ
れあいを持ちます。

11月上旬
おかの花特別養護
老人ホーム

船城幼稚園 無料 0795-74-2440

丹波市 ② 校内音楽会
広く地域の方を招いて,幼稚園年少児から小学6年生までの歌や演奏を聴い
ていただく発表の場です。

11月19日
船城小学校
体育館

船城幼稚園
船城小学校

無料 0795-74-2440

丹波市 ② マラソン大会
11月上旬から始めたマラソンの成果を発揮する場として、保護者や地域の
方に観にきていただきます。

12月1日 船城小学校周辺
船城幼稚園
船城小学校

無料 0795-74-2440

丹波市 ② 人権参観日 心や命を大切にする参観を行った後、懇談会をします。 10月13日
黒井幼稚園
黒井小学校

黒井幼稚園
黒井小学校

無料 0795-74-2441

丹波市 ①② 黒井城まつり 故郷の良さを知るために地域の人たちと共に行う行事を実施します。 11月5日
黒井幼稚園
黒井小学校

黒井幼稚園
黒井小学校
黒井地区自治協議会

無料 0795-74-2441

丹波市 ② 黒井ふれあい音楽会 幼稚園・小学校における音楽科教育の発表を行います。 11月22日
黒井小学校
体育館

黒井幼稚園
黒井小学校

無料 0795-74-2441

丹波市 ② ふれあい発表会 児童・園児が学習したことを他学年や保護者、地域の方々に伝えます。 11月19日
進修小学校
体育館

進修小学校 無料 0795-75-0037

丹波市 ② ひだまりハウス訪問 地域の高齢者の方と一緒に遊んでふれ合います。 11月10日
春日農村環境
改善センター

ひだまりハウス 無料 0795-75-0402

丹波市 ②
進修幼稚園小学校
ふれあい発表会

子どもたちが学習したこと（幼稚園は音楽）を発表します。図工の作品も展示
します。

11月19日
進修小学校
体育館

進修小学校
進修幼稚園

無料 0795-75-0402

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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丹波市 ② 早朝マラソン 朝の時間に全校生が運動場を走ります。
11月2日

～
12月2日

大路小学校
運動場

大路小学校 無料 0795-75-0458

丹波市 ② 校内音楽会 認定こども園と大路小学校の園児・児童が音楽学習の成果を発表します。 11月18日
大路小学校
体育館

大路小学校 無料 0795-75-0459

丹波市 ② 第39回文化祭 クラスごとの演劇・合唱、展示など日々の学習の成果を発表します。 11月5日, 6日
和田中学校
体育館等

和田中学校 無料 0795-76-0040

丹波市 ② ｷﾝ･ｺﾝ･ｶﾝｺﾝｻｰﾄ サックスフォンの演奏やトークを楽しみます。 11月6日
和田中学校
体育館等

和田中学校 無料 0795-76-0040

丹波市 ② 親子歯磨き教室
園児向けに歯のお話と歯磨き指導、保護者向けに歯の健康についての講話
があります。

11月19日
和田幼稚園
遊戯室

和田幼稚園 無料 0795-76-0503

丹波市 ② 音楽会 オープン参観日、小学校とともに音楽発表をします。 11月19日
和田小学校
体育館

和田小学校
和田幼稚園

無料 0795-76-0503

丹波市 ③ 漢方の里まつり 漢方の里まつりに参加し、運動会にしたダンス踊ります。 10月23日 薬草薬樹公園 ふるさと和田振興会 無料 0795-76-2400

丹波市 ②③ 文化祭
合唱コンクールや演劇、吹奏楽部のステージ発表を行います。教科や総合
的な学習の時間に学んだことを展示発表します。6日（日）は、ＰＴＡ福祉部会
が中心に「ＰＴＡバザー」が開催されます。

11月5日, 6日 体育館 山南中学校 無料 0795-77-0077

丹波市 ② オープンスクール
３日間を学校開放とします。26日は、ＰＴＡと共催で全校人権学習会を開催し
ます。

11月24日～26日 中学校内 山南中学校 無料 0795-77-0077

丹波市 ① たんば青春俳句祭
予備選句をした小学校から大学生一般の部までの計100句から各賞を決定
する公開選句会を13:30から実施します。また、当日受付にて午前中に俳句
ラリーを開催します。

11月27日 柏原住民センター たんば青春俳句祭実行委員会 無料 0795-82-0409
撰者
坪内稔典、宇多喜
代子、植山俊宏

丹波市 ②③ 文化祭 中学生が、合唱や劇調べたことを展示と発表をします。 11月5日, 6日
氷上中学校
体育館等

氷上中学校 無料 0795-82-1148

丹波市 ②
人権懇談会
（オープンスクール）

人権参観日で保育参観や学年単位で意見交換会をします。 10月26日 中央幼稚園
中央幼稚園
小学校

無料 0795-82-3496

丹波市 ② 音楽表現発表会 幼小一緒に音楽表現の発表会をします。 11月18日 中央小学校
中央幼稚園
小学校

無料 0795-82-3496

丹波市 ② 学習発表会 幼稚園・小学校の音楽を中心とした表現活動を実施します。 11月19日
南小学校
体育館

南小学校 無料 0795-82-3497

丹波市 ② ふれあい発表会
幼稚園・小学校が各学年で音楽発表をし、保護者や地域の方に鑑賞してい
ただき交流します。

11月19日
西小学校
体育館

西幼稚園
西小学校

無料 0795-82-3498

丹波市 ② 音楽会 保護者や地域の方々を迎えて、幼稚園・小学校の音楽会を行います。 11月23日
東小学校
体育館

東幼稚園
東小学校

無料 0795-82-3499

丹波市 ② 文化祭 芸術文化発表会 11月5日, 6日 市島中学校 市島中学校 無料 0795-85-0046

丹波市 ① 保育実習 ３年生による、保育実習 11月22日
市島地域
各認定こども園
各保育園

市島中学校 無料 0795-85-0046

丹波市 ②
市島地域同学年人権同和研修会公
開保育

幼稚園における人権教育の公開保育と研修会を行います。 11月1日 三輪幼稚園 三輪幼稚園 無料 0795-85-0529

丹波市 ② 音楽会 各学年が合唱と合奏を披露します。 11月19日 三輪小学校 三輪小学校 無料 0795-85-0671

丹波市 ② マラソン大会 各学年別に距離を変え、長距離を走ります。 12月1日 三輪小学校 三輪小学校 無料 0795-85-0671

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

丹波市 ② 音楽会 幼稚園・小学校の園児・児童の合奏や合唱の日ごろの成果を発表します。 11月9日
三輪小学校
体育館

三輪幼稚園
三輪小学校

無料 0795-85-0671

丹波市 ① いちじまいきいきフェスタ２０１１ 保育園、認定こども園、小中学校の絵画作品の展示をします。 11月6日
丹波市
ライフピアいちじま

丹波市
まちづくり部
市島支所
生涯学習係

無料 0795-85-1001

丹波市 ③ 竹田ふれあい祭り 竹田地区の保・幼・小の絵画や俳句を展示をします。 10月23日
竹田コミュニティーセ
ンター

丹波市
竹田地区

無料 0795-86-0004

丹波市 ② 竹田っこ発表会（オープンスクール） 学年ごとに音楽発表をします。 11月19日
竹田小学校
体育館

竹田幼稚園
竹田小学校

無料 0795-86-0918

丹波市 ① もみじマラソンボランティア
中学生が青垣町で行われるもみじマラソンの運営にボランティアで参加しま
す。

11月6日 グリーンベル青垣 丹波市 無料 0795-87-0212

丹波市 ② オープンスクール
中学校の教育活動及び生徒の活動を広く保護者、地域の方々に参観しても
らいます。

11月14日～19日 青垣中学校 青垣中学校 無料 0795-87-0212

丹波市 ② 竹馬名人発表会 全校生が竹馬の技を競い合います。 10月中旬
遠阪小学校
運動場

遠阪小学校 無料 0795-88-0004

丹波市 ② 輝く遠阪っ子発表会
第１部は、音楽や詩の朗読、英語活動での歌などを児童が発表します。第２
部は、音楽活動をされている方に来ていただき、ミニコンサートを行います。

11月19日
遠阪小学校
体育館

遠阪小学校 無料 0795-88-0004

丹波市 ② マラソン大会 校内マラソン大会をした後、PTAによるうどん給食をいただきます。 12月2日
遠阪小学校
運動場及び
周辺道路

遠阪小学校 無料 0795-88-0004

丹波市 ② 中学校体育祭 中高連携校の地元中学校の体育祭に本校生徒が参加します 9月10日 青垣中学校 青垣中学校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~hikaminishi-hs/

丹波市 ① パラグライダー実習
世界的に著名な地域のパラグライダー講師による本校生の飛行実習をしま
す。体験を通して、夢や地域に対する愛着を育むことを目的とします。

9月28日, 10月5日 パラグライダー会場 県立氷上西高校 http://www.hyogo-c.ed.jp/~hikaminishi-hs/

丹波市 ②
高校生就業体験事業
インターンシップ

2年生全員が近隣の事業所にお世話になり、3日間インターンシップを行いま
す。

10月19日～21日 青垣町内の事業所 県立氷上西高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~hikaminishi-hs/

丹波市 ① 青垣ボランティア祭り
本校まちづくり部が青垣町ボランティアクラブ・ママsajiと連携し、祭りの企画
運営をします。

10月22日 青垣住民センター 青垣ＶＣ 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~hikaminishi-hs/

丹波市 ② 中学校文化祭 中高連携校の地元中学校、文化祭に本校佐治川太鼓部が出演します 10月29日, 11月5日 青垣・氷上中学校 青垣・氷上中学校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~hikaminishi-hs/

丹波市 ②
総合的な学習の時間
｢郷土を知る｣

1年生全員が兵庫県森林動物研究センターと植野記念美術館に行き、鳥獣
が森林に及ぼす影響やヨーロッパ絵画展を鑑賞します。

11月1日

兵庫県森林動物研
究センター及び丹波
市立植野記念美術
館

県立氷上西高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~hikaminishi-hs/

丹波市 ③ 大学祭参加
丹波市と連携をしている関西大学の学園祭で、連携校の地元2中学校・まち
づくり部等と「西高を支援する会」が協力して地元丹波市の広報をします。

11月5日 関西大学 丹波市 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~hikaminishi-hs/

丹波市 ③ 丹波八宿祭り
本校まちづくり部が関大佐治スタジオと連携し、祭りの企画運営に協力しま
す。

11月3日 佐治地区 佐治自治協議会 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~hikaminishi-hs/

丹波市 ① もみじの里マラソン
丹波市陸協と連携し、全校生徒が出場をする中で本校PTA・西高活性化支
援協議会も協力して実施します。

11月6日 青垣グリーンベル 丹波市 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~hikaminishi-hs/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

丹波市 ② 授業公開
本校の教育活動を地域の方々に授業を中心に公開・研究授業及び研究会
を実施します。

11月7日～12日 県立氷上西高校 県立氷上西高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~hikaminishi-hs/

丹波市 ② 中高連携芸術鑑賞会
足立知謙氏（青垣出身）の里帰りコンサートを地元中学校・地域の方々を招
いて実施します。また本校佐治川太鼓部や中学校吹奏楽部とのコラボも計
画中です。

11月9日 青垣住民センター 県立氷上西高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~hikaminishi-hs/

丹波市 ②
文化祭
（ｵｰﾌﾟﾝﾊｲｽｸｰﾙ）

青垣・氷上中学校が展示部門で参加。また、青垣中学校吹奏楽部がステー
ジ部門で出演し演奏します。

11月12日
県立氷上西高校体
育館

県立氷上西高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~hikaminishi-hs/

丹波市 ②
文化祭
（ｵｰﾌﾟﾝﾊｲｽｸｰﾙ）

地元出身のスポーツ選手や文化人等を招きキャリア教育講演会を実施しま
す。

11月12日
県立氷上西高校体
育館

県立氷上西高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~hikaminishi-hs/

丹波市 ③ 大名草収穫祭り 本校佐治川太鼓部が大名草地区と連携し出演します。 11月13日 大名草道の駅 大名草自治協議会 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~hikaminishi-hs/

丹波市 ②
総合的な学習の時間
｢郷土を知る｣

1年生全員が近隣の「丹波布伝承館」をたずね、糸紡ぎ、染色等の地域伝来
の丹波布について学びます。

11月16日 丹波布伝承館 県立氷上西高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~hikaminishi-hs/

丹波市 ②
総合的な学習の時間
｢郷土を知る｣

地域の郷土史研究家を講師としてを招き、1年生全員が郷土の歴史や文化
を学びます。

11月30日 県立氷上西高校 県立氷上西高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~hikaminishi-hs/

丹波市 ① 青垣診療所クリスマス会 本校佐治川太鼓部が診療所と連携しクリスマス会に出演します。 12月24日 診療所 青垣診療所 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~hikaminishi-hs/

丹波市 ② オープンスクール 本校における日頃の教育活動を保護者や地域の方々に公開します。 10月12日～14日
県立氷上特別支援
学校

県立氷上特別支援学校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~hikami-sn/

丹波市 ② 学習発表会
舞台発表や作品展示等を通して日頃の学習成果を示し、生徒が制作した品
物をバザーで販売します。

11月12日
県立氷上特別支援
学校

県立氷上特別支援学校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~hikami-sn/

丹波市 ② オープンスクール 授業公開（研究授業も含む） 10月21日～26日 県立柏原高校校内 県立柏原高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~kaibara-hs/

丹波市 ② オープンスクール 生徒の作品展示（美術・書道） 10月21日～26日 県立柏原高校校内 県立柏原高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~kaibara-hs/

丹波市 ② オープンスクール ミニコンサート（コーラス部） 10月下旬 県立柏原高校校内 県立柏原高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~kaibara-hs/

丹波市 ② オープンスクール ミニコンサート（吹奏楽部） 10月下旬 県立柏原高校校内 県立柏原高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~kaibara-hs/

丹波市 ② オープンスクール
文化公演会（劇団イングによる公演）
演目「EDDIE」保護者にも公開する

10月27日 丹波の森公苑 県立柏原高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~kaibara-hs/

丹波市 ② 保健講演会 「命」に関連したテーマで講演を予定（講師：未定） 10月～11月 県立柏原高校校内 県立柏原高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~kaibara-hs/

丹波市 ② 小中高連携 サッカー部と小中学生との連携 11月3日 アスコ・ザ・パーク 県立柏原高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~kaibara-hs/

丹波市 ② 地域オープン講座 音楽「器楽」の授業で琴の演奏を習う 9月～10月 県立柏原高校校内 県立柏原高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~kaibara-hs/

丹波市 ② 地域オープン講座 美術の授業で銅版画メゾチソト版画の制作 10月～11月 県立柏原高校校内 県立柏原高校 http://www.hyogo-c.ed.jp/~kaibara-hs/ 材料費のみ徴収

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

丹波市 ②
小中高交流文化祭、講演会（インス
パイア・ハイスクール）

地元の小学校、中学校、高等学校及び地域住民合同の文化祭を実施しま
す。地元と縁のある講師を招き、講演会を実施します。

11月12日
県立
氷上西高等学校

県立
氷上西高等学校

無料
県立氷上西高等学校
0795-87-0146

丹波市 ②③
震災チャリティー
音楽祭

丹波市立崇広小学校体育館にて柏原中学校吹奏楽部が演奏 10月30日
崇広小学校
体育館

無料
詳細は
未定

南あわじ
市

② オープンスクール
授業及び部活動等の参観を行います。23日（8:40～15:00）には文化祭を実
施します。

11月21日～25日 御原中学校 御原中学校 無料 0799-36-2063

南あわじ
市

② オープンスクール
授業公開をはじめ、17日（10：00～11：30）には親子芸術鑑賞会（影絵劇）も
行います。

11月16日～18日 松帆小学校 松帆小学校 無料 0799-36-2221

南あわじ
市

② 学習発表会 劇や合唱・合奏など日頃の学習の成果を学年ごとに発表します。 12月2日 松帆小学校 松帆小学校 無料 0799-36-2221

南あわじ
市

① お餅つき
祖父母参観の後、餅つきを更生保護女性会や老人会も加わってし、ついた
おもちを入れた雑煮を食べます。

12月2日 湊幼稚園
湊幼稚園　　　　　　　　　　　　湊
幼稚園ＰＴＡ

無料 0799-36-2835

南あわじ
市

① ぴよちゃんクラブ 地域の子育て広場です。 11月9日 志知幼稚園 志知幼稚園 無料 0799-36-3340

南あわじ
市

① 地域老人会交流会 老人会の方と竹玩具作りをします。 11月11日 志知幼稚園 志知幼稚園 無料 0799-36-3340

南あわじ
市

② 学習発表会 日頃の学習成果を地域の方々に発表します。 11月30日
西淡志知小
体育館・教室

西淡志知
小学校

無料 0799-36-3555

南あわじ
市

①
南あわじ市人権
フェスティバル

作文発表など人権教育に関わる様々な催しを行います。 12月10日 三原公民館 南あわじ市人権教育協議会 無料 0799-37-3019

南あわじ
市

①
アジア国際
子ども映画祭

子どもたちと「学ぶこと（まなび）・教育」をテーマに撮った作品をアジア各地
から集め、映像を通して交流します。

12月3日
南あわじ市
文化体育館

アジア国際
子ども映画祭
実行委員会

無料 0799-37-3020

南あわじ
市

①
南あわじ市PTA
家庭教育フォーラム

子どもの教育についての講演会や分科会を行います。 10月16日
南あわじ市
文化体育館

南あわじ市
連合PTA

無料 0799-37-3020

南あわじ
市

② 文化祭
中学生の文化的活動に保護者、地域の方の絵画や書道等の作品展示をし
ます。

11月5日
辰美中学校
体育館

辰美中学校 無料 0799-38-0241

南あわじ
市

②
親子ふれあい
フェスティバル　　　　幼稚園ウィーク

親子ふれあいフェスティバルは南あわじ市幼稚園連合ＰＴＡ主催で各単Ｐの
出し物に親子で参加し、ふれあって遊びます。幼稚園ウィークは南あわじ市
幼稚園主催で講師を招き、親子の“ヨガ遊び”を指導していただきます。

11月20日
松帆活性化
センター

南あわじ市
幼稚園

無料 0799-38-0352

南あわじ
市

② 子育て広場
地域の子育て広場より講師を招き、未就園児の親子がお話を聞いたり、一
緒に遊びます。

11月8日 津井幼稚園 津井幼稚園 無料 0799-38-0352

南あわじ
市

③
祖父母参観　　　　　　　お餅つき大
会

園児の祖父母を招き、出し物を見ていただいたり、一緒にふれあって遊びま
す。その後、みんなでお餅つき大会をします。

12月上旬 津井幼稚園 津井幼稚園 無料 0799-38-0352

南あわじ
市

② ぴよちゃんくらぶ 園庭開放で、地域の未就園児と遊びます。 11月8日 伊加利幼稚園 伊加利幼稚園 無料 0799-39-0026

南あわじ
市

②
祖父母参観
お餅つき大会

祖父母や地域の老人会の方と一緒にお餅つきをします。 12月9日 伊加利幼稚園 伊加利幼稚園 無料 0799-39-0026

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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南あわじ
市

②
南あわじ市幼稚園
造形展

6園の幼稚園児（3、4、5歳児）の絵画や造形作品を展示します。 11月8日～20日
ショッピングセンター
“シーパ”

南あわじ市
幼稚園

無料 0799-39-0160

南あわじ
市

③ 丸山公民館祭り 丸山地区の集いに丸山幼稚園児が参加します。 11月13日 丸山公民館 丸山公民館 無料 0799-39-0210

南あわじ
市

① ぴよちゃんくらぶ 未就園児や地域の方々と交流します。 11月8日 阿那賀幼稚園 阿那賀幼稚園 無料 0799-39-0240

南あわじ
市

② オープンスクール 保護者や地域住民に、平素の学校教育活動を終日自由に見ていただます。 11月16日 神代小学校 神代小学校 無料 0799-42-0037

南あわじ
市

② 公開授業 授業力向上目指した授業公開をします。 11月15日 県立淡路三原高校 県立淡路三原高校 無料 0799-42-0048

南あわじ
市

② オープンスクール 地域の方に学校を公開します。 11月2日, 4日 八木小学校 八木小学校 無料 0799-42-0128

南あわじ
市

② 学習発表会 地域の方に学習の成果の発表をします。 12月3日 八木小学校 八木小学校 無料 0799-42-0128

南あわじ
市

② 文化発表会 文化部の発表・各学年の発表を行います。 11月5日
三原中学校
体育館

三原中学校 無料 0799-42-1239

南あわじ
市

② オープンスクール 保小交流・親子料理・親子試食・親子ふれあい講演会等を行います。
11月1日～4日(除3

日)
榎列小学校 榎列小学校 無料 0799-42-2049

南あわじ
市

② 学習発表会 劇やだんじり唄など日頃の学習の成果を学年ごとに発表します。 11月26日 榎列小学校 榎列小学校 無料 0799-42-2049

南あわじ
市

② オープンスクール １７日は敬老参観を兼ねています。 11月16日, 17日
三原志知
小学校

三原志知
小学校

無料 0799-42-3109

南あわじ
市

①
第3回食の島”あわじ”うまいもん
フェア

郷土部が公演します。 11月6日 淡路ファームパーク 淡路ファームパーク 無料 0799-43-2626

南あわじ
市

①
第3回食の島”あわじ”うまいもん
フェア

ダンス部が出演します。 11月6日 淡路ファームパーク 淡路ファームパーク 無料 0799-43-2626

南あわじ
市

② オープンスクール 学校の授業などの教育活動を地域や保護者に公開します。
11月

(詳細未定)
広田小学校 広田小学校 無料 0799-45-0013

南あわじ
市

③ 文化祭
生徒の合唱・演劇・吹奏楽発表、美術・技術家庭・書道・理科自由研究作品
等を展示します。

11月2日
広田中学校
体育館

広田中学校 無料 0799-45-0039

南あわじ
市

②
南あわじ市小学校
なかよし音楽会

南あわじ市内17校の６年生全員が参加します。 11月9日
南あわじ市
文化体育館

南あわじ市　　　小学校長会 無料 0799-46-0009

南あわじ
市

② オープンスクール
11月19日の9:00～11:35には「ふくちゃんまつり」として福祉体験活動を行い
ます。

11月
18日, 19日

倭文小学校 倭文小学校 無料 0799-46-0009

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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南あわじ
市

②
３世代交流
グランドゴルフ大会

老人クラブ、保護者、生徒の３世代で交流します。 10月28日 倭文中学校 倭文中学校 無料 0799-46-0313

南あわじ
市

② 炊き出し訓練 保護者、老人クラブ参加での炊き出し訓練を行います。 10月28日 倭文中学校 倭文中学校 無料 0799-46-0313

南あわじ
市

② 文化祭 学校の文化祭に地域内外の方が参加します。 11月19日 倭文中学校 倭文中学校 無料 0799-46-0313

南あわじ
市

② オープンスクール 地域の方々に学校での子どもの様子を参観していただきます。 11月15日～17日 福良小学校 福良小学校 無料 0799-52-0009

南あわじ
市

② オープンスクール
地域の方々に本校の教育に関心を持っていただき、活動に参画・協働できる
よう、授業や休み時間の活動などを公開します。

11月24日, 25日 賀集小学校 賀集小学校 無料 0799-54-0004

南あわじ
市

② オープンスクール 授業公開や講演会を行います。 10月12日～14日 北阿万小学校
北阿万小学校・
ＰＴＡ

無料 0799-55-0064

南あわじ
市

③
ジャパン・マレーシア交流プロジェク
ト2011

郷土部が、ワークショップで人形解説をします。 11月19日
淡路青少年交流の
家

淡路青少年交流の家 無料 0799-55-2695

南あわじ
市

③
ジャパン・マレーシア交流プロジェク
ト2011

郷土部が、舞台発表します。 11月20日 三原公民館 淡路青少年交流の家 無料 0799-55-2695

南あわじ
市

③
ジャパン・マレーシア交流プロジェク
ト2011

和太鼓部が、舞台発表します。 11月20日 三原公民館 淡路青少年交流の家 無料 0799-55-2695

南あわじ
市

② オープンスクール
授業参観に引き続き、芸術鑑賞会（ピアノ・管楽器等の生演奏）を実施しま
す。

11月26日
灘小学校　　各教室
及び体育館

灘小学校 無料 0799-56-0020

南あわじ
市

② ふるさと学習
地域老人会の指導により、餅つき大会
と試食会を実施します。

12月9日 灘小学校　　体育館 灘小学校 無料 0799-56-0020

南あわじ
市

③
沼島小中合同
学習発表会

総合的な学習で取り組んでいる「沼島を知る活動」の舞台発表とプレゼン発
表をします。

11月19日
沼島総合
センター

沼島
小・中学校

無料 0799-57-0012

南あわじ
市

② 学習発表会 日頃の学習の成果を地域の方に発表します。 11月19日
沼島総合
センター

沼島
小・中学校

無料 0799-57-0101

南あわじ
市

② オープンスクール 日頃の学習の学習状況を地域に公開します。
11月

(詳細未定)
沼島小学校 沼島小学校 無料 0799-57-0101

南あわじ
市

②
南あわじ市小学校
人権教育授業　　　　研究会

高学年の人権についての授業を公開します。 11月22日 阿万小学校 南あわじ市人権教育協議会 無料 http://www.minamiawaji.ed.jp/ama_es/

南あわじ
市

② 餅つき会 老人会の方のご指導により餅つきをします。 12月9日 阿万小学校
阿万小学校
ＰＴＡ

無料 http://www.minamiawaji.ed.jp/ama_es/

南あわじ
市

② オープンスクール
3日間を通じて日頃の本校の教育活動や児童の様子を自由に見ていただき
ます。最終日にはＰＴＡ研修部による親子学習を予定しています。

11月28日～30日 辰美小学校 辰美小学校 無料 http://www.minamiawaji.ed.jp/tatsumi_es/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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南あわじ
市

②
校外学習　　　　　「たんけん発見！
ふるさと辰美！」

「ふるさと学習」の一環として校区内を散策し、地域を知り、地域から学び、
地域を大切にしようとする態度を養う活動をします。

10月13日 阿那賀地区 辰美小学校 無料 http://www.minamiawaji.ed.jp/tatsumi_es/

南あわじ
市

②
授業参観及び
親子ふれあい研修

コメディマジック、Mr．チョップリン氏を招き、親子ふれあい研修を行います。 10月22日
市小学校
体育館

市小学校PTA 無料 ichi-es@minamiawaji.ed.jp

南あわじ
市

② オープンスクール 期間中は自由に参観していただきます。
11月21日～25日(除

23日)
市小学校 市小学校 無料 ichi-es@minamiawaji.ed.jp

南あわじ
市

② 魚料理体験学習
旬の魚料理体験をします。
（指導：県漁連）

11月22日
市小学校
家庭室

市小学校 無料 ichi-es@minamiawaji.ed.jp

南あわじ
市

② 学習発表会 学年、郷土文化部、だんじり唄等発表を行います。 11月26日
市小学校
体育館

市小学校 無料 ichi-es@minamiawaji.ed.jp

朝来市 ③
全国こども絵画
選抜展２０１１
優秀作品展

日本全国の小中学生を対象に「ふるさと」「花と緑」をテーマに応募いただい
た作品のうち、入賞・入選した作品約１００点を展示します。

11月19日～27日 生野マインホール
朝来市・
あさご芸術の森美術館

無料
079-670-4111
-美術館-

12月17日～1月15
日に美術館でも展
示あり

朝来市 ③ 山東町文化祭
幼・小学校、中学校、一般による絵画、書道、手芸品、写真等の展示をしま
す。（作品展、特別展、写真展）

10月30日～11月3日 山東公民館・体育館
朝来市
山東文化協会

無料 079-670-7300

朝来市 ③ 山東町文化祭 芸能祭（舞踊、詩吟、コーラス等）を行います。 11月3日 さんとう緑風ホール
朝来市
山東文化協会

無料 079-670-7300

朝来市 ② オープンスクール お店屋さんごっこをします。 11月4日 東河幼稚園 東河幼稚園 無料 079-672-2031

朝来市 ② オープンスクール 小学校の収穫祭に参加します。 11月10日 東河小学校体育館 東河小学校 無料 079-672-2031

朝来市 ② オープンスクール 保育参観をします。 11月2日 中川幼稚園 中川幼稚園 無料 079-672-2031

朝来市 ② オープンスクール 授業の様子を公開します。 10月21日 枚田小学校 枚田小学校 無料 079-672-2049

朝来市 ② オープンスクール マラソン大会を行います。 11月10日 防災センター付近 枚田小学校 無料 079-672-2049

朝来市 ② オープンスクール 授業公開や講演会を行います。 11月18日 枚田小学校 枚田小学校 無料 079-672-2049

朝来市 ② オープンスクール マラソン大会と授業公開をします。 11月4日 東河小学校 東河小学校 無料 079-672-2084

朝来市 ② オープンスクール 東河青龍太鼓の披露と収穫祭をします。 11月10日 東河小学校 東河小学校 無料 079-672-2084

朝来市 ② オープンスクール 授業公開や部活動等を公開し学校の様子を見ていただき、知ってもらう。 11月14日～18日 県立和田山高校 県立和田山高校 無料 079-672-3269

朝来市 ② 文化祭
トークコンサート（ゴスペルシンガー：新井深絵）、オレゴン帰国報告、合唱コ
ンクール、吹奏楽部演奏等を行います。

10月7日
和田山ジュピター
ホール

和田山中学校 無料 079-672-3351

朝来市 ② 教育講演会 中村文昭講師「出会いを活かせば道は開ける」の教育講演会を開催します。 10月31日
和田山中学校新体
育館

和田山中学校 無料 079-672-3351

朝来市 ② オープンスクール 授業公開・部活動公開をします。 11月1日 和田山中学校 和田山中学校 無料 079-672-3351

朝来市 ② こころの参観日 兵庫版道徳副読本を題材とした参観授業と教育講演会を開催します。 10月28日 大蔵小学校 大蔵小学校 無料 079-673-2800

朝来市 ② 校内マラソン大会 校区内農道を利用してマラソン大会を開催します。 11月15日
高瀬・高田
農道

大蔵小学校 無料 079-673-2800

朝来市 ② こども園運動会 園児､保護者､祖父母と一緒に運動会に参加します。 10月1日 糸井小学校体育館 糸井こども園 無料 079-674-2644

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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朝来市 ② ふれあい交流会 地域の方と一緒に運動遊びを楽しみます。 未定 糸井こども園 無料 079-674-2644

朝来市 ② クリスマス交流会 園児と祖父母が一緒にクリスマス会を楽しみます。 未定
寺内幼稚園　及び
若竹

糸井こども園 無料 079-674-2644

朝来市 ② オープンスクール
各学年で、竹田の地域にこだわった教材を活用した学習の様子を公開しま
す。

10月15日 竹田小学校 竹田小学校 無料 079-674-2644

朝来市 ② 道徳参観日
各学年が道徳の授業を公開し、命の重みについて親子で考える機会を作り
ます。

11月11日 竹田小学校 竹田小学校 無料 079-674-2644

朝来市 ② 校内マラソン大会 全校マラソン大会を行います。 11月2日 学校周辺 糸井小学校 無料 079-675-2821

朝来市 ② オープンスクール参観日 PTA教育講演会を含め全校参観日を地域に公開します。 11月11日 校内 糸井小学校 無料 079-675-2821

朝来市 ②③ オープンスクール 授業公開と学習発表会を行います。 11月19日
梁瀬小学校
教室・体育館

梁瀬小学校 無料 079-676-2014

朝来市 ② オープンスクール
授業参観、部活動参観、環境教育講座(出前授業)などを保護者・住人参加
で行います。

11月1日, 2日, 4日
朝来市立梁瀬中学
校

梁瀬中学校 無料 079-676-2041

朝来市 ① 人権文化講演会 講師による講演会等を開催します。 10月30日 さんとう緑風ホール 山東町人権教育推進協議会 無料 079-676-2080

朝来市 ② オ－プンスク－ル オ－プンスク－ル引渡し訓練をします。 10月5日 山口小学校 山口小学校 無料 079-677-0040

朝来市 ② 参観日　教育講演会 授業参観講演会を開催します。 11月4日 山口小学校 山口小学校 無料 079-677-0040

朝来市 ② マラソン大会 学校周辺にてマラソン大会を行います。 11月11日 山口小学校 山口小学校 無料 079-677-0040

朝来市 ② 教育研究会 学校訪問・校長授業参観をします。 11月18日 山口小学校 市教育委員会 無料 079-677-0040

朝来市 ② 文化伝承講座
２年生５８名が地域の方から生け花、料理、ちぎり絵、紙すき、絵手紙の指導
を受けます。

11月17日 朝来中学校 朝来中学校 無料 079-677-0527

朝来市 ② 市指定研究発表会 研究指定2年目の発表会をします。 11月2日 中川小学校 中川小学校 無料 079-678-0007

朝来市 ② オープンスクール マラソン大会を行います。 11月14日 学校周辺 中川小学校 無料 079-678-0007

朝来市 ② 生野小学校マラソン大会 マラソン大会を行います。 11月2日 八王子グランド 生野小学校 無料 079-679-2044 雨天時は4日

朝来市 ②
生野小学校オープンスクール音楽
会

オープンスクール、音楽会を行います。 11月19日 生野マインホール 生野小学校 無料 079-679-2044

朝来市 ② 但馬造形教育研修会 生野小学校を中心に展示会と研修会を開催します。 11月25日 生野小学校体育館 但馬造形教育研究会 無料 079-679-2044

朝来市 ① 地域交流事業 ２年生が地域老人会とグランドゴルフをして交流をします。 10月3日 八王子グランド 生野中学校 無料 079-679-3063

朝来市 ②③ 文化祭
盲目の声楽家を招いての講演会・意見発表会・合唱コンクールなどを行いま
す。

10月21日 生野マインホール 生野中学校 無料 079-679-3063

朝来市 ② 進路学習
高校の先生を招いて、保護者と３年生の生徒が、高校の特徴を知り、進路を
考える。

10月28日 視聴覚室 生野中学校 無料 079-679-3063

朝来市 ④ 関西電力出前授業
関西電力から講師が派遣され、電力を作ることや、環境に及ぼす影響などを
学習します。

11月上旬 中学校体育館 関西電力 無料 079-679-3063

朝来市 ② なごみカーニバル 学習発表を全校生、体育館で実施します。 11月3日
兵庫県立   和田山
特別支援学校

兵庫県立      和田山特別支援
学校

無料 www.hyogo-c.ed.jp/~wadayama-sn/

朝来市 ② オープンスクール 学習発表や作品展示、授業公開を行います。 11月3日～11日
兵庫県立   和田山
特別支援学校

兵庫県立      和田山特別支援
学校

無料
www.hyogo-c.ed.jp/~wadayama-sn/

淡路市 ② オープンスクール 全学年が３日間すべての授業を公開します。 11月7日～9日 中田小学校 中田小学校 無料 0799-62-0013

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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淡路市 ② 人権コンサート 保護者・地域の方々と人権コンサートを通して、人権学習を行います。 11月8日 中田小学校 中田小学校 無料 0799-62-0013

淡路市 ②
祖父母参観、　　　　　　地域防災訓
練

東日本大震災の津波の被災地区でボランティアとして活動された方を招いて
津波対応防災訓練を実施します。地域の消防団の指導を受け、防災訓練を
実施します。

11月9日 中田小学校 中田小学校 無料 0799-62-0013

淡路市 ② オープンスクール
小学生･保護者･地域の方による授業参観及びふれあい体験活動を行いま
す。

10月15日 志筑小学校 志筑小学校 無料 0799-62-0051

淡路市 ② 人権教育住民　　　　学習会 保護者･地域の方を対象とした授業参観及び講演会を開催します。 11月16日 志筑小学校 志筑小学校 無料 0799-62-0051

淡路市 ①
子育てなかよし　　　　フェスタin
awaji

子育てサポート支援と子育て学習センター交流会を行います。 11月25日 しづかホール 淡路地域子育て学習センター 無料 0799-62-0157
洲本市、南あわじ
市、淡路市合同

淡路市 ② オープンスクール ３日間、地域・保護者の方々が授業参観を中心に活動に参加します。 11月16日～18日 塩田小学校 塩田小学校 無料 0799-62-0323

淡路市 ② 祖父母参観 オープンスクールの初日、祖父母中心の授業参観を実施します。 11月16日 塩田小学校 塩田小学校 無料 0799-62-0323

淡路市 ①② 福祉体験 講師を招いて、全校生で福祉体験活動を行います。 11月18日 塩田小学校 塩田小学校 無料 0799-62-0323

淡路市 ② ちびっこまつり
地域の方を迎えての交流を目的にして各学年児童が店やゲームコーナーを
企画運営します。ふれあいの輪を広げ福祉の心を育てます。

11月9日
大町小学校体育館・
各教室

大町小学校 無料 0799-62-0580

淡路市 ② オープンスクール 授業参観及び親子交流活動を行います。 10月30日 生穂小学校 生穂小学校 無料 0799-64-0002

淡路市 ② 学習発表会 歌や劇等、学習の成果を発表します。 12月3日 生穂小学校 生穂小学校 無料 0799-64-0002

淡路市 ②③ 文化発表会
クラス対抗合唱、吹奏楽部・文化創造部演奏、美術科・技術家庭科・美術部
作品展示をします。

11月4日 しづかホール 津名中学校 無料 0799-64-0521

淡路市 ①③ 淡路市人権を　　　考える集い

人権週間記念イベント（詳細は未定）
（１）市内の実践発表
（２）人権尊重ポスター・標語表彰式
（３）記念講演

12月3日
又は

12月4日
サンシャインホール 淡路市人権教育研究協議会 無料 0799-64-2521

淡路市 ② オープンスクール
学校の子どもたちの様子や教育の様子を保護者や地域の方々に公開しま
す。11月26日は、さわむらしげはる氏を迎えて「うたあそび、おとあそび」を通
して地域の方々との交流会を行います。

11月24日～11月26日 佐野小学校 佐野小学校 無料 0799-65-0004

淡路市 ③ 淡路島民族芸能フェスティバル
淡路地域で保存・継承されている伝統芸能や創作芸能等地域に根ざしたも
のを発表します。

11月20日 サンシャインホール 淡路文化会館淡路県民局外 無料 0799-72-3110

淡路市 ② ワンデートライやる 中学生が芸術、文化、体育等の活動を行います。 10月15日 岩屋中学校他 岩屋中学校 無料 0799-72-3117

淡路市 ③ 文化発表会 中学生が文化活動の発表をします。 11月16日 アソンブレホール 岩屋中学校 無料 0799-72-3117

淡路市 ② １年給食試食会 １年児童と保護者が共に給食を食べます。 11月中旬 石屋小学校 石屋小学校 無料 0799-72-3120

淡路市 ② オープンスクール 授業参観とスポーツ大会を行う予定です。 11月中旬 石屋小学校 石屋小学校 無料 0799-72-3120

淡路市 ② 地引き網 PTA及び地域の人たちと地引き網を行います。 10月18日 釜口海岸 釜口漁業組合 無料 0799-74-4110

淡路市 ② オープンスクール
地域の方に学校での様子を見ていただくとともに、老人会の方とグランドゴ
ルフを行い、交流を図ります。

11月8日 釜口小学校 釜口小学校 無料 0799-74-4110

淡路市 ② 餅つき 地域の人々、保護者、老人会の方と３世代交流の餅つきを行います。 12月7日 釜口小学校 釜口小学校 無料 0799-74-4110

淡路市 ② 教育講演会
東日本大震災被災地でボランティア活動を行ってきた方に体験をもとに講演
していただきます。

11月8日 学習小学校体育館 学習小学校 無料 0799-74-4111

淡路市 ② ＰＴＡ教育講演会
車いすヨーロッパ一人旅メインストリーム協会廉田俊二氏を講師に迎え、自
立生活についての講演会を開催します。

10月14日 浦小学校 浦小学校 無料 0799-74-4112

淡路市 ② オープンスクール 行事のない日常の学校生活を公開します。 11月8日 浦小学校 浦小学校 無料 0799-74-4112

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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淡路市 ② 地域防災力強化訓練
地震・津波を想定した避難訓練、要介護者搬送訓練ならびに非常食の炊き
出し訓練を行います。

12月7日 浦小学校 浦小学校 無料 0799-74-4112

淡路市 ③ 文化発表会 合唱･劇･演奏及び、書道･絵画等の作品を展示します。 11月16日
東浦中学校　　体育
館中心

東浦中学校 無料 0799-74-4113

淡路市 ②③ 文化発表会
合唱コンクール、英語劇、吹奏楽部演奏など生徒による文化活動の発表に
加え、「芸術鑑賞」を実施します。

11月9日 北淡中学校 北淡中学校 無料 0799-80-2260

淡路市 ② ウォークタウン　　　　　　　富島 全校生縦割りグループによる町探検を行います。 10月26日
富島小学校
校区内各所

富島小学校 無料 0799-82-0068

淡路市 ② オープンスクール 授業公開を行います。 11月9日 富島小学校 富島小学校 無料 0799-82-0068

淡路市 ② 人権参観･講演会
全学級で人権の授業を公開した後、体育館で人権教育に関わる講演会を開
催します。

10月19日 北淡小学校 北淡小学校 無料 0799-82-0304

淡路市 ② 学習発表会 表現力を高めるための学年に応じた多様な取組の成果を発表します。 12月3日 北淡小学校 北淡小学校 無料 0799-82-0304

淡路市 ② オープンスクール 授業参観や地域との交流です。 11月1日, 2日 室津小学校 室津小学校 無料 0799-84-0033

淡路市 ② 学習発表会 学習成果の発表を行います。 11月26日 室津小学校 室津小学校 無料 0799-84-0033

淡路市 ② オープンスクール 授業参観の後、祖父母交流をします。午後は、コンサートを予定しています。 10月26日 育波小学校 育波小学校 無料 0799-84-0303

淡路市 ② オープンスクール 学習発表会をします。 11月26日 育波小学校体育館 育波小学校 無料 0799-84-0303

淡路市 ② オープンスクール 地域の方に学校の教育活動を公開します。
11月4日
11月7日

多賀小学校 多賀小学校 無料 0799-85-0017

淡路市 ② 学習発表会 学習の成果を保護者・地域の方に発表します。 11月26日 多賀小学校 多賀小学校 無料 0799-85-0017

淡路市 ② オープンスクール 授業を含めた学校活動を、保護者や地域住民に公開します。 10月26日～28日 郡家小学校 郡家小学校 無料 0799-85-0029

淡路市 ①② 教育講演会
子どもの発達と睡眠について、三池輝久氏を講師として招き、教育講演会を
行います。

10月26日 郡家小学校 郡家小学校 無料 0799-85-0029

淡路市 ②③ 学習発表会 学習活動の成果を発展させ、観賞し合う発表会を開きます。 12月3日 郡家小学校 郡家小学校 無料 0799-85-0029

淡路市 ② ふれあい参観
参観授業の後、学校園で収穫したｻﾂﾏｲﾓを食します。その後、地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
の方が指導者となり、親子で折り紙やﾍﾟﾀﾝｸ等を体験します。

10月23日
尾崎小学校教室・運
動場他

尾崎小学校 無料 0799-85-0049

淡路市 ② 学習発表会
学習の成果を劇やｵﾍﾟﾚｯﾀ等、各学年様々な表現方法を工夫して発表しま
す。

11月26日 尾崎小学校体育館 尾崎小学校 無料 0799-85-0049

淡路市 ②③ 文化発表会 合唱コンクール・弁論大会・有志発表・吹奏楽演奏・作品展示等を行います。 11月16日 一宮中学校体育館 一宮中学校 無料 0799-85-0067

淡路市 ②
オープンスクール
（餅つき大会）

地域の方々に学校の様子を見ていただきます。（餅つき大会は地域と共催）
11月25日

(予定)
江井小学校 江井小学校 無料 0799-86-0019

淡路市 ② 祖父母参観 祖父母と一般の方による参観授業・ペタンク交流を行います。 10月26日 山田小学校 山田小学校 無料 0799-86-0121

淡路市 ② 学習発表会 これまでの学習の成果を保護者や地域の方に発表します。 11月26日 山田小学校 山田小学校 無料 0799-86-0121

淡路市 ③ 淡路島民俗芸能フェスティバル
淡路地域で保存、継承されている淡路人形浄瑠璃やだんじり唄等の伝統芸
能等の公演です。

11月20日
淡路市立ひがしうら
文化館サンシャイン
ホール

淡路島民俗芸能フェスティバ
ル実行委員会、
兵庫県淡路県民局、
兵庫県立淡路文化会館

無料 http://www.eonet.ne.jp/~awaji-cc/

淡路市 ③ 淡路中学校音楽会 淡路島内の中学校のクラス合唱、伝統芸能、吹奏楽の発表をします。 11月10日 しづかホール 全淡中学校音楽担当者会 無料
一宮中学校
0799-85-0067

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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宍粟市 ②
保幼小中高合同
ふれあい文化祭

町内の学校園の児童・生徒が集まりステージ発表、学習発表を行います。 11月6日
宍粟市立
千種中学校
（予定）

千種中学校区幼少連携・小中
一貫教育推進委員会

無料  0790-76-2033

宍粟市 ② トライやる・ウィーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。
5月30日～

6月3日
宍粟市内
各事業所

宍粟市教育委員会 無料 0790-62-8206

宍粟市 ③
第７回
宍粟市美術展

写真・日本画・洋画・書・工芸の５部門において作品を募集し、展示します。
10月29日～

11月3日
宍粟防災センター 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3117

宍粟市 ③ 生沢朗作品展 宍粟市出身の画家、生沢朗氏の作品や関係資料を展示します。 11月7日～15日 宍粟防災センター 宍粟市教育委員会 0790-63-3117

宍粟市 ① 元気をもらおう講座 人権研修会として映画会を開催し、人権や命の大切さについて学習します。 11月18日 山崎文化会館
宍粟市教育委員会
宍粟市連合ＰＴＡ

無料 0790-63-3117

宍粟市 ②
山崎西中学校区人権教育実践発表
（学校教育の部）

西播磨地区人権・同和教育研究協議会の指定を受けて、「こころ豊かな人づ
くり人権文化あふれるまちづくり」をテーマとした学校教育での取り組みを発
表します。

11月25日
山崎西中学校区各
学校園所
山崎文化会館

山崎西中学校区人権教育実
践発表実行委員会

無料 0790-63-3117

宍粟市 ② オープンスクール 文化祭（１１月５日）と公開授業を行います。 11月5日, 8日～12日
山崎文化会館
山崎西中学校

宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール 公開授業・文化祭・茶道教室・福祉体験を行います。 11月5日～11日 山崎南中学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール 公開授業と文化祭（１１月6日）を行います。
10月31日～11月2日,

4日, 6日
山崎東中学校
山崎文化会館

宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 文化祭
学級コーラス・英語スピーチ・スクイム市交流活動報告・ＰＴＡコーラス・吹奏
楽部演奏・全校合唱をします。

11月5日 一宮南中学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール 文化祭・公開授業・授業参観・進路説明会を行います。 11月5日, 8日～11日 一宮北中学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール 公開授業と文化祭（11月６日）を行います。
10月31日
～11月6日

波賀中学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール 文化祭(11月6日）・公開授業を実施します。 11月6日, 8日～11日 千種中学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール
授業公開・ふれあい集会（１０月１６日）・学習発表会（１１月１３日）を行いま
す。

10月18日～21日
10月16日
11月13日

山崎小学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール 学習発表会（10月３０日）・マラソン大会（12月1日）・公開授業を行います。
10月25日, 30日
11月25日, 29日

12月1日
菅野小学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール 教育講演会を行います。 10月19日 城下小学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール 先人の知恵に学ぶ会を実施します。 11月2日 城下小学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール 学習発表会を実施します。 11月27日 城下小学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール 校内マラソン大会を行います。 12月2日 城下小学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール 学校を開放し、普段の授業や活動、地域とのふれあい等を公開します。 11月7日～11日 戸原小学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 学習発表会 学年ごとに学習したことをスライドや寸劇等で発表します。 11月27日 戸原ふれあいｾﾝﾀｰ 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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宍粟市 ② オープンスクール
地域ふれあいコンサートを実施します。（１０／６）
学習発表会・授業公開・マラソン大会を実施します。

10月6日
11月13～17日

河東小学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール 公開授業・学習発表会（１１月１９日）を行います。
11月19日

11月4日, 7日, 16日,
17日

神野小学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール 公開授業・教育講演会・学習発表会(11月26日）を実施します。
11月

8～11日, 26日
伊水小学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール
公開授業・教育講演会・ゲストティーチャーを招いての体験学習・マラソン大
会（12月2日）を実施します。

11月
1日～7日
12月2日

都多小学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール 公開授業・高齢者ふれあい・音楽会・マラソン大会・歯科指導を実施します。
10月20日

11月8日, 24日
12月2日, 15日

土万小学校（11月8
日は三河小学校）

宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール 公開授業・学習発表会（１２月４日）・高齢者との交流を実施します。
11月

9日～11日
12月4日

神戸小学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 学習発表会 地域に発表や劇・音楽を通して学習の成果を発表します。 11月27日 染河内小学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 親子会食会
学習発表会の昼食を学校農園栽培秋野菜使用の親子収穫感謝会食会とし
て楽しみます。

11月27日 染河内小学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール 地域に学習の成果を公開するとともに、交流行事を開催します。 11月29日～12月2日 染河内小学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール
公開授業・ミニコンサート・高齢者とのふれあい活動・福祉教育・性教育・金
融教室を実施します。
マラソン大会（１１月２０日）・学習発表会（１２月１１日）を実施します。

11月9～11日
11月20日
12月11日

下三方小学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール 授業公開、校内相撲大会、学習発表会（１１月２７日）を実施します。
10月7日

11月9日～11日
11月27日

三方小学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール
公開授業・教育講演会（１０月２８日）・学習発表会（１１月１３日）をｊ行いま
す。

10月28日
11月13日

11月21日, 22日
繁盛小学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール 公開授業を行います。 11月1日, 2日, 4日 波賀小学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール 学習発表会を実施します。 11月27日 メイプルスタジアム 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール マラソン大会を実施します。 12月9日 波賀小学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール
校内マラソン大会＆給食試食会を実施し日常の体力づくりの成果を発表す
るとともに保護者と一緒に給食を食べることを通して、これからの望ましい食
習慣について考えます。

11月16日
野原小周回コース＆
ミーティングルーム

宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール
学習発表会で生活科、総合的な学習の時間、音楽科の時間に学んだことを
みんなで力を合わせて発表します。

11月26日 野原小体育館 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール 各教科を中心に、通常の学習活動を公開します。 12月1日, 2日 野原小各教室 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール
もちつき大会で学校農園で収穫した餅米を使って、保護者・地域のみなさん
と一緒にもちつき大会を行い、収穫を喜び合うとともに、ふれあいを深めま
す。

12月3日 野原小体育館 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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宍粟市 ② オープンスクール　学習発表会
地域住民・保護者を招いてミュージカル・歌・合奏等の表現活動や昔からの
言い伝えの朗読劇・伝統文化の伝承を兼ねたダンダカ踊り等地域学習の発
表会を実施します。

11月3日 道谷小学校体育館 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ②
オープンスクール　公開授業
収穫感謝祭

地域住民や保護者、学校評議員等に呼びかけ学校を開放し、授業や学校の
取り組みを公開します。また、農園体験活動でお世話になっている老人クラ
ブの方々と共に収穫した餅米で餅つきを体験し、自然の恵みを味わうと共に
感謝の気持ちを伝えます。

11月15日～17日
道谷小学校
各教室・体育館

宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ②
オープンスクール　校内マラソン大
会

地域の方々に日頃練習した体力づくりの成果を披露します。 11月24日 道谷自治会内道路 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール 公開授業・給食試食会を実施します。 10月26日～28日 千種南小学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール 幼・保・小・中・高合同ふれあい文化祭を実施します。 11月6日 千種中学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール 学習発表会・児童引き渡し訓練を実施します。 11月27日 千種南小学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール 授業公開・閉校記念講演会・老人会との交流を実施します。 10月18日～21日 千種北小学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール ふれあい文化祭(千種町内合同文化祭)を実施します。 11月6日 千種中学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール ふるさとの集い(学習発表会)を実施します。 11月20日 千種北小学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 幼稚園ウィーク
公開保育・未就園児との交流・地域ふれあい祭り・ひょうご県民運動巡回食
育コンサートを実施します。

10月31日～11月2日 山崎幼稚園 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 幼稚園ウィーク 公開保育・未就園児との交流・ふれあいバザーを実施します。
10月30日

11月17～20日
菅野幼稚園 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 幼稚園ウィーク 公開保育で栄養指導を行います。 10月28日 城下幼稚園 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 幼稚園ウィーク 公開保育でようちえんまつり（バザー）を実施します。 11月2日 城下幼稚園 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 幼稚園ウィーク 公開保育で茶道体験を実施します。 11月4日 城下幼稚園 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 幼稚園ウィーク 公開保育で音楽会や英語教室・お店屋さんごっこ、竹太鼓演奏を行います。
11月

9日～11日
河東幼稚園 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 幼稚園ウィーク 公開保育・ふれあいバザーを実施します。 11月9日～11日 神野幼稚園 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 幼稚園ウィーク 公開保育・未就園児との交流・老人クラブの方との交流行います。 11月7日～10日 伊水幼稚園 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 幼稚園ウィーク 公開保育・ふれあいバザー・未就園児との交流を実施します。
10月23日, 25日, 26

日
都多幼稚園 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ②

幼稚園ウイーク
（なかよし広場、地域ふれあい文化
災、保育参観日、祖父母ふれあい
会）

未就園児との交流し一緒に人形劇を鑑賞します 11月7日 土万幼稚園 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 幼稚園ウィーク 地域の文化祭に参加します 11月13日 ふれあいの館 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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宍粟市 ②

幼稚園ウイーク
（なかよし広場、地域ふれあい文化
災、保育参観日、祖父母ふれあい
会）

保育参観日（食育講演会）をします 11月25日 土万幼稚園 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 幼稚園ウィーク 地域の祖父母と交流し、,一緒に遊びを楽しみます 11月27日 土万幼稚園 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 幼稚園ウイーク 公開保育・講演会・未就園児との交流・地域とのふれあいを実施します。 11月7日～10日 神戸幼稚園 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 幼稚園ウィーク 公開保育・未就園児との交流を行います。 10月21日 染河内幼稚園 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 幼稚園ウィーク 公開保育を実施します。 11月9日 染河内幼稚園 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 幼稚園ウィーク 公開保育・地域の祖父母との交流を行います。 11月11日 染河内幼稚園 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 幼稚園ウィーク 公開保育・未収園児・地域の高齢者との交流 11月9日～11日 下三方幼稚園 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 幼稚園ウィーク 公開保育、参観日、未就園児・地域の祖父母との交流 11月7日～9日 三方幼稚園 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 幼稚園ウィーク フリー参観（地域の方や未就園児と交流）と家族（父親）参観を行います。 11月3日, 7日～11日 繁盛幼稚園 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 幼稚園ウィーク 公開保育をしたり、未就園児や小学生、祖父母との交流をしたりします。 11月15日～17日 波賀幼稚園 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 幼稚園ウィーク
公開保育や地域とのふれあい、未収園児や小学生との異年齢児交流をしま
す。

11月1日, 8日, 17日
26日

野尻幼稚園 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 幼稚園ウィーク 両親参観を実施します。 10月23日 千種幼稚園 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 幼稚園ウィーク 合幼・保・小・中・高合同ふれあい文化祭を実施します。 11月6日 千種中学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 幼稚園ウィーク 未就園児や地域の方との交流を行います。 11月18日 千種幼稚園 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 幼稚園ウィーク 合同マラソン大会を実施します。 11月29日 千種幼稚園 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② オープンスクール 公開授業で芸術鑑賞（11月9日）三校連合音楽祭（11月8日）を実施します。 11月7日～11日
三土中学校
三河小学校
（11月8日）

宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ①
やまさき文化大学
　（公開講座）

講演会を実施します。
演題「中国の政治･経済情勢と日中関係」
講師：政治評論家石平さん

10月27日 山崎文化会館 宍粟市教育委員会 0790-64-7700

宍粟市 ①
やまさき文化大学
　（公開講座）

落語と講演を実施します。
演題「ゆとりと癒し」
講師：落語家林家花丸さん

11月24日 山崎文化会館 宍粟市教育委員会 0790-64-7700

宍粟市 ② 生活体験発表会
実体験や考えてきたことを、全校生・保護者・地域住民等に対して発表しま
す。

10月26日
県立伊和高校体育
館

県立伊和高校 無料 0790-72-0240

宍粟市 ② 伊和高祭 地域住民の方々のステージや模擬店参加もあります。 11月12日 県立伊和高校 県立伊和高校 無料 0790-72-0240

宍粟市 ② 総合学習発表会 「総合的な学習の時間」で取り組んできた体験的な学習内容を発表します。 11月24日
県立伊和高校体育
館

県立伊和高校 無料 0790-72-0240

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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宍粟市 ① いちのみや人権週間講演会
講演会を実施します。
演題「出会いと表現」
講師：人権エンタメ集団「友輝」大湾昇さん

12月8日 センターいちのみや 宍粟市教育委員会 無料 0790-72-2330

宍粟市 ①
メイプル大学
 　（公開講座）

講演会を実施します。
演題「新聞記者から見た宍粟」
講師：神戸新聞社宍粟支局長安田英樹さん

10月21日 市民センター波賀 宍粟市教育委員会 0790-75-2241

宍粟市 ③
第38回
波賀文化のつどい

波賀の各学校・園・所及び文化協会等の文化活動団体による作品の展示会
と演技・演芸の発表会、囲碁・将棋大会、お茶席を行います。

11月12日, 13日
市民センター波賀
波賀Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター

波賀文化のつどい実行委員会 無料 0790-75-2241

宍粟市 ③ 千種文化展 各種団体・学校園所・個人の書画その他作品を展示します。 10月22日, 23日 センターちくさ 宍粟市教育委員会 無料 0790-76-2210

宍粟市 ③ ふるさとづくり芸能大会 千種文化協会芸能部門の発表会を行います。 10月30日 センターちくさ 千種文化協会 無料 0790-76-2210

宍粟市 ① ヒューマンライツコンサート
フルート演奏と講演を行います。
講師：大阪交響楽団フルートソロ主席奏者
末原諭宜さん

12月4日 センターちくさ 宍粟市教育委員会 無料 0790-76-2210

宍粟市 ②
新しい農業を目指す高校生のつど
い

宍粟市の地元農家との情報交換会 11月17日 県立山崎高校
兵庫県学校農業クラブ連盟
兵庫県農政環境部　　　　　　兵
庫県みどり公舎

無料 079-552-1194

宍粟市 ② 山高街の駅 木工作品や各種スイーツの販売、学校行事の紹介です 10月8日
御菓子司あらき旧店
舗

県立山崎高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~yamasaki-hs/.

宍粟市 ② 山高街の駅 木工作品や各種スイーツの販売、学校行事の紹介です 10月28日
御菓子司あらき旧店
舗

県立山崎高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~yamasaki-hs/.

宍粟市 ② 山高街の駅 木工作品や各種スイーツの販売、学校行事の紹介です 11月4日
御菓子司あらき旧店
舗

県立山崎高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~yamasaki-hs/.

宍粟市 ③ 芸術鑑賞会 音楽、古典芸能、演劇鑑賞のいずれかを予定しています 11月8日
県立山崎高校体育
館

県立山崎高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~yamasaki-hs/.

宍粟市 ② 山高街の駅 木工作品や各種スイーツの販売、学校行事の紹介です 11月16日
御菓子司あらき旧店
舗

県立山崎高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~yamasaki-hs/.

宍粟市 ② 高校生地域貢献事業 地域の美化活動です 12月12日
神姫バス山崎営業
所ほか

県立山崎高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~yamasaki-hs/.

宍粟市 ② 山高街の駅 木工作品や各種スイーツの販売、学校行事の紹介です 12月16日
御菓子司あらき旧店
舗

県立山崎高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~yamasaki-hs/.

宍粟市 ② 山高街の駅 木工作品や各種スイーツの販売、学校行事の紹介です 12月23日
御菓子司あらき旧店
舗

県立山崎高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~yamasaki-hs/.

宍粟市 ②
地域合同防災訓練（インスパイア・
ハイスクール）

地域と連携した合同防災訓練を実施します。 11月30日
県立
伊和高等学校

県立
伊和高等学校

無料
県立伊和高等学校
0790-72-0240

加東市 ①
実践で学ぶ子育て支援（まちの寺
子屋師範塾）

兵庫県との協働事業として，次世代育成支援について体系的に学ぶ機会を
提供します。テーマ「実践で学ぶ子育て支援」と題して，子育て支援に必要な
知識や方法を学びます。

平成23年
10月3日, 19日, 11月
7日, 16日, 28日, 12

月5日（全6回）

兵庫教育大学附属
幼稚園

国立大学法人兵庫教育大学 無料
http://web.pref.hyogo.lg.jp/contents/000185121.pdf
広報・社会連携事務室
0795-44-2053

加東市
①②
③

教材文化資料館企画展「色とかた
ちの教育－臨画・自由画・構成教育
（仮題）」

本学所蔵資料等で構成した図工・美術科教育の歴史や教材の変遷をたどる
企画展示を行います。

10月7日～平成24年2
月28日

兵庫教育大学教材
文化資料館

国立大学法人兵庫教育大学 無料 http://www.hyogo-u.ac.jp/museum

加東市 ①②
平成２３年度兵庫教育大学附属幼
稚園研究発表会

「 保育における「つながり」を考える －体験の深まりをめざして－ 」をテーマ
に，公開保育，研究協議，講演会を行います。一般公開は主に教育関係者
が対象です。

10月29日
兵庫教育大学附属
幼稚園

国立大学法人兵庫教育大学
附属幼稚園

http://www.hyogo-u.ac.jp/kinder/
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加東市 ①②
平成２３年度兵庫教育大学附属中
学校研究発表会

「 主体的に『学び』を深める生徒の育成」をテーマに，基調提案，公開授業，
研究授業・授業研究会及び講演会を行います。一般公開は主に教育関係者
が対象です。

10月21日
兵庫教育大学附属
中学校

国立大学法人兵庫教育大学
附属中学校

http://www.hyogo-u.ac.jp/middle/

加東市 ①② 創立３０周年記念式典・友嬉祭
創立３０周年記念式典を行います。また，友嬉祭では，合唱コンクール・人権
作文発表・展示発表・舞台発表などを行います。友嬉祭の一般公開は，附属
中学校への入学を検討している小学校５・６年生とその保護者が対象です。

11月11日, 12日
兵庫教育大学附属
中学校

国立大学法人兵庫教育大学
附属中学校

無料 http://www.hyogo-u.ac.jp/middle/

加東市 ② ごりょうが丘フェスティバル 児童による学習発表、保護者による出店を行います。 11月19日 社小学校 社小学校 無料 0795-42-0004

加東市 ② トライやる・アクション トライやる・ウィークの継続事業として愛校作業を実施します。 11月30日 社中学校 社中学校 無料 0795-42-0152

加東市 ②③ ふれあい発表会 学習発表会（合唱・合奏・学習劇など）を行います。 11月26日 社国際学習塾 三草小学校 無料 0795-42-0221

加東市 ② 学習発表会 各学年の学習の成果を発表します。 11月26日 福田小学校 福田小学校 無料 0795-42-1043

加東市 ② 公開授業 授業の公開を実施 11月1日～11日 県立社高校 県立社高校 無料 0795-42-2055

加東市 ② 高校生地域貢献活動通学路清掃 学校周辺の通学路等を生徒・職員・ＰＴＡで清掃する 12月20日 県立社高校周辺 県立社高校 無料 0795-42-2055

加東市 ② 幼稚園オープン　　どんぐりクラブ 未就園児とその保護者と4歳児との交流を行います。 11月16日 社幼稚園 社幼稚園 無料 0795-42-5800

加東市 ② 幼稚園オープン 全園児と保護者でつるし柿作りを行います。 11月17日 社幼稚園 社幼稚園 無料 0795-42-5800

加東市 ② 幼稚園オープン 保育参観及び三世代対象のマリンバ演奏会、教育講演会を行います。 11月18日 社幼稚園 社幼稚園 無料 0795-42-5800

加東市 ② 幼稚園オープン 地域への幼稚園公開講演会の開催します。 11月12日 福田幼稚園 福田幼稚園 無料 0795-42-8701

加東市 ② ひよこくらぶ 未就園児及びその保護者との音楽交流を行います。 11月17日 福田幼稚園 福田幼稚園 無料 0795-42-8701

加東市 ② ひよこくらぶ 未就園児及びその保護者とのサッカー交流を行います。 11月30日 福田幼稚園 福田幼稚園 無料 0795-42-8701

加東市 ② 米田小いきいきオープン オープンスクール、ネットの親子学習を行います。 11月9日 米田小学校 米田小学校 無料 0795-44-0004

加東市 ② 学校経営発表会 研究主題「伝えあい育ちあう学びの創造」をもとに授業公開を行います。 11月22日 鴨川小学校 鴨川小学校加東市教委 無料 0795-45-0004

加東市 ② 3年親子活動 開魂園の竹を利用して、親子で食器作りや炊き込みご飯の調理を行います。 11月9日 東条西小学校 東条西小学校ＰＴＡ 無料 0795-46-0044

加東市 ② 加東史跡めぐり 4年生が加東市内の史跡を巡り学習します。 11月15日 加東市内遺跡 東条西小学校 無料 0795-46-0044

加東市 ②

第26回東・北播磨地区小学校国語
教育研究大会

平成22・23年度加東市教育委員会
指定学校経営研究発表会

研究主題
「確かに学び、適切に表現する子の育成」
―書くことを取り入れた説明的文章の学習を中心として―
上記の研究テーマで、研究の成果を発表します。

11月2日 東条西小学校
東条西小学校
加東市教委

無料 0795-46-0044

加東市 ①② 地域防災教育・訓練
学校・保護者・地域住民等が市の防災課を中心に消防署・自衛隊の協力の
もと防災教育と合同訓練を実施します。

11月12日 東条中学校 東条中学校 無料 0795-47-0024

加東市 ② わくわくオーケストラ教室
県立芸術文化センター管弦楽団等の専門家からオーケストラの基礎を学
び、オーケストラの生演奏を聴く体験します。

11月17日
県立芸術文化セン
ター

東条中学校 無料 0795-47-0024

加東市 ② ふれあい音楽会
保護者や地域住民に向けて、各学年やＰＴＡコーラスが音楽発表を行いま
す。

11月19日 東条コスミックホール 東条東小学校 無料 0795-47-0044

加東市 ② 若鮎祭 文化会館で中学生が劇等で文化発表を行います。 11月5日 滝野中学校 滝野中学校 無料 0795-48-2032

加東市 ② わくわくオーケストラ教室
県立芸術文化センター管弦楽団等の専門家からオーケストラの基礎を学ぶ
とともに、生のオーケストラの演奏を聴く体験をします。

11月26日
県立芸術文化セン
ター

滝野中学校 無料 0795-48-2032

加東市 ② ふれあい音楽会
各学年ごとの音楽発表会にＰＴＡや教職員も参加してのふれあい音楽会を
開催します。

11月26日 滝野東小学校 滝野東小学校 無料 0795-48-2037
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加東市 ② 学校オープン 授業公開、学級懇談、教育講演会を行います。 11月17日 滝野南小学校
滝野南小学校
滝野南小ＰＴＡ

無料 0795-48-2162

加東市 ② 学校経営発表会
研究主題」「人・もの・こと」に積極的にかかわり、共に学び合う授業の創造」
をもとに、授業公開を行います。

11月11日 滝野南小学校
滝野南小学校
加東市教委

無料 0795-48-2162

加東市 ①
保育園児による人権啓発共同作品
展

「みんなともだち」「たのしいなかま」などのテーマで、園児たちの絵やメッ
セージの共同作品展示を行います。

11月5･6日
加東市社中央体育
館

加東市教委 無料 0795-48-3598

加東市 ①
人権と福祉のまちづくりフェスティバ
ル

震災児の人権と福祉に視点をあてた講演会を行います。 11月26日
加東市滝野文化会
館

加東市教委 無料 0795-48-3598

加東市 ③ うれしの秋の交流フェスタ
地域の活動グループを中心に、子どもから大人まで楽しめるプログラムを実
施します。

11月19日
嬉野台生涯教育セン
ター

公益財団法人兵庫県生きがい
創造協会

無料 http://www.h-ikigai.com/ikigai/

加東市 ③
うれしの学園生涯大学講座「学園
祭」

うれしの学園生涯大学の学生による文化祭です。 11月8日～9日
嬉野台生涯教育セン
ター

公益財団法人兵庫県生きがい
創造協会

無料 http://www.h-ikigai.com/ikigai/

たつの市 ② オープンスクール
学校を公開し、地域の人々に学校の様子や生徒の活動について知っていた
だきます。

11月7日～11日
県立西はりま特別支
援学校

県立西はりま特別支援学校 無料 0791-59-8277

たつの市 ② トライやる・ウィーク 中学生が図書館業務の体験をします。 11月7日～11日 龍野図書館 龍野西・東中学校 無料 0791-62-0469

たつの市 ① 親子でわらべうた 親子でわらべうたや手遊びを学びます。 11月8日, 22日, 29日 龍野図書館 龍野図書館 無料 0791-62-0469

たつの市 ① はじめましてえほん
保健センターでの７・８ヶ月相談の際、絵本や絵本袋を図書館職員が親子に
渡し、読書啓発をします。

10月19日
11月16日
12月21日

はつらつセンター 龍野図書館 無料 0791-62-0469

たつの市 ① えほんのじかん ０歳から３歳児と保護者に手遊びや絵本の読み聞かせをします。 11月12日, 19日 龍野図書館 龍野図書館 無料 0791-62-0469

たつの市 ③ 貴重本一般公開 貴重本「ミケランジェロ・ラ・ドッタ・マーノ」等の一般公開 11月26日, 27日 龍野図書館 龍野図書館 無料 0791-62-0469

たつの市 ① わらべうたと子どものよろこび 講師を招きわらべうたの魅力を伝えてもらいます。 11月9日 龍野図書館
兵庫県立図書館
たつの市立図書館

無料 0791-62-0469

たつの市 ② 体育祭 授業での取り組みを発表します。 10月1日
県立播磨特別支援
学校

県立播磨特別支援学校 無料 0791-66-0091

たつの市 ② 文化部発表会 授業での取り組みを発表します。 11月12日
県立播磨特別支援
学校

県立播磨特別支援学校 無料 0791-66-0091

たつの市 ② マラソン大会 授業での取り組みを発表します。 12月9日
県立播磨特別支援
学校周辺

県立播磨特別支援学校 無料 0791-66-0091

たつの市 ②
西はりまリハビリテーションセンター
との交流

利用者とゲーム等を行い交流をします。 12月上旬
西はりまリハビリテー
ションセンター

県立播磨特別支援学校 無料 0791-66-0091

たつの市 ② 販売学習
作業学習で制作した作品の販売学習を行い、社会体験を増やし、社会自立
に役立てます

11月30日, 12月1日
ホームセンターアグ
ロ龍野店
ダイエー龍野店

県立播磨特別支援学校 無料 0791-66-0091

たつの市 ② 地域販売実習
作業学習で制作した作品の販売学習を行い、社会体験を増やし、社会自立
に役立てます

12月8日
県立播磨特別支援
学校

県立播磨特別支援学校 無料 0791-66-0091

たつの市 ① 平成の寺子屋漢字ﾗﾝﾄﾞ 小学生から一般市民までを対象とした漢字教室です。 11月19日
たつの市立揖保公
民館

たつの市立揖保公民館 無料 0791‐67‐1440

たつの市 ① 姫路張子絵付け体験 小学生から一般市民までを対象に張子のお面や干支に絵付けの体験する。 11月30日
たつの市立揖保公
民館

たつの市立揖保公民館 無料 0791‐67‐1440

たつの市 ② トライやる・ウィーク 中学生が各事業所において職場体験活動を行います。 11月7日～11日 各事業所 各中学校 無料 0791-72-6493

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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たつの市 ②③
「幼児・児童・生徒ミュージアム事
業」

・市立幼稚園の合同絵画展を開催します。
・児童生徒の書写・絵画やアイデアあふれる発明・工夫作品を展示します。

10月27日～11月9日 たつの市青少年館 たつの市教育委員会 無料 0791-72-6493

たつの市 ③ たつの文化祭
たつの市文化協会連合会及びたつの市連合婦人会を中心として、芸能発表
会、盆栽展、茶華道展、文芸展、工芸展、写真展、手芸展等を開催します。

11月5日, 6日
赤とんぼ文化ホー
ル・たつの市青少年
館

たつの文化祭実行委員会・
たつの市
たつの市教育委員会

無料 0791-72-6494

たつの市 ② 地域オープン講座（ユニーク）講座
生徒と一般受講生の方と一緒に学び、パソコンでオリジナルカード等を作り
ます。

10月3日～11月11日
県立龍野北高等学
校

県立龍野北高校
定時制

0791-75-2900
10月3日～11月11
日間で8回予定

たつの市 ② 夜間防災訓練 夜間に地元自治会の方と一緒に消火訓練や避難訓練をおこないます。 11月4日
県立龍野北高等学
校

県立龍野北高校
定時制

無料 0791-75-2900

たつの市 ② 文化祭 模擬店や生徒作品を展示しています。 11月18日
県立龍野北高等学
校

県立龍野北高校
定時制

無料 0791-75-2900

たつの市 ② 福祉施設交流 福祉施設利用者の皆さんと本校生が文化祭を通して交流 11月18日
県立龍野北高等学
校

県立龍野北高校
定時制

無料 0791-75-2900

たつの市 ② トライやる・ウィーク 中学2年生が就業体験をします。 11月8日～12日
たつの市立御津公
民館

たつの市立御津中学校 無料 079-322-4501

たつの市 ① 平成の寺子屋事業漢字ランド 小学生から一般市民までを対象とした漢字教室です。 11月12日
たつの市立御津公
民館

たつの市立御津公民館 無料 079-322-4501

たつの市 ① 子ども生き活きクラブ人形劇 小学生を対象とし、人形の製作・脚本・人形劇の練習をします。 11月5日, 19日
たつの市立御津公
民館

たつの市立御津公民館 無料 079-322-4501

たつの市 ③
室津海駅館特別展「琉球使節の江
戸上り」

琉球使節の江戸上りを通じて道中の地域や日本史の中で与えた影響を紹介
する。

10月19日
～

11月27日
室津海駅館 たつの市教育委員会 079-324-0595

たつの市 ① はじめましてえほん 7、8ヶ月児の保護者への絵本を紹介します。 11月8日
たつの市御津保健セ
ンター

たつの市立御津図書館 無料 http://tatsulib.city.tatsuno.hyogo.jp/

たつの市 ② トライやる・ウィーク 中学2年生が就業体験をします。 11月8日～12日
たつの市立御津図
書館

たつの市立御津中学校 無料 http://tatsulib.city.tatsuno.hyogo.jp/

たつの市 ① えほんのじかん
0歳児からの保護者を対象にわらべうた遊びと絵本の読み聞かせを行いま
す。

11月13日, 20日
たつの市立御津図
書館

たつの市立御津図書館 無料 http://tatsulib.city.tatsuno.hyogo.jp/

たつの市 ① おはなし大会 5歳～小学2年生の子どもと保護者に昔話・詩のストーリテリングをします。
12月4日 たつの市立御津図

書館
たつの市立御津図書館 無料 http://tatsulib.city.tatsuno.hyogo.jp/

たつの市 ① 移動図書館 移動図書館車で福祉・教育施設等を巡回し、図書を貸出します。
11月15日, 16日, 17

日, 23日
御津地区内（10地
区）

たつの市立御津図書館 無料 http://tatsulib.city.tatsuno.hyogo.jp/

たつの市 ① おはなしのじかん
５才以上の子どもを対象にストーリーテリングや絵本の読み聞かせをしま
す。

11月5日, 12日, 19日,
26日

たつの市立新宮図
書館

たつの市立新宮図書館 無料
http://tatsulib.city.tatsuno.hyogo.jp/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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たつの市 ① えほんのじかん
２～４才の子どもと保護者を対象に絵本の読み聞かせやわらべうた遊びをし
ます。

11月14日, 28日
たつの市立新宮図
書館

たつの市立新宮図書館 無料
http://tatsulib.city.tatsuno.hyogo.jp/

たつの市 ① 講演会 中学生以上一般を対象にした読書講演会 未定
たつの市立新宮図
書館

たつの市立新宮図書館 無料
http://tatsulib.city.tatsuno.hyogo.jp/

　※講演予定

たつの市 ② トライやる・ウィーク 中学２年生が就業体験をします。 11月7日～12日
たつの市立新宮図
書館

たつの市立新宮中学校
播磨高原広域事務組合立播
磨高原東中学校

無料
http://tatsulib.city.tatsuno.hyogo.jp/

たつの市 ③ 西播磨ゆうゆう学園祭 西播磨高齢者文化大学「ゆうゆう学園」の学生による文化祭です。 11月19日 西播磨文化会館
公益財団法人兵庫県生きがい
創造協会

無料 http://www.h-ikigai.com/ikigai/

たつの市 ③ 西播磨俳句祭 中播磨、西播磨地域の俳句の愛好者による作品展です。 10月22日 西播磨文化会館
公益財団法人兵庫県生きがい
創造協会

http://www.h-ikigai.com/ikigai/

たつの市 ③ 西播磨短歌祭 中播磨、西播磨地域の短歌の愛好者による作品展です。 10月29日 西播磨文化会館
公益財団法人兵庫県生きがい
創造協会

http://www.h-ikigai.com/ikigai/

たつの市 ①
西播磨高齢者文化大学・大学院合
同地域公開講座

西播磨高齢者文化大学・大学院の講座を広く県民に公開し、生涯学習の推
進に寄与します。（今回のテーマは「狂言をとおして」）

11月4日 西播磨文化会館
公益財団法人兵庫県生きがい
創造協会

無料 http://www.h-ikigai.com/ikigai/

たつの市 ②
高校生地域貢献活動　小高連携い
きいき授業

総合自然科学コースの生徒(2年生)が小学校で、工作実験を指導しながら小
学校と交流を深めます。

11月22日
たつの市立揖保小
学校・越部小学校

たつの市教育委員会・龍野高
等学校

無料
http://www.hyogo-c.ed.jp/~tatsuno-hs/

0791-62-0886

たつの市 ② 高校生地域貢献活動　地域交流会
たつの市連合老人会と生徒会・有志生徒がグラウンドゴルフ大会を実施しま
す。

12月8日 県立龍野高等学校 県立龍野高等学校 無料
http://www.hyogo-c.ed.jp/~tatsuno-hs/

0791-62-0886

たつの市 ② 高校生地域貢献活動　クリーン作戦 龍野公園遊歩道を川西地区老人会と有志生徒・職員・保護者で清掃します。 12月22日 龍野公園遊歩道
県立龍野高校・川西地区老人
会

無料
http://www.hyogo-c.ed.jp/~tatsuno-hs/

0791-62-0886

たつの市 ①
子ども読書教養講座（第２回）「わら
べうたと子どものよろこび」

わらべうたをからだ全体で楽しむことにより、こどもたちを豊かなことばの世
界、おはなしの世界へ誘う手法について、実演を交えて学びます。
講師：山本淳子（大阪ＹＷＣＡ千里子ども図書室）

11月9日(水)
たつの市立
龍野図書館
視聴覚室

県立図書館 無料

http://www.library.pref.hyogo.jp/event/event2011/warabeut
a2011.html

協力課
078-918-3366

たつの市 ② トライやる・ウィーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。 11月8日～11日 揖保川図書館 たつの市内の中学校 無料 ibogawa_lib@city.tatsuno.lg.jp

たつの市 ②③ たつの市皮革まつり アトラクション「播州織ファッションショー」 11月20日 赤とんぼ文化ホール 県立龍野北高校 無料 清水浄

たつの市 ② 第12回たつの市皮革まつりに参加
行政、地場産業、専門学校、町づくり協議会との連携によるﾌｧｯｼｮﾝｼｰを開
催します。（総合デザイン科）

11月19日, 20日
たつの市総合文化
会館赤とんぼホール

・たつの市
・たつの市皮革産業総合推進
協議会

無料

猪名川町 ② 人権教育参観･懇談 保護者対象の人権教育参観及び懇談会です 10月27日, 28日 各教室 猪名川小学校 無料 072-766-0014

猪名川町 ② 合同防災訓練 地域と学校が合同で行う防災訓練です。 10月29日 運動場 猪名川小学校 無料 072-766-0014

猪名川町 ② 音楽会 保護者・地域住民対象の音楽発表です 11月19日 体育館 猪名川小学校 無料 072-766-0014

猪名川町 ②③ 学習発表会 合唱、合奏、朗読、劇など日頃の学習の成果を公開します。 11月5日 阿古谷小学校 阿古谷小学校 無料 072-766-0021

猪名川町 ② あこたにまつり　　 　　　　合同防災
児童が保護者や地域の方を招きし、お店を開きます。地域と連携し、防災訓
練を行います。

12月3日 阿古谷小学校 阿古谷小学校 無料 072-766-0021

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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猪名川町 ② 芸術鑑賞（演劇） 「少女剣士がゆく」（劇団如月座） 10月26日
県立猪名川高等学
校体育館

県立猪名川高等学校 無料 072-766-0101

猪名川町 ② オープン参観
登園から降園まで、すべての保育を公開します。松尾台小学校2年生との交
流活動（いきいきタイム）も行います。

11月2日 松尾台幼稚園 松尾台幼稚園 無料 072-766-0388

猪名川町 ② オープン参観
登園から降園まで、すべての保育を公開します。異年齢交流活動（いきいき
タイム）も行います。

11月6日 松尾台幼稚園 松尾台幼稚園 無料 072-766-0388

猪名川町 ② 読書の日
地域ボランティアグループ「コロボックル」さんに来園していただき、絵本・紙
芝居の読み聞かせ、手遊び等をしていただきます。

11月7日 松尾台幼稚園 松尾台幼稚園 無料 072-766-0388

猪名川町 ② ＰＴＣＡフォーラム
関西学院大学付属幼稚園長尾崎厚典先生をお招きし「幼児期に自然の中で
育つことの大切さ」について講演していただきます。

11月15日 中央公民館
猪名川町立
幼稚園ＰＴＡ

無料 072-766-0388

猪名川町 ② なかよしタイム
未就園児と一緒にさつまいもの収穫祭を行います。茶巾しぼりを作っていた
だきます。

11月25日 松尾台幼稚園 松尾台幼稚園 無料 072-766-0388

猪名川町 ② 音楽会 学級ごとの合唱と年長、年少合同合唱・合奏を披露します。 12月10日 松尾台幼稚園 松尾台幼稚園 無料 072-766-0388

猪名川町 ② 地域防災訓練 児童の避難訓練と地域防災訓練を合同で開催します 10月25日 松尾台小学校
松尾台小学校・まちづくり協議
会

無料 072-766-1766

猪名川町 ② いなっこタイム 3歳児を対象とした保育です 11月4日 猪名川幼稚園 猪名川幼稚園 無料 072-766-3899

猪名川町 ② オープン参観 園児がお店屋さんごっこを開催したり、平常保育をします 11月7日, 8日 猪名川幼稚園 猪名川幼稚園 無料 072-766-3899

猪名川町 ② 音楽会 音楽会を開催します 12月3日 猪名川幼稚園 猪名川幼稚園 無料 072-766-3899

猪名川町 ③ 文化祭
学年や教科・部活動の作品展示、３年生の学級劇の発表、合唱コンクールを
行います。

10月27日, 28日
猪名川中学校・イナ
ホール

猪名川中学校 無料 072-766-4000

猪名川町 ② オープンジュニア・ハイスクール 校区内の３小学校の６年生を招き、中学校の模擬授業や部活参観をします。 11月24日 猪名川中学校 猪名川中学校 無料 072-766-4000

猪名川町 ② マラソン大会
校区内のマラソンコースを全校生徒が走ります。保護者との交流もありま
す。

12月2日 猪名川中学校 猪名川中学校 無料 072-766-4000

猪名川町 ② さつまいも掘り 保護者ボランティアさんの協力を得て芋掘りをします。 10月19日 差組のさつまいも畑
つつじが丘
幼稚園

無料 072-766-4411

猪名川町 ② 収穫祭 収穫したさつま芋でお菓子づくりをします。 11月8日
つつじが丘
幼稚園

つつじが丘
幼稚園

無料 072-766-4411

猪名川町 ② オープン参観 保育や給食・弁当等の園生活を公開します。 11月9日～11日
つつじが丘
幼稚園

つつじが丘
幼稚園

無料 072-766-4411

猪名川町 ② 園内研究保育 講師の先生に来て頂き研究保育・事後研究会を行います。 11月10日
つつじが丘
幼稚園

つつじが丘
幼稚園

無料 072-766-4411

猪名川町 ② 子育て支援 リズム遊びやお菓子づくりをします。 11月15日
つつじが丘
幼稚園

つつじが丘
幼稚園

072-766-4411

猪名川町 ②
支援ボランティア
読み聞かせ

ダイヤモンドクラブのおばあちゃん達に紙芝居を読んで頂きます。 11月21日
つつじが丘
幼稚園

つつじが丘
幼稚園

無料 072-766-4411

猪名川町 ② 人権講演会 講師の先生に来て頂き人権に関する講演会を行います。 11月22日
つつじが丘
幼稚園

つつじが丘
幼稚園

無料 072-766-4411

猪名川町 ②
音楽会
オープン参観日

歌・合奏等を聞いて頂きます。 12月3日
つつじが丘
幼稚園

つつじが丘
幼稚園

無料 072-766-4411

猪名川町 ① 住民運動会 小学校区の住民や子どもが運動を通して交流します。 10月29日 つつじが丘小学校 まちづくり協議会 無料 072-766-6667

猪名川町 ② 人権参観（低学年） 人権同和の授業を公開します。 10月31日 つつじが丘小学校 つつじが丘小学校 無料 072-766-6667

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

猪名川町 ② 人権参観（高学年） 人権同和の授業を公開します。 11月1日 つつじが丘小学校 つつじが丘小学校 無料 072-766-6667

猪名川町 ①② 総合防災訓練 地域、小学校、幼稚園が共同で行う防災訓練です。 11月18日 つつじが丘小学校 つつじが丘小学校 無料 072-766-6667

猪名川町 ② オープンスクール 各学年において、人権教育参観授業を実施します。 10月13日 大島小学校 大島小学校 無料 072-769-0025

猪名川町 ② オープンスクール 校内音楽会を実施します。各学年の音楽の取り組みを発表します。 11月5日 大島小学校 大島小学校 無料 072-769-0025

猪名川町 ② 文化祭 全校で取り組む学級演劇及び学年・クラス合唱を地域の方々に披露します。 10月27日, 28日 六瀬中学校 六瀬中学校 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/~mutsuse-jh/

猪名川町 ② オープン参観 全授業を公開します。 11月8日 六瀬中学校 六瀬中学校 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/~mutsuse-jh/

猪名川町 ② オープン・ジュニアハイスクール
校区の小学６年生児童を招いて、中学校教員が授業を行います。その後、
部活動見学を行います。

11月10日 六瀬中学校 六瀬中学校 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/~mutsuse-jh/

猪名川町 ② 音楽会 児童による合唱、合奏等を行います。 11月19日 白金小学校 白金小学校 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/~shirogane-es/

猪名川町 ② やないづっこオンステージ
各教科や総合的な学習の時間に学んできたことを他の学年や保護者・地域
の方々に発表・発信します。

11月12日 楊津小学校 楊津小学校 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/~youshin-es/

猪名川町 ② オープン参観
朝の会や授業など学校生活を公開します。午後からは保護者や地域の方々
への児童引き渡し訓練を行い、校区合同防災訓練に参加します。

11月26日 楊津小学校 楊津小学校 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/~youshin-es/

猪名川町 ② 猪名川町読書の日
あたたかく豊かな心と言葉が通い合う心豊かなまちづくりを目指して、学校・
園や家庭で読書に取り組み、言葉の力を高めていきます。

11月7日 各学校・園、家庭 猪名川町教育委員会 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/dept/06110/index.html

猪名川町 ② 小学校連合音楽会 町内７小学校の４年生が一堂に会し、合唱・合奏を発表します。 11月11日
猪名川町文化体育
館

猪名川町小学校教育音楽部
会

無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/dept/06110/index.html

猪名川町 ②
第11回猪名川町特別支援教育
フォーラム

特別支援教育の地域への理解啓発を目的に講演とシンポジウムを行いま
す。シンポジウムでは中学校ブロック内の幼稚園・小学校・中学校から特別
支援教育の発表してもらいます。

11月26日 猪名川中学校 猪名川町教育委員会 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/dept/06110/index.html

猪名川町 ② ふれあい広場（子育て支援）
未就園児と園児が一緒に木工制作(ペンダントづくり)を行います。また、未就
園児向けの給食試食会も行います。

10月11日 六瀬幼稚園 六瀬幼稚園 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/dept/06113/index.html

猪名川町 ② 小学校との交流
3年生の児童と交流活動を行います。また、長休みの時間には、幼稚園職員
が大型絵本の読み聞かせを行います。

10月12日 大島小学校 六瀬幼稚園大島小学校 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/dept/06113/index.html

猪名川町 ② オープン参観
好きな遊びや学級活動など、園生活を地域・保護者の方に参観していただき
ます。また、19日はブラッシング指導・20日は言葉遊びを保護者の方と一緒
に行う予定です。

10月19日, 20日 六瀬幼稚園 六瀬幼稚園 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/dept/06113/index.html

猪名川町 ② 園内研究保育 公開保育・研究討議・研究発表を行います。 10月26日 六瀬幼稚園 六瀬幼稚園 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/dept/06113/index.html

猪名川町 ② ふれあい広場（子育て支援） ふるさと館に園外保育に出かけ、園児・未就園児と一緒に秋探しをします。 10月27日 ふるさと館 六瀬幼稚園 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/dept/06113/index.html

猪名川町 ② ふれあい広場（子育て支援） 作品展に向けて、園児と未就園児で共同の作品づくりをします。 11月9日 六瀬幼稚園 六瀬幼稚園 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/dept/06113/index.html

猪名川町 ② 小学校との交流
４年生の児童と交流活動を行います。また、長休みの時間には、幼稚園職員
が大型絵本の読み聞かせを行います。

11月15日 大島小学校 六瀬幼稚園大島小学校 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/dept/06113/index.html

猪名川町 ② オープン参観
好きな遊びや学級活動など、園生活を地域・保護者の方に参観していただき
ます。また、言葉遊びを保護者の方と一緒に行う予定です。

11月16日 六瀬幼稚園 六瀬幼稚園 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/dept/06113/index.html

猪名川町 ② ふれあい広場（子育て支援） 幼稚園の職員と一緒に、作品展に向けて個人作品づくりを行います。 11月24日 六瀬幼稚園 六瀬幼稚園 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/dept/06113/index.html

猪名川町 ② オープン参観
好きな遊びや学級活動など、園生活を地域・保護者の方に参観していただき
ます。また、遊戯室で園児・未就園児の作品展示をしています。

12月2日, 3日 六瀬幼稚園 六瀬幼稚園 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/dept/06113/index.html

猪名川町 ② 作品展 個人立体作品・絵画・共同作品等を見ていただきます。 12月2日, 3日 六瀬幼稚園 六瀬幼稚園 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/dept/06113/index.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

猪名川町 ① 子ども読書講演会
落合恵子氏による講演会です
「本との出会い本との再会‥‥子どもと大人同世代を生きる」

10月18日
生涯学習センター視
聴覚ホール

猪名川町教育委員会 無料 http://www5.town.inagawa.hyogo.jp

猪名川町 ②
地域に発信する
文化祭

１年生から３年生までが学級劇に取り組みます。また、クラス合唱、学年合
唱、全校合唱も発表します。文化部の発表、授業作品の展示などもありま
す。中学生の心豊かな感動を地域に発信します。

10月27日, 28日 中谷中学校 中谷中学校 無料 www.town.inagawa.hyogo.jp/~nakatani-jh/

猪名川町 ②
地域とともに歩む
教育講演会

スポーツ界の著名な指導者を招いて、青少年の心と体そして夢、希望を育て
る講演会を企画しています。

11月29日 中谷中学校 中谷中学校 無料 www.town.inagawa.hyogo.jp/~nakatani-jh/

猪名川町 ②
地域とふれあう
マラソン大会

地域の人々とのふれあいを求めて、校区を巡るマラソン大会です。中学生の
溌剌としたがんばりに声援をお願いします。

12月10日
日生中央伏見台周
回コース

中谷中学校 無料 www.town.inagawa.hyogo.jp/~nakatani-jh/

多可町 ② オープンスクール 保護者、地域の方に保育を公開します。 11月9日～11日 キッズランドかみ キッズランドかみ 無料 0795-30-7770

多可町 ② オープンスクール 一週間の学校開放をし、授業等公開を行います。 10月11日～15日 中町中学校 中町中学校 無料 0795-32-0009

多可町 ② 人権弁論大会 人権についての弁論を学級代表10名が発表します。 10月15日
中町中学校
体育館

中町中学校 無料 0795-32-0009

多可町 ② 校内文化祭 各学級の合唱や劇、ダンス、バンド等の発表を行います。 11月12日 ベルディホール 中町中学校 無料 0795-32-0009

多可町 ② オープンスクール 授業だけでなく、学校の普段の様子を保護者や地域の方々に公開します。 10月14日, 15日 中町南小学校 中町南小学校 無料 0795-32-0011

多可町 ② 県民芸術劇場 管弦楽団による演奏を公開します。 10月15日 中町南小学校 中町南小学校 無料 0795-32-0011

多可町 ② オープンスクール
授業を公開します。
県民劇術劇場を鑑賞します。

10月21日, 22日 中町北小学校 中町北小学校 無料 0795-32-0012

多可町 ② マラソン大会
児童が日頃の体育授業の成果を発揮し、走り抜きます。応援をお願いしま
す。

12月3日 中町北小学校 中町北小学校 無料 0795-32-0012

多可町 ③ ニッコールフォトコンテスト写真展
ニッコールクラブが主催するフォトコンテストの入選作品を展示します。
部門・・モノクロ・カラー・ネイチャー・デジタルイメージング

10月21日～23日 多可町文化会館 多可町 無料 0795-32-1300

多可町 ③ 多可町公募美術展
町内外から作品を募集し、審査し入選作品をベルディーホールにて展示しま
す。優秀な作品に対しては表彰します。

10月21日～23日 多可町文化会館 多可町 無料 0795-32-1300

多可町 ③ 多可町文化祭
多可町内在住・在勤の方から作品を募集し展示します。子ども作品展も併せ
て開催します。

10月29日, 30日
多可町文化会館・加
美体育館・八千代プ
ラザ

多可町 無料 0795-32-1300

多可町 ③
演劇セミナー発表公演
シェイクスピア『てんぺすと』

5月から演劇・楽団セミナーで練習してきた成果を発表します。演劇を通して
人づくり、まちづくりをすすめます。

11月20日 多可町文化会館
多可町文化会館自主事業部
会

0795-32-1300

多可町 ③ 子ども作品展
幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校の絵画、書道、工作、共同製作など
を展示します。

10月29日, 30日

(中区）ﾍﾞﾙﾃﾞｨｰﾎｰﾙ
（加美区）加美体育
館
（八千代区）ガルデン
八千代体育館

多可町教育委員会 無料 0795-32-2385

多可町 ③ 多可町PTCA子育てフォーラム PTCA教育支援援助活動の実践発表や子育てに関する講演会を行います。 11月19日 多可町中央公民館 多可町PTA協議会 無料 0795-32-2385

多可町 ② オープンスクール 保育参観や保育参加を予定しています。 11月14日～19日 中町幼稚園 中町幼稚園 無料 0795-32-2816
19日親子ふれあ
いコンサート

多可町 ② 千ヶ峰登山
小学生3年生以上が千ヶ峰登山をします。1・2年生はふもとの神光寺まで遠
足をします。

10月14日 松井小学校 松井小学校 無料 0795-35-0001

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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多可町 ② オープンスクール
資源ゴミ回収・授業参観・引き渡し訓練を行います。地域の方もご来校下さ
い。

10月22日 松井小学校 松井小学校 無料 0795-35-0001

多可町 ② オープンスクール 授業参観・学級懇談を行います。地域の方もご来校下さい。 11月18日 松井小学校 松井小学校 無料 0795-35-0001

多可町 ② マラソン大会
児童が毎日のかけ足と日頃の体育授業の成果を発揮し、最後まで走り抜き
ます。応援をお願いします。

12月2日 松井小学校 松井小学校 無料 0795-35-0001

多可町 ③ 文化祭 弁論、合唱コンクール、吹奏楽、有志演技等があります。 11月5日, 6日 加美中学校 加美中学校 無料 0795-35-0300

多可町 ② オープンスクール 授業公開 11月9日～11日 加美中学校 加美中学校 無料 0795-35-0300

多可町 ② 祖父母参観 祖父母を対象にした学習参観日です。 10月21日 杉原谷小学校 杉原谷小学校 無料 0795-36-0009

多可町 ②
音楽鑑賞会
（県民芸術劇場学校公演）

オーケストラを招聘し、全児童、保護者、祖父母、地域住民を対象に音楽鑑
賞会を開催します。

10月21日 杉原谷小学校 杉原谷小学校 無料 0795-36-0009

多可町 ② 杉っ子フェスティバル 合奏、合唱、劇等の学習発表会を開催します。 11月26日 杉原谷小学校 杉原谷小学校 無料 0795-36-0009

多可町 ②③ オープンスクール

“保育者は、子ども達にどのように関わり、子ども達にどのような教育・保育
をしているか”、普段の保育や子ども達の様子を、保護者、学校園関係、地
域の方々に見ていただき、理解してもらったり意見を聞いたりしています。3
日目には、『親子ふれあいコンサート』を開催します。

11月17日～19日 キッズランドやちよ キッズランドやちよ 無料 0795-37-0001

多可町 ② 稲刈り 3・5年生が地域の方の指導を得て、学校田の稲刈りをします。 10月上旬 学校田 八千代南小学校 無料 0795-37-0033

多可町 ② オープン参観日 地域に学校を開放して、学校教育全般を見ていただきます。 11月10日～12日 八千代南小学校 八千代南小学校 無料 0795-37-0033

多可町 ② 人権コンサート 人権についてのコンサートと講話を児童・保護者・地域の方に行います。 11月12日 八千代南小学校 八千代南小学校 無料 0795-37-0033

多可町 ② 芸術鑑賞会 児童・保護者に演劇を楽しんでもらいます。 11月22日 八千代南小学校 八千代南小学校 無料 0795-37-0033

多可町 ② オープンスクール 本校の平素の学校生活並びに授業を保護者・地域住民に公開します。 10月20日～22日 八千代北小学校 八千代北小学校 無料 0795-37-0043

多可町 ② 地域ふれあい活動
本校PTAによる児童・保護者・地域住民の交流の場として、ゲームやイベント
などを行います。

10月22日 八千代北小学校 八千代北小学校 無料 0795-37-0043 参観日を含む

多可町 ② 県民芸術劇場
県の事業で、劇団「如月舎」による演劇「のらねこハイジ」を、児童・保護者・
地域住民が鑑賞し、優れた舞台芸術に触れます。

11月16日 八千代北小学校 八千代北小学校 無料 0795-37-0043

多可町 ② オープンスクール 学校教育活動や生徒の学校生活を公開します。 11月5日～10日 八千代中学校 八千代中学校 無料 0795-37-0049

多可町 ② 校内文化祭 生徒による文化発表会 11月6日 八千代中学校 八千代中学校 無料 0795-37-0049

多可町 ② 校内弁論大会 生徒による意見発表会 11月18日 八千代中体育館 八千代中学校 無料 0795-37-0049

多可町 ② オープンスクール
学校生活の様子や授業を公開します。
県民芸術劇場学校公演があります。

10月22日 八千代西小学校 八千代西小学校 無料 yachiyo-w-el@takacho.jp

多可町 ② ふれあい祭り 児童が模擬店などを出店し地域の人と交流します 11月12日
八千代西小学校体
育館

八千代西小学校 無料 yachiyo-w-el@takacho.jp PTAと共催

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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多可町 ② 学習発表会 日頃の児童生徒の学習活動の成果発表とＰＴＡの発表を行います。 11月3日
校内体育館、自立活
動室

北はりま特別支援学校 無料
総務部
0795-32-3672

多可町
①②
③

東山古墳まつり
学校のある多可町中区東山自治会の祭りである「東山古墳祭り」に生徒会
が企画から参加し、本校のほぼすべての文化部が参加して祭りを盛り上げ
ます。

11月13日 那珂ふれあい館 東山自治会 無料
多可高校
0795-32-3214

多可町 ③ タイ王国生徒によるタイダンス披露
タイ王国から来日した生徒のさよならパーティにおいて、タイの生徒がタイダ
ンスなど様々な出し物を披露する予定です。

11月20日
妙見富士カントリー
クラブ

県立多可高校
多可高校
0795-32-3214

参加者には、パー
ティ費用をいただ
きます。

多可町 ②③ 北播磨地場産元気市 アトラクション「播州織ファッションショー」 11月6日
エーデルささゆり（多
可町八千代区）

北播磨県民局 無料

多可町 ②③ 多可町芸能フェスティバル 歌舞伎クラブが参加する。 10月23日 無料

多可町 ②③ 古墳まつり 歌舞伎クラブが参加する。 11月13日 無料

稲美町 ③ 連合音楽会
小中学校の各校代表学年や学級による合唱や合奏による発表会を行いま
す。

11月2日 稲美町コスモホール 稲美町小学校音楽部会 無料 079-492-0007

稲美町 ① PTCAフェスティバル チャレンジランキング・食育ひろば・バザー等の催し物を行います。 11月12日 天満東小学校 天満東小PTA 無料 079-492-2340

稲美町 ① なんなんフェスタ チャレンジランキング・バザー・歌声広場等の催し物を行います。 11月19日 天満南小学校 天満南小PTA 無料 079-492-2340

稲美町 ③ 「いなみ苑」吹奏楽演奏会
本校の吹奏楽部が近隣の特別養護老人ホームを訪問し、演奏会を行いま
す。

12月中旬
特別養護老人ホー
ム「いなみ苑」

県立東播磨高等学校 無料 079-492-3111

稲美町 ③ バンビ第1保育園クリスマス会
本校の演劇部が近隣の保育園を訪問し、園児を対象に演劇の公演を行いま
す。

12月中旬 バンビ第1保育園 県立東播磨高等学校 無料 079-492-3111

稲美町 ② 自立活動部会研修（公開研修）
「同じ視点に立つ」をテーマに、講師として笹森理絵氏を招聘し、公開研修会
を実施します。

11月15日
県立いなみ野特別
支援学校

県立いなみ野特別支援学校 無料
http://www.hyogo-c.ed.jp/~inamino-sn

-079-492-6161

稲美町 ② オープンスクール
本校の授業の様子や取組を公開し、地域の住民・保護者の参観や見学を通
して、本校の教育活動の理解や特別支援教育の啓発を推進します。

11月16日～18日
県立いなみ野特別
支援学校

県立いなみ野特別支援学校 無料
http://www.hyogo-c.ed.jp/~inamino-sn

-079-492-6161

播磨町 ② 音楽会 音楽学習の発表を保護者、地域の人々を対象に行います。 11月12日 播磨小学校体育館 播磨小学校 無料 078-437-9849

播磨町 ② 音楽会 保護者及び地域の方々対象に、各学年が合唱と合奏を行います。 11月12日
播磨南小学校体育
館

播磨南小学校 無料 078-942-0730

播磨町 ② 保育参観・幼児教育学級 保育参観と講師を迎え、人権に関する保護者学習会です。 11月4日
幼稚園・子育て支援
センター

蓮池幼稚園 無料 078-942-8328

播磨町 ① 幼稚園秋まつり 幼稚園を公開し、家や地域の人とゲームや食べ物などの店を楽しみます。 10月29日
幼稚園・子育て支援
センター

蓮池幼稚園 無料 078-942-8328

播磨町 ① シニアクラブとの交流会 幼児と地域のシニアクラブの人たちと一緒に遊び、交流を楽しみます。 10月18日
幼稚園・子育て支援
センター

蓮池幼稚園 無料 078-942-8328

播磨町 ② オープンスクール
保護者や地域の人が、自分で遊びを見付けて遊んでいる幼児の様子を自由
に参観します。

年長11月11日
年少11月17日
年中11月18日

幼稚園 蓮池幼稚園 無料 078-942-8328

播磨町 ① なかよしクリーン大作戦
全国幼稚園ウィークinはりまのイベントです。（町内の三園の年長児が地域
の人と町をきれいにします。）

11月15日 幼稚園・中学校 町内三幼稚園 無料 078-942-8328

播磨町 ② 参観授業 5時間目の授業を保護者や地域の方々に公開します。 10月20日 各教室・体育館 蓮池小学校 無料 078-943-2211

播磨町 ② オープンスクール 午前中の授業を保護者や地域の方々に公開します。 10月21日 各教室・体育館 蓮池小学校 無料 078-943-2211

播磨町 ② 音楽会 保護者や地域の方々対象に音楽会を開催します。 11月12日 体育館 蓮池小学校 無料 078-943-2211

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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播磨町 ② 3年生環境体験事業 秋の山の中の動植物を観察することで播磨町の環境と比較する。 11月18日 県立やしろの森公園 蓮池小学校 078-943-2211

播磨町 ② 文化祭 全クラスの合唱、文化部の発表、自由参加の発表等を行います。 10月28日
播磨南
中学校

播磨南中学校 無料 078-943-6622

播磨町 ② オープンスクール 授業参観を実施します。 11月12日
播磨南
中学校

播磨南中学校 無料 078-943-6622

播磨町 ② オープンスクール 授業の参観及び施設見学 10月11日～14日
東はりま特別支援学
校

東はりま特別支援学校 無料 079-430-2820

播磨町 ② オープンスクール 保護者・地域住民を対象として音読会及び授業公開を行います 10月21日 各教室 播磨西小学校 無料 079-435-3264

播磨町 ② 音楽会 保護者や地域の方々対象に音楽会を開催します。 11月12日
播磨西小学校体育
館

播磨西小学校 無料 079-435-3264

播磨町 ① なかよしクリ－ン大作戦
全国幼稚園ウィ－クｉｎはりまのｲﾍﾞﾝﾄ。町内三園の年長児が地域の人たちと
町をきれいにします。

11月15日
播磨町内
中学校

町内3幼稚園 無料 079-435-3264

播磨町 ② オ－プンスク－ル 地域の人たちに幼稚園を公開します。 11月14日～18日 播磨西幼稚園 播磨西幼稚園 無料 079-435-3264

播磨町 ② 親子造形 造形を通して親子のふれあいを図ります。 11月7日 播磨幼稚園 播磨幼稚園 無料 079-437-0729

播磨町 ② オープンスクール 幼稚園を公開し、幼稚園教育を理解してもらう機会とします。 11月14日～18日 播磨幼稚園 播磨幼稚園 無料 079-437-0730

播磨町 ② 保育参観・学習会 公開保育と講演会を行います。 11月14日 播磨幼稚園 播磨幼稚園 無料 079-437-0731

播磨町 ① なかよしクリーン大作戦
町内3園の5歳児が地域の人と一緒に行うクリーンキャンペーンを実施しま
す。

11月15日
播磨町内
中学校

町内3幼稚園 無料 079-437-0732

播磨町 ② 授業参観 授業参観を実施します。。 11月12日 各教室 播磨中学校 無料 079-437-8147

播磨町 ④ 文化祭 全クラスの合唱発表会・自由参加・文化部の発表等を行います。 10月28日
播磨中
体育館

播磨中学校 無料 079-437-8147

播磨町 ③ 考古博であそぼう・クリスマス
県立考古博物館において本校の合唱部と近隣校の合唱部が合同演奏会を
開催します。

12月23日 県立考古博物館 県立考古博物館 無料 079-492-3111

播磨町 ② クリーンキャンペーン 最寄り駅からの通学路を生徒・職員・保護者で清掃します。 10月22日
播磨町・西二見駅か
ら高校までの通学路

県立播磨南高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~harimaminami-hs/

播磨町 ② 播磨町小中高等学校連合音楽会
町内の小中高等学校の代表クラス、音楽系部活動、高等学校芸術類型（音
楽）が参加し、日ごろの練習の成果を披露し合う

11月8日
播磨町立蓮池小学
校

播磨町教育委員会 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~harimaminami-hs/

播磨町 ② まちかどコンサートinこうこはく
県立考古博物館と共同で、芸術類型（音楽）の日ごろの練習の成果を披露
する。

11月中旬 県立考古博物館 県立播磨南高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~harimaminami-hs/

播磨町 ② まちかどコンサートin図書館
播磨町立図書館と共同で、芸術類型（音楽）の日ごろの練習の成果を披露
する。

12月16日 播磨町立図書館 播磨町立図書館 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~harimaminami-hs/

播磨町
①③
④

特別展
「みほとけの考古学－中世民衆と仏
教信仰－」

平安時代末の経塚遺宝をはじめ現世・来世の利益を願って埋納した考古資
料を展示し中世民衆信仰のすがたを紹介します。

10月1日(土)～11月
27日(日)

県立
考古博物館
特別展示室

県立
考古博物館

http://www.hyogo-koukohaku.jp

079-437-5589

播磨町
①③
④

講演会
「浄土への祈り－経塚が語る永遠
の世界－」

開催中の特別展関連講演会です。
講師は奈良文化財研究所の杉山洋氏

10月1日(土)
県立
考古博物館
講堂

県立
考古博物館

無料
http://www.hyogo-koukohaku.jp

079-437-5589
定員120名

播磨町 ①
強力パワー！
子持ち勾玉づくり

まじない効果抜群！？古墳時代の特殊な勾玉「子持ち勾玉」を作ります 10月2日(日)
県立
考古博物館
体験学習室

県立
考古博物館

http://www.hyogo-koukohaku.jp

079-437-5589

定員15名小学校４
年生以上

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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播磨町 ①③ 古代組ひも入門 基礎的な指の動きを学びます。奥深い古代の組ひも技法の入口です。 10月7日(金)
県立
考古博物館
体験学習室

県立
考古博物館

http://www.hyogo-koukohaku.jp

079-437-5589

定員10名高校生
以上

播磨町 ①④ バックヤード見学ツアー ふだんは見られない博物館の舞台裏を巡るツアーです。 10月8日(土)
県立考古博物館遺
物整理室

県立
考古博物館

http://www.hyogo-koukohaku.jp

079-437-5589
定員15名

播磨町 ① 大中遺跡でドングリひろい 大中遺跡のドングリを拾いながら、種類、食べ方などを学びます。 10月9日(日)
県立
考古博物館体験学
習室

県立
考古博物館

無料
http://www.hyogo-koukohaku.jp

079-437-5589

定員20名幼児～
小学生

播磨町 ① ペーパークラフト 金ぴかの経筒を作って、未来の自分に手紙を出します。 10月10日(月･祝)
県立
考古博物館体験学
習室3

県立
考古博物館

無料
http://www.hyogo-koukohaku.jp

079-437-5589

定員20名
小学4年生以上

播磨町
①③
④

講演会「中世寺院と民衆」
開催中の特別展関連講演会です。
講師は国立歴史民俗博物館総合研究大学院大学教授の井原今朝男氏

10月15日(土)
県立
考古博物館
講堂

県立
考古博物館

無料
http://www.hyogo-koukohaku.jp

079-437-5589
定員120名

播磨町
①③
④

講演会
「書寫山圓教寺性空上人と観音信
仰」

開催中の特別展関連講演会です。
講師は圓教寺執事長の大樹玄承氏

10月22日(土)
県立
考古博物館
講堂

県立
考古博物館

無料
http://www.hyogo-koukohaku.jp

079-437-5589
定員120名

播磨町 ① 楽しいドングリあそび ドングリを使って、コマ、やじろべえ、ストラップを作ります。 10月22日(土)
県立
考古博物館体験学
習室

県立
考古博物館

http://www.hyogo-koukohaku.jp

079-437-5589

定員20名幼児～
小学生

播磨町 ①③
赤米をつくろう(稲刈りをして、食べ
てみよう)

赤米を石包丁で刈り取ります。お米をごはんにして食べます。 10月23日(日) 実験水田
県立
考古博物館

http://www.hyogo-koukohaku.jp

079-437-5589
定員30名

播磨町 ① ペーパークラフト モビール作りをします。 11月3日(木･祝)
県立
考古博物館体験学
習室3

県立
考古博物館

無料
http://www.hyogo-koukohaku.jp

079-437-5589
定員50名

播磨町 ① 第4回考古博古代体験・秋まつり 日本各地の博物館から自慢の古代体験メニューが集合します。 11月5日(土)
県立
考古博物館体験ひろ
ば

県立
考古博物館

http://www.hyogo-koukohaku.jp

079-437-5589

播磨町 ①④ 実演！よみがえる古代の出土品 遺跡からの出土品が目の前で復元されていく様子を実演公開いたします。 11月5日(土)
県立
考古博物館展示室
前

県立
考古博物館

http://www.hyogo-koukohaku.jp

079-437-5589

播磨町
①③
④

講演会「播磨極楽寺瓦経その数奇
な運命」

開催中の特別展関連講演会です。
講師は元姫路市立城郭研究室の山本博利氏

11月12日(土)
県立
考古博物館
講堂

県立
考古博物館

無料
http://www.hyogo-koukohaku.jp

079-437-5589
定員120名

播磨町
①③
④

講演会「兵庫県の経塚と経筒」
開催中の特別展関連講演会です。
講師は当館調査第2課長の森内秀造

11月19日(土)
県立
考古博物館
講堂

県立
考古博物館

無料
http://www.hyogo-koukohaku.jp

079-437-5589
定員120名

播磨町 ①③ 古代のかごづくり 紙ひもを使い、縄文時代の技法でかごをつくります。 11月20日(日)
県立
考古博物館体験学
習室

県立
考古博物館

http://www.hyogo-koukohaku.jp

079-437-5589
定員10名

播磨町 ①③ 奥深～い組ひもの世界へ 奥深～い古代組ひもの世界へ、あなたをご招待します。 12月9日(金)
県立
考古博物館体験学
習室

県立
考古博物館

http://www.hyogo-koukohaku.jp

079-437-5589
定員10名

播磨町
①③
④

兵庫考古学研究最前線7「たつの市
権現山51号墳と考古学者近藤義
郎」

学芸員が研究成果を発表します。講師は当館学芸員の山本誠 12月10日(土)
県立
考古博物館
講堂

県立
考古博物館

無料
http://www.hyogo-koukohaku.jp

079-437-5589
定員120名

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

播磨町 ①④ バックヤード見学ツアー ふだんは見られない博物館の舞台裏を巡るツアーです。 12月10日(土)
県立考古博物館遺
物整理室

県立
考古博物館

http://www.hyogo-koukohaku.jp

079-437-5589
定員15名

播磨町 ③
考古博であそぼう
クリスマス

クリスマスの時期にあわせて、楽しいイベントを企画します
12月23日(金)～

25(日)
館内

県立
考古博物館

無料
http://www.hyogo-koukohaku.jp

079-437-5589

播磨町 ①③ 古代米のワラでしめ縄づくり ありがたい！？古代米のワラをつかって、しめ縄をつくります。 12月25日(日)
県立
考古博物館体験学
習室

県立
考古博物館

http://www.hyogo-koukohaku.jp

079-437-5589
定員10名

播磨町 ① 大中遺跡まつり
国指定史跡「大中遺跡」で開催するまつりで、古代生活体験、模擬店、ス
テージ発表等が行われます。

11月5日 大中遺跡 大中遺跡まつり実行委員会 無料
播磨町郷土資料館
-079-435-5000-

播磨町 ① 播磨町美術展 日本画、洋画、書道、写真、陶芸、彫塑・工芸の公募作品の展示します。 10月30日～11月3日
播磨町中央公民館
大ホール

播磨町美術展実行委員会 無料
播磨町生涯学習グル-プ
-079-435-0565-

播磨町 ① 播磨町菊花展 菊愛好家の福助、大菊、懸崖等の作品を展示します。 10月28日～11月9日 播磨町役場駐輪場 播磨町菊花会 無料
播磨町生涯学習グル-プ
-079-435-0565-

播磨町 ① 播磨町文化祭 文化協会加盟団体の発表会を行います。 11月12日～13日
播磨町中央公民館
大ホール

播磨町文化協会 無料
播磨町生涯学習グル-プ
-079-435-0565-

播磨町 ① 陸上記録会 町内各小・中・高校生、在住・在勤の住民を対象にした記録会を行います。 11月13日 秋ヶ池運動場 ＮＰＯスポーツクラブ21はりま 無料
播磨町生涯学習グル-プ
-079-435-0565-

播磨町 ① 大中遺跡まつり 大中遺跡祭りに参加し、販売学習や買い物学習を行う。 11月5日 大中遺跡公園 播磨町 無料

市川町 ② オープンスクール 日常の教育活動を保護者や地域に公開します。 11月14日～18日 川辺小学校 川辺小学校 無料 0790-26-0007

市川町 ②
道徳教育推進拠点校としての道徳
授業公開と研修会

兵庫県版道徳教育副読本を活用した道徳授業を公開し、保護者や地域と連
携した道徳教育を推進します。

11月17日 川辺小学校 川辺小学校 無料 0790-26-0007

市川町 ② 町人権文化推進実践発表会 学校公開（道徳授業、教育活動を公開）を行います。 11月5日(土) 甘地小学校 甘地小学校 無料 0790-26-0010

市川町 ② オープンスクール 学校公開（授業、教育活動を公開）。最終日には学習発表会を実施します。
11月21日～11月26日
23日は勤労感謝の日

で休日
甘地小学校 甘地小学校 無料 0790-26-0010

市川町 ② 学習発表会 学習活動発表（各学年、全校生）を行います。 11月26日 甘地小学校体育館 甘地小学校 無料 0790-26-0010

市川町 ③ 人形劇鑑賞 子どものための優れた舞台芸術を鑑賞します。 11月9日 鶴居小学校体育館 文化庁 無料 0790-28-0018

市川町 ② 研究会 中・西播社会科研究会 11月15日 鶴居小学校各教室 中西播社会科部 無料 0790-28-0018

市川町 ③ 児童集会 ほくほく祭り（収穫祭） 11月22日 鶴居小学校体育館 児童会 無料 0790-28-0018

市川町 ② 事業参観・ＰＴＡ研修 例月の授業参観・ＰＴＡ研修会を行います。 11月30日
鶴居小学校各教室・
体育館

鶴居小学校・ＰＴＡ 無料 0790-28-0018

市川町 ②③
バザー、音楽会、
アルミ缶収集

校区内の全家庭に案内を出して、生徒会・PTA合同のバザーを実施、また引
き続き校内音楽会を開催。午後、各地区に出向いてアルミ缶収集活動を実
施します。

11月19日
鶴居中学校、並びに
各地区公民館

鶴居中学校 無料 0790-28-0021

福崎町 ② 教育講演会 ＰＴＡを対象に教育講演会を実施します。 10月14日 福崎小学校 福崎小学校ＰＴＡ 無料 0790-22-0101

福崎町 ② 神同教実践発表会 神同教実践発表会として授業公開を行います。 11月10日 福崎小学校 神崎郡人権同和協議会 無料 0790-22-0101

福崎町 ② 参観音楽会 保護者・地域住民を対象に参観音楽会を実施します。 11月26日 福崎小学校 福崎小学校 無料 0790-22-0101

福崎町 ② オープンスクール 保護者・地域住民・関係機関を対象にオープンスクールを行います。 11月26日～30日 福崎小学校 福崎小学校 無料 0790-22-0101

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事
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福崎町 ② 田原っこフェスティバル 田原小の各学年・クラスごとに催し物等を行います。 11月12日
田原小学校体育館
および各教室

田原小学校 無料 0790-22-0102

福崎町 ② オープンスクール
授業や部活動など，学校の教育活動のありのままの姿を保護者や地域の
方々に解放します。

11月21日～26日 福崎西中学校 福崎西中学校 無料 0790-22-0157

福崎町 ② 合唱フェスティバル
各クラスの特徴を合唱で発表し，全校生徒だけでなく，保護者や地域の方々
にも聴いていただく。

11月26日 福崎西中学校 福崎西中学校 無料 0790-22-0157

福崎町 ② 人権ふれあい講演会
人権に関する講演会を開催し，保護者や地域の方々にも聴いていただき，
人権や福祉について考える。

12月7日 福崎西中学校 福崎西中学校 無料 0790-22-0157

福崎町 ② オープンスクール 地域の方々に普段通りの学校生活を公開します。
11月14日～18日
土日祝日を除く

八千種小学校 八千種小学校 無料 0790-22-0207

福崎町 ② オープンスクール 学校を保護者等に公開します 11月21日～25日 福崎東中学校 福崎東中学校 無料 0790-22-0208

福崎町 ② 校内音楽会 各クラスが合唱を発表します 11月22日 福崎東中学校 福崎東中学校 無料 0790-22-0208

福崎町 ② 親子体操 講師先生を招き、体操をしながら親睦をはかります。 11月2日 田原小学校体育館 田原幼稚園 無料 0790-22-1032

福崎町 ② 幼児園ウィーク 福崎幼児園を、自由に参観、見学して、感想･意見をいただく。 11月14日～19日 福崎幼児園 福崎幼児園 無料 0790-22-1091

福崎町 ② 家庭教育学級　　　親子体操 講師の先生を招き、親子、親同士の親睦をはかる。 11月19日 福崎幼児園 福崎幼児園PTA 無料 0790-22-1092

福崎町 ② 学習発表会 普段の学習の成果を発表します。総合学習、各教科の学習の発表します。 11月19日 高岡小体育館 高岡小学校 無料 0790-22-1113

福崎町 ② 太鼓交流会 神河町立川上小学校との太鼓での交流会を行います。 11月24日 高岡小体育館 高岡小学校 無料 0790-22-1114

福崎町 ① グランドゴルフ大会
地元の老人会の皆様と生徒・職員有志がグランドゴルフによって交流しま
す。

10月20日 福崎町スポーツ公園 県立福崎高校 無料 0790-22-1200

福崎町 ② バザーと模擬店 ＰＴＡによるバザーと模擬店を行います。 11月12日 八千種幼稚園 八千種幼稚園ＰＴＡ 無料 0790-22-1207

福崎町 ③ 学習発表会 幼稚園・小学校が合同で保護者にむけて、学年に応じた発表を行います。 11月19日 高岡小学校 高岡小学校 無料 0790-22-3960

福崎町 ②
高校生地域貢献活動ボランティア
清掃

最寄り駅からの通学路および学校と地元文化センター間の道路を生徒・職
員等で清掃します。

11月4日
福崎駅～県立福崎
高校

県立福崎高校 無料 0790-22-1200

福崎町 ③ プログレス教育講演会
本校卒業生による講演会で、演題は「生きることは変わり続けること」、講師
は玉光順正氏（真宗大谷派光明寺住職）です。

11月9日
県立福崎高校体育
館

県立福崎高校 無料 0790-22-1200

福崎町 ② 公開授業週間 1週間にわたって、すべての授業を保護者や地域住民に公開します。 11月14日～18日
各教室・グランドほ
か

県立福崎高校 無料 0790-22-1200

神河町 ② オープンスクール 開かれた学校作りを推進します。 10月24日～28日 大山小学校 大山小学校 無料 0790-32-0074

神河町 ② 白岩山登山 校区の山に力を合わせて登ります。 10月29日 神河町猪篠 大山小学校 無料 0790-32-0074

神河町 ② 学習発表会 学習してきたことを発表し地域の方々に見ていただきます。 11月19日 大山小学校 大山小学校 無料 0790-32-0074

神河町 ② 校内マラソン大会 学校を発着点として校区内を走ります。 12月9日 大山小学校周辺 大山小学校 無料 0790-32-0074

神河町 ②③ 文化祭（神高祭）
ステージ発表(合唱コンクール)、文化部発表、模擬店・展示・イベント等があ
ります。

11月11日 神崎高校 県立神崎高校 無料 0790-32-0209

神河町 ② オープンスクール
学校を一般に公開し、普段の学校生活や授業風景などの教育活動を見ても
らいます。

11月14日～19日 南小田小学校 南小田小学校 無料 0790-34-0009

神河町 ② 学習発表会 学習してきたことを劇、合奏、合唱などで表現します。 11月19日
南小田小学校の体
育館

南小田小学校 無料 0790-34-0009

神河町 ② 学習発表会 各学年別に学習発表会を実施し公開します。 11月6日 寺前小 寺前小 無料 0790-34-0024

神河町 ② トライやる・ウィーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。 10月17日～21日 町内各事業所 神河中学校 無料 0790-34-0030

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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神河町 ② 神河中合唱コンクール 中学生がクラス合唱を行います。
11月18日

(予定)
神河中学校体育館 神河中学校 無料 0790-34-0030

神河町 ② 学習発表会 学習の成果を劇や発表の形で表現します。 11月19日 長谷小体育館 長谷小学校 無料 0790-35-0012

神河町 ② さつまいも堀り みんなで育てたさつまいもを収穫します。 11月 長谷小いも畑 長谷小学校 無料 0790-35-0013

神河町 ② 人権標語・ポスター展示
神河町内の小中学校より出品された人権標語・ポスターの優秀な作品を展
示します。

11月2日～10日 長谷小各教室他 長谷小学校 無料 0790-35-0014

神河町 ② オープンスクール 本校の特色ある学習活動を公開します。 11月28日～12月4日 川上小学校 川上小学校 無料 0790-35-0242

神河町 ② オープンスクール 始業時から終業時までの教育活動を地域の方に学校開放します。 11月8日, 10～13日 越知谷小学校 越知谷小学校 無料 http://can.town.kamikawa.hyogo.jp/ochidani-es/index.html

神河町 ② おちの子発表会 学習の成果を保護者や地域の方に発表します。 11月13日 越知谷小学校 越知谷小学校 無料 http://can.town.kamikawa.hyogo.jp/ochidani-es/index.html

神河町 ② 収穫祭
総合学習や環境学習で収穫した作物を使い、協力して頂いた地域の方と一
緒に収穫祭を行います。

12月2日 越知谷小学校 越知谷小学校 無料 http://can.town.kamikawa.hyogo.jp/ochidani-es/index.html

神河町 ② 学習発表会 日頃の学習成果を地域の方々に発表します。 12月4日 川上小学校体育館 川上小学校 無料 kawakami-es@mail.town.kamikawa.hyogo.jp

神河町 ② 学習発表会
日頃の学校での学習成果を合奏や歌、劇など多彩な方法でステージを使い
発表します。

11月20日 粟賀小学校体育館 粟賀小学校 無料
℡0790-32-0025
awaga-es@mail.town.kamikawa.hyogo.jp

神河町 ② 後期オープンスクール
普段の子どもたちの学習活動を自由に見ていただくだけでなく、、見学者の
方も一緒に学べる授業内容を計画している学年もあります。

11月21日 粟賀小学校 粟賀小学校 無料
℡0790-32-0025
awaga-es@mail.town.kamikawa.hyogo.jp

神河町 ② 給食試食会
子どもたちが食べている給食を保護者や地域の方にも食べていただき、食
育や給食に関する感想をお聞きしています。事前に代金を添えた申し込み
が必要です。

11月21日
粟賀小学校家庭科
室

粟賀小学校
℡0790-32-0025
awaga-es@mail.town.kamikawa.hyogo.jp

上郡町 ② 参観・教育講演会 授業公開とＰＴＡ、公民館が連携した教育講演会を開催します。 11月15日 上郡小学校
上郡小学校、ＰＴＡ、上郡公民
館

無料 0791-52-0067

上郡町 ② オープンスクール 午後の授業を地域に公開する。 11月14日～18日 県立上郡高校 県立上郡高校 無料 0791-52-0069

上郡町 ③
高校生地域貢献活動　上郡町商工
まつり

上郡町役場前で開催される「商工まつり」に本校で生産した農作物の販売と
ともに、和太鼓部、吹奏楽部がステージで演奏する。

11月6日 上郡町役場 上郡町商工会 無料 0791-52-0069

上郡町 ③
高校生地域貢献活動　白旗城まつ
り

地元の上郡町で開催されるイベントに本校で生産した農作物を販売する。 11月23日 赤松公民館 白旗城まつり実行委員会 無料 0791-52-0069

上郡町 ② お話会 読書ボランティアによる読み聞かせです。 11月2日 山野里小学校 山野里小学校 無料 0791-52-0073

上郡町 ② 学習発表会 全校生による合唱・合奏などの発表会です。 11月22日 山野里小学校 山野里小学校 無料 0791-52-0073

上郡町 ② 再生資源回収 校区美化活動を行います。 11月27日 山野里小学校 山野里小学校 無料 0791-52-0073

上郡町 ② 教育講演会 有森広子（有森裕子の母）氏の教育講演会を開催します。 12月16日 山野里小学校 山野里小学校 無料 0791-52-0073

上郡町 ② 人権教育実践発表会 授業公開、人権講演会を開催します。 11月11日 赤松小学校 上郡町教育委員会 無料 0791-52-0082

上郡町 ①② 老人会との交流
網を仕掛けて魚を捕まえたり網からはずしたりする網魚体験など、交流会を
行います。

11月4日, 7日
鞍居川、
仲町公民館

上郡幼稚園
仲町老人会

無料 0791-52-0499

上郡町 ② 交流クッキング・誕生会 来年度統合する幼稚園児・保護者と交流クッキング・誕生会をします。 11月16日 上郡幼稚園
上郡幼稚園
赤松幼稚園

0791-52-0499

上郡町 ② 親子交流お楽しみ会 園児と保護者、また来年度入園対象親子等との交流をします。 11月22日 上郡幼稚園 上郡幼稚園 0791-52-0499

上郡町 ② ＴＣＣ活動 地域の方と手話や茶道などの交流学習を行います。 11月10日 高田小学校 高田小学校 無料 0791-52-1068

上郡町 ② お話玉手箱 地域の方に本の読み聞かせをしてもらいます。 11月4日 高田小学校 高田小学校 無料 0791-52-1068

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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上郡町 ①③ 上郡町文化祭
美術展、生花展、花木展、盆栽展、文化発表会、茶会、洋楽・器学のつどい、
短歌大会、俳句大会を開催します。

10月28日～
11月3日

上郡町生涯学習支
援センター、つばき
会館

上郡町、上郡町教育委員会、
上郡町文化協会

無料 0791-52-1125

上郡町 ② 祖父母交流会 園児の祖父母を招待し交流活動を行います。 11月4日 山野里幼稚園 山野里幼稚園 無料 0791-52-1200

上郡町 ②
バザー・模擬店
及びひよこ教室

バザー・模擬店を開催し、未就園児・保護者も招いて交流を深めます。 11月10日 山野里幼稚園 山野里幼稚園 無料 0791-52-1200

上郡町 ② バザー展・もちつき交流会
幼稚園親子・新入園児親子・高年クラブの方々が、バザー展や餅つきに参加
して交流を深めます。

11月10日 高田幼稚園 高田幼稚園 無料 0791-52-2068

上郡町 ② 音楽発表会 子ども達が歌や合奏を発表します。 12月16日 高田幼稚園 高田幼稚園 無料 0791-52-2068

上郡町 ① ＰＴＣＡフォーラム 町内の子どもをもつ保護者が参加しフォーラムを行います。 10月29日 赤松小学校 上郡町教育委員会 無料 0791-52-2912

上郡町 ①③
特別展　大鳥圭介没後100年記念
事業「軍人の如楓　文人の如楓」

上郡町が輩出した幕末・明治期の偉人・大鳥圭介の墨蹟などの展示を行い
ます。

10月22日～
12月18日

上郡町郷土資料館
特別展示室

上郡町教育委員会 無料 0791-52-3737

上郡町 ①② 高年クラブとの交流会
地域の高年クラブの方を招待し、ふれあい遊びをした後、園児が抹茶とお菓
子で接待します。

11月15日 赤松幼稚園 赤松幼稚園 無料 0791-52-6181

上郡町 ①② 民生委員との交流会
民生・児童委員さんを招待し、園児が考えたプログラムで交流遊びやおもて
なしをします。

11月18日 赤松幼稚園 赤松幼稚園 無料 0791-52-6181

上郡町 ①② 音楽会・交流餅つき大会
音楽発表会を行います。その後、地区公民館で地域の方と交流し、餅つきや
会食を楽しみます。

12月3日, 4日
赤松幼稚園、
赤松公民館

赤松幼稚園、赤松公民館 無料 0791-52-6181

上郡町 ② オープンスクール 登校から下校まですべての時間を公開します。 11月29日 鞍居小学校 鞍居小学校 無料 0791-54-0006

上郡町 ② マラソン大会 保護者や地域の方の協力を得て開催します。 12月2日 鞍居小学校周辺 鞍居小学校 無料 0791-54-0006

上郡町 ② 体育大会
今年度は、海外の３姉妹校（韓国、タイ王国、オーストラリア）の生徒も参加
し、４カ国合同体育大会になります

10月5日
県立大学附属高等
学校グラウンド

県立大学附属高等学校 無料 0791-58-0722

上郡町 ② 芸術鑑賞会
生徒・保護者対象の古典芸能鑑賞会を行います。今年は、演劇「カーリーの
青春」を鑑賞します

10月19日
県立大学附属高等
学校体育館

劇団自由人会 無料 0791-58-0722

上郡町 ② 学校説明会
中学校教員、中学3年生のお子様をお持ちの保護者を対象に学校概要につ
いての説明を行います

10月25日
県立大学附属高等
学校体育館

県立大学附属高等学校 無料 0791-58-0722

上郡町 ② 海外体験報告会
生徒・保護者・学校評議員対象に研修旅行、オーストラリア語学研修、タイ友
好親善交流事業、韓国相互交流事業の報告会を行います

11月16日
県立大学附属高等
学校体育館

県立大学附属高等学校 無料 0791-58-0722

上郡町 ② 募集要項説明会 中学校教員を対象に学校概要についての説明を行います 12月2日
県立大学附属高等
学校視聴覚教室

県立大学附属高等学校 無料 0791-58-0722

上郡町 ② トライやる・ウイーク
中学２年生が各自の興味・関心に応じ、職場体験活動や文化芸術、調査研
究活動に取り組みます。

11月7日～11日 県内各地 県立大学附属中学校 無料 0791-58-0735

上郡町 ②
芸術祭
Art Festival

合唱、ピアノ、和太鼓などの演奏を発表するとともに、美術、書写の作品を展
示する。

11月25日 先端科学技術支援
センター

県立大学附属中学校 無料 0791-58-0735

佐用町
①②
③

特色ある教育課程推進事業 地域伝統文化「皆田和紙保存会」による紙漉体験 11月上旬 県立佐用高校 県立佐用高校 無料 0790-82-2434

佐用町
①②
③

特色ある教育課程推進事業 地域木工クラフト指導員による木工クラフト 11月24日(木) 県立佐用高校 県立佐用高校 無料 0790-82-2435

佐用町 ①② 高校生地域貢献活動 農業体験活動支援（自然学校児童） 11月1日(火) 県立佐用高校 県立佐用高校 無料 0790-82-2436

佐用町 ② 高校生地域貢献活動 農業体験活動支援（西播磨特別支援学校） 10月下旬 県立佐用高校 県立佐用高校 無料 0790-82-2437

佐用町 ② 高校生地域貢献活動 農業体験活動支援（町内小学校） 10月下旬～11月中旬 県立佐用高校 県立佐用高校 無料 0790-82-2438

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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佐用町 ② 高校生地域貢献活動 環境学習支援（佐用小学校） 11月上旬 県立佐用高校 県立佐用高校 無料 0790-82-2439

佐用町 ② 高校生地域貢献活動 施設訪問（朝陽が丘荘） 10月下旬 朝陽が丘荘 県立佐用高校 無料 0790-82-2440

佐用町 ② 高校生地域貢献活動 ふれあい育児体験（佐用町内保育園） 11月中旬
佐用町内
保育園

県立佐用高校 無料 0790-82-2441

佐用町 ③ 郡小中美術展覧会 美術作品の展覧会を開催します。 10月29日, 30日 南光文化センター 小中図工美術研究協議会 無料
時間は、前後しま
す。

佐用町 ③ さよう文化祭 美術作品の展覧会・芸能
10月30日～

11月3日
佐用文化情報セン
ター

佐用町 無料
時間は、前後しま
す。

佐用町 ③ さよう文化祭上月会場 美術作品の展覧会・芸能 11月1日～11日 上月文化センター 佐用町 無料
時間は、前後しま
す。

佐用町 ③ さよう文化祭南光会場 美術作品の展覧会・芸能 11月5日, 6日 南光文化センター 佐用町 無料
時間は、前後しま
す。

佐用町 ③ さよう文化祭三日月会場 美術作品の展覧会・芸能 11月5日, 6日 三日月文化センター 佐用町 無料
時間は、前後しま
す。

香美町 ① 村岡区文化祭 村岡区における各団体･個人の作品展示や芸能発表をします。 10月30日～11月4日 村岡体育館 村岡区中央公民館 無料  0796-98-1366

香美町 ② オープンスクール 授業公開給食試食会読み聞かせ他を実施します。 11月25日 余部小学校 余部小学校 無料 0796-34-0005

香美町 ② 学習発表会 学習の成果をまとめ、地域住民の前で発表します。 11月27日 余部小学校 余部小学校 無料 0796-34-0005

香美町 ② オープンスクール 園を開き、普段の教育活動を見ていただきます。 11月25日 余部幼稚園 余部幼稚園 無料 0796-34-0258

香美町 ② 学習発表会
今までの保育の成果をまとめ、さまざまな方法で地域の方の前で発表しま
す。

11月27日 余部幼稚園 余部幼稚園 無料 0796-34-0258

香美町 ② 持久走大会 全児童が校区内を地域住民の声援を得て、学年に応じた距離を走ります。 10月25日 香住小学校区内 香住小学校 無料 0796-36-0002

香美町 ② 音楽会 児童の合唱や合奏等の演奏を地域住民や保護者に公開します。 11月16日 香住小学校 香住小学校 無料 0796-36-0002

香美町 ② オープンスクール 地域住民等への授業･教育活動を公開します。
10月25日,

11月16～18日
香住小学校 香住小学校 無料 0796-36-0002

香美町 ② 発表参観日・講演会 学習発表会を見ていただいた後、講演会を行います。 11月18日 香住幼稚園 香住幼稚園 無料 0796-36-0416

香美町 ② オープンスクール 文化祭･授業参観･部活参観を公開します。 11月10日～12日
香住第一中学校　中
央公民館（12日）

香住第一中学校 無料 0796-36-1086

香美町 ②
グローブ事業による講演会（文科省
委嘱事業）

地球の環境を守り、環境への興味・関心を高めるため、講演会を実施しま
す。

11月2日
県立香住高校体育
館

県立香住高校 無料 0796-36-1181

香美町 ② 木を植えて魚を増やす事業
山に植林し、森林を豊かにすることで川から栄養源が海に流れ込み、魚をふ
やすことを目的とした取り組みです。

11月 香美町　　　小代区 ふるさと香住塾 無料 0796-36-1181

香美町 ② 矢田川の淵調査
かつてアユの名所だった矢田川「弁天淵」の再生に生かすため、魚類及び藻
類の調査をします。生物多様性への取り組みです。

11月 香美町　　　香住区 矢田発地球環境グループ 無料 0796-36-1181

香美町 ②
高校生地域貢献活動　　　「花いっ
ぱい運動」

香住高校の生徒と保護者がプランターに花を植え、地域の施設に配ります。 11月9日 県立香住高校中庭 県立香住高校 無料 0796-36-1182

香美町 ② 祖父母に学ぶ会 学農園で作った米･藁を使って餅つき･藁細工を地域の人に学びます。 10月18日 長井小学校 長井小学校 無料 0796-36-3005

香美町 ② オープンスクール 地域住民等への授業･教育活動を公開します。 10月26日, 27日 長井小学校 長井小学校 無料 0796-36-3005

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

香美町 ② 学習発表会 学習の成果をまとめ、地域住民の前で発表します。 11月20日 長井小学校 長井小学校 無料 0796-36-3005

香美町 ② オープンスクール 3日間園を開き、普段の教育活動を見ていただきます。 10月26日, 27日 長井幼稚園 長井幼稚園 無料 0796-36-3232

香美町 ② 祖父母参観日 学農園で収穫したもち米で、祖父母と一緒に餅つきをします。 10月27日 長井幼稚園 長井幼稚園 無料 0796-36-3232

香美町 ② 学習発表会
今までの保育の成果をまとめ、さまざまな方法で地域の方の前で発表しま
す。

11月20日 長井幼稚園 長井幼稚園 無料 0796-36-3232

香美町 ① フォーラム ｢ふるさと教育交流会｣でふるさと体験学習を発表します。 11月20日 小代ドーム 香美町教育委員会 無料 0796-36-3764

香美町 ② オープンスクール 地域住民等への授業･教育活動を公開します。 10月31日～11月2日 柴山小学校 柴山小学校 無料 0796-37-0351

香美町 ② ふれあい音楽会
ＯＳ期間中に開催。保護者も出演し地域の方に合唱・合奏を聴いていただき
ます。

11月2日 柴山小学校 柴山小学校 無料 0796-37-0351

香美町 ② オープンスクール 地域住民に自由に来園いただき、保育活動を見ていただきます。 10月31日～11月2日 柴山幼稚園 柴山幼稚園 無料 0796-37-0554

香美町 ② 親子体操とクッキング 親子で一緒に体操し、料理を楽しみます。 10月18日 柴山幼稚園 柴山幼稚園 無料 0796-37-0554

香美町 ② 学習発表会 学習の成果をまとめ、地域住民の前で発表します。 10月30日 佐津小学校 佐津小学校 無料 0796-38-0014

香美町 ②
学年弁論大会
PTA講演会

保護者の前でクラスごとに弁論をします。そのあとPTA主催の講演会をしま
す。

10月13日 香住第ニ中学校 香住第ニ中学校 無料 0796-38-0023

香美町 ② 文化祭・オープンスクール 弁論･劇･伝統文化観賞･PTAコーラスを公開します。 11月12日 香住第ニ中学校 香住第ニ中学校 無料 0796-38-0023

香美町 ② オープンスクール 1日の学校生活全般を公開します。 11月15日, 16日 香住第ニ中学校 香住第ニ中学校 無料 0796-38-0023

香美町 ② オープンスクール 授業･教育活公開校内持久走を公開します。 10月17日～20日 奥佐津小学校 奥佐津小学校 無料 0796-38-0220

香美町 ② 学習発表会 学習の成果をまとめ、地域住民の前で発表します。 11月18日 奥佐津小学校 奥佐津小学校 無料 0796-38-0220

香美町 ② オープンスクール 教育活動を公開します。 10月17日～20日 奥佐津幼稚園 奥佐津幼稚園 無料 0796-38-0492

香美町 ② 学習発表会 学習の成果をまとめ、地域住民の前で発表します。 11月18日 奥佐津幼稚園 奥佐津幼稚園 無料 0796-38-0492

香美町 ② 学習発表会 学習の成果をまとめ、地域住民の前で発表します。 10月30日 佐津幼稚園 佐津幼稚園 無料 0796-38-0786

香美町 ② オープンスクール 授業公開給食試食会音楽発表会他を実施します。 10月31日～4日 村岡小学校 村岡小学校 無料 0796-94-0011

香美町 ② 文化祭 演劇・学年展示、学年合唱、吹奏楽部演奏等公開します。 11月6日 村岡中学校 村岡中学校 無料 0796-94-0041

香美町 ② オープンスクール 授業参観･部活動見学･文化祭を実施します。 11月14日～18日 村岡中学校 村岡中学校 無料 0796-94-0041

香美町 ② 香住町ふるさと教育交流会
ふるさとを愛し、ふるさとに誇りを持ち、ふるさとを心の糧としてたくましく生き
るこころ豊かな子どもたちを育てるふるさと学習体験発表会・ＰＴＣＡフォーラ
ムです。

11月20日 香住区中央公民館 香美町 無料 0796-94-0101

香美町 ① ふるさと教育交流会
子どもたちにふるさとの伝統・文化や地域の人々とのふれあいなどの感動体
験、自らの生き方への気づきや思いについて発表してもらいます。

11月20日 おじろドーム

香美町、
香美町教育委員会、
香美町青少年育成推進会議、
香美町ＰＴＡ協議会

無料
0796-94-0101
社会教育課

香美町 ② 村高フォーラム
地域と学校双方の活性化について、講演及びパネルディスカッションを行い
ます。

10月29日
村岡老人福祉セン
ター

県立村岡高校 無料 0796-94-0201

香美町 ② オープンスクール
保育公開･保育園との交流会・おじいちゃんおばあちゃんとの交流会・親子
クッキングを行います。

10月31日～11月4日 村岡幼稚園 村岡幼稚園 無料 0796-94-0241

香美町 ② オープンスクール 公開授業、｢薬物乱用防止」の講演を親子で聞いて学習します。 11月1日, 2日, 4日 射添小学校 射添小学校 無料 0796-95-0004

香美町 ② 祖父母参観日 祖父母と一緒に遊んだり、餅つき体験をしたりします。 11月4日 射添幼稚園 射添幼稚園 無料 0796-95-0648

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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香美町 ② オープンスクール 保育園との交流や焼き芋会など観てもらいます。 11月1日, 2日, 4日 射添幼稚園 射添幼稚園 無料 0796-95-0648

香美町 ② オープンスクール 授業公開･祖父母との交流会･親子クッキングを行います。 10月21日, 22日 うづか幼稚園 うづか幼稚園 無料 0796-96-0968

香美町 ② オープンスクール 授業公開･学級懇談会･長距離記録を実施します。 10月21日, 22日 兎塚小学校 兎塚小学校 無料 0796-96-0969

香美町 ② オープンスクール 授業公開をします。 11月7日～9日 小代小学校 小代小学校 無料 0796-97-2004

香美町 ② オープンスクール 文化祭と文化祭に向けての取り組みなどを公開します。 11月2日, 3日 小代中学校 小代中学校 無料 0796-97-2040

香美町 ② オープンスクール 授業参観等一日の学校生活を公開。 11月7日, 8日 小代中学校 小代中学校 無料 0796-97-2040

新温泉町 ① 親子餅つき大会 収穫祭・保護者、地域住民と餅つきをして共に収穫を祝います。 11月20日 浜坂東小学校 浜坂東小学校 無料 0796-97-2040

新温泉町 ② 学習発表会 日頃の学習成果を保護者や地域に公開します。 11月19日 浜坂西小学校 浜坂西小学校 無料 0796-97-2040

新温泉町 ② まちの子育て広場事業 未就園児と親が、園での生活体験をします。 毎月1時間程度 明星認定こども園 明星認定こども園 無料 0796-97-2040

新温泉町 ② 学習発表会 教科学習・総合、外国語等の成果を発表します。 11月19日 八田小学校 八田小学校 無料 0796-97-2040

新温泉町 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を発表・作品展示をします。 11月19日 奥八田小学校 奥八田小学校 無料 0796-97-2040

新温泉町 ② オープンスクール 教育活動等生徒の様子を保護者、地域の方に公開します。 10月31日～11月6日 浜坂中学校 浜坂中学校 無料 0796-82-1104

新温泉町 ② 文化祭 演劇、合唱、教科発表、NZ短期留学等の発表を行います。 11月6日 浜坂中学校 浜坂中学校 無料 0796-82-1104

新温泉町 ② オープンスクール 教育活動を保護者地域に公開します。 11月1日, 2日, 4日 浜坂西小学校 浜坂西小学校 無料 0796-82-1134

新温泉町 ② オープンスクール 保護者・地域住民への教育活動の公開します。
11月17日, 18日, 20

日
浜坂東小学校 浜坂東小学校 無料 0796-82-1238

新温泉町 ② オープンスクール 園を公開します。 11月24日, 25日 浜坂認定こども園 浜坂認定こども園 無料 0796-82-1360

新温泉町 ② 松林展＆ミニコンサート
本校に隣接している県民サンビーチの松林の活用と保護・育成を目指し,芸
術の秋に合わせ、生徒作品展示会と音楽コンサートを行います。

11月3日 浜坂県民サンビーチ 県立浜坂高校 無料 0796-82-3174
後援 「但馬浜坂浜
の松を大切にする
会」

新温泉町 ② オープンスクール 本校教育活動の地域住民、保護者への公開 10月31日～11月4日 県立浜坂高校 県立浜坂高校 無料 0796-82-3174

新温泉町 ② オープンスクール 教育活動を保護者・地域に公開します。 10月19日～21日 浜坂北小学校 浜坂北小学校 無料 0796-82-4579

新温泉町 ② 但馬小学校家庭科研究大会 保護者に研究発表会を授業公開します。 10月21日 浜坂北小学校 浜坂北小学校 無料 0796-82-4579

新温泉町 ② 人権授業参観・PTA人権学習会 授業参観とPTA人権学習会を開催します。 11月17日 浜坂北小学校 浜坂北小学校 無料 0796-82-4579

新温泉町 ② 学習発表会 教育活動の成果を演劇・合唱で保護者、地域に発表します。 10月30日 浜坂南小学校 浜坂南小学校 無料 0796-83-1237

新温泉町 ①② 親子ふれあいイベント 親子でゲーム・スポーツを競い、ふれあいを深めます。 10月30日 浜坂南小学校 浜坂南小学校 無料 0796-83-1237

新温泉町 ①② オープンスクール
学習発表・親子ふれあい・秋のバオカモマラソン・給食試食会等活動を公開
します。

10月30日～11月2日 浜坂南小学校 浜坂南小学校 無料 0796-83-1237

新温泉町 ② 焼き芋大会 学級園で育てたサツマイモの収穫し、地域の協力により焼き芋をします。 11月2日 浜坂南小学校 浜坂南小学校 無料 0796-83-1237

新温泉町 ② オープンスクール 教育活動を保護者・地域の方に公開します。 10月13日～14日 夢が丘中学校 夢が丘中学校 無料 0796-92-1090

新温泉町 ③ 文化祭 スピーチ・合唱、演劇等のステージ発表と作品展示をします。 11月6日 夢が丘中学校 夢が丘中学校 無料 0796-92-1090

新温泉町 ② オープンスクール 保護者・地域の来校、教育活動の公開をします。 11月17日～19日 温泉小学校 温泉小学校 無料 0796-92-1092

新温泉町 ② オープンスクール 学校の教育活動を家庭、地域に公開します。
10月25日～28日, 11

月19日
照来小学校 照来小学校 無料 0796-92-1093

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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新温泉町 ② オープンスクール 園生活の様子を公開します。 11月1日～2日 ゆめっこランド ゆめっこらんど 無料 0796-92-1095

新温泉町 ② オープンスクール・防災訓練 授業参観・防災訓練を行います。 10月7日 奥八田小学校 奥八田小学校 無料 0796-93-0622

新温泉町 ② オープンスクール 授業・施設の公開、給食試食会を実施します。 11月2日, 4日 八田小学校 八田小学校 無料 0896-93-0601

新温泉町 ② オープンスクール 地域に園を公開するとともに、保育内容等関心をもってもらいます。 11月上旬 明星認定こども園 明星認定こども園 無料

神戸市
中央区

第7回ヤマテノキツネ
相楽園全体を舞台に学生が扮するキツネたちが様々なパフォーマンスを繰
り広げます。

11月3日 神戸市相楽園 神戸山手短期大学 http://kobe-yamate.ac.jp

神戸市
中央区

大学祭 クラブ発表、模擬店、展示、卒業生コンサート他 11月12日, 13日
本学キャンパス１号
館

神戸山手大学・短期大学 無料 http://kobe-yamate.ac.jp

神戸市
垂水区

公開講座
神戸の考古学
大歳山遺跡探訪

神戸市垂水区舞子の大歳山遺跡で
弥生時代の暮らしについて講座を開講。
火熾し体験なども実施

11月11日 大歳山遺跡公園 神戸山手大学・短期大学 http://kobe-yamate.ac.jp

神戸市
中央区

公開講座
布引滝と三十六歌碑の研究

神戸の名勝・布引滝の故事来歴を三十六の歌碑の解説とともに講義。
最終回は現地調査に赴きます。(全５回)

10月19日～11月16日
本学キャンパス５号
館

神戸山手大学・短期大学 http://kobe-yamate.ac.jp

神戸市
中央区

公開講座
えいごであそぼう会

小学校低学年児童のための英語講座です。初めてでも楽しく遊びを通じて
英語に親しめます。10/29はハロウィンがテーマです。

10月29日
本学キャンパス１号
館

神戸山手大学・短期大学 http://kobe-yamate.ac.jp

神戸市
中央区

公開講座
RAKUGOで英会話
小学生向け

小学校児童のための講座です。RAKUGOは想像力を使う、気持ちを込めて
台詞を言うなど自分の心を自分で耕す経験を！

10月14日～11月11日
本学キャンパス１号
館

神戸山手大学・短期大学 http://kobe-yamate.ac.jp

神戸市
中央区

公開講座
RAKUGOで英会話
大人向け

RAKUGOを使って英語で表現することを楽しんでみませんか。RAKUGOは
たった一人で全てを表現する究極の話芸です。

10月14日～11月11日
本学キャンパス１号
館

神戸山手大学・短期大学 http://kobe-yamate.ac.jp

神戸市
東灘区

③ 秋のオルガン･ミニコンサート
二段手鍵盤とペダル鍵盤をもつ26ストップの本学チャペルのパイプオルガン
が奏でる響きを地域の方々にきいていただきたくて企画しました。

11月5日
神戸国際大学チャペ
ル

神戸国際大学キリスト教セン
ター

無料
ｈｔｔｐ：/www.kobe-kiu.ac.jp/extension/list
078-845-3103

演奏者：伊藤純子
(本学オルガニス
ト)

神戸市
西区

① 土曜公開講座
「より良い生活を求めて：五感を磨く」をテーマに、各学部の教員がそれぞれ
の専門領域から現在関心の深い今日的な問題を取り上げて講義します。

10月22日,11月5日,19
日

神戸学院大学有瀬
キャンパス

神戸学院大学 無料 http://www.kobegakuin.ac.jp/lifestudy/doyou.html

神戸市
西区

③ グリーンフェスティバル
西欧のクラシック音楽や演劇などを中心に国内外の一流アーティストを招
き、無料で公演を提供しています。

10月22日, 11月19日,
23日, 25日

神戸学院大学有瀬
キャンパス

神戸学院大学 無料 http://www.kobegakuin.ac.jp/student-life/green.html

神戸市
西区

①
社会人キャリアアップ講座「ヘルス
ケアマネジメント・キャリアアップコー
ス」

多彩な外部講師を招き、わたしたちの健康に関わる最新の医療・介護・予防
について学ぶ講座です。

10月15日、11月19
日、26日

神戸学院大学ポート
アイランドキャンパス

神戸学院大学 無料 http://www.kobegakuin.ac.jp/~careerup/outline.html#course03
募集締切後も随時
受申込受付します

神戸市
西区・中央

区
② 135ＦＥＳＴＩＶＡＬ 大学祭 10月29日～11月1日

有瀬キャンパス・
ポートアイランドキャ
ンパス

大学祭中央実行委員会 無料 ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．Ｋｏｂｅｇａｋｕｉｎ．Ａｃ．Ｊｐ　078-974-1551（代）

神戸市
中央区

③ 受贈記念速報展「和ガラスの真髄」
国内最大級の和ガラスコレクションの受贈を記念して、その名品を一堂に紹
介する展覧会。

10月8日～11月27日 神戸市立博物館 神戸市立博物館、朝日新聞社 http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/institution/museum/main.html

神戸市
中央区

③ 連続講演と公開討論
「和ガラスの真髄を求めて－びいどろ史料庫コレクション受贈の意義－」を
テーマに、講演と討論をおこなう。

10月29日 神戸市立博物館 神戸市立博物館、朝日新聞社 http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/institution/museum/main.html

神戸市
長田区

③
第８回リフレッシュセミナー「浅井三
姉妹（茶々・初・江）の生き方」

戦国武将浅井長政と正室市との間に生まれた三姉妹。その三姉妹のそれぞ
れの生き方に迫る講演会

10月28日
神戸市立　　　長田
公民館

神戸市立　　長田公民館 無料 http://www.city.kobe.lg.jp/information/institution/institution/koumin/nagata/index.html

加古川市
ほか

② 1年次インターンシップ キャリア教育の一環として1年次生全員が就業体験として三日間行います。 10月12日～14日 各事業所 県立加古川南高校 079-421-2373

朝来市
生野町

①②
③

生野町内学校共同芸術展　（銀山っ
子アート展）

豊かな歴史に恵まれた生野の名跡で生野に育つ子どもたちの芸術展を開催
します

11月8日～25日
生野書院
井筒屋
特設ギャラリー

県立生野高校 無料
生野高校
ikuno-hs-ad@hyogo-c.ed.jp
℡-079-679-3123Ｆａｘ-079-679-3134

（後援予定）
朝来市教委
朝来市生野支所

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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各市町 ② 職業体験実習 各事業所で実体験をし、社会自立に役立てます。
10月11日～21日,
11月14日～25日,
12月5日～16日

各事業所 県立播磨特別支援学校 無料 0791-66-0091

各市町 ② 地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」
思春期にある中学校２年生が、地域や自然の中で、生徒の主体性を尊重し
た様々な体験活動を行います。

11月を中心とした1週
間

各中学校区
兵庫県教育委員会・各市町教
育委員会

無料
義務教育課
078-362-3772

各市町 ③ ひょうごヘリテージマンス２０１１
兵庫県内各所の指定等文化財所在地において、指定等文化財の公開事業
等を実施します。

10月29日(土)～11月
30日(水)

県内各所 兵庫県教育委員会
社会教育課文化財室
078-362-3783

神戸市
三木市

② 地域奉仕活動 学校の周辺を生徒・職員で清掃します。 11月未定
県立のじぎく特別支
援学校周辺

県立のじぎく特別支援学校 無料 078-994-0196

神戸市
三木市
小野市

② トライやるデイズ 地域で生徒たちが体験学習を行います。 10月11日～13日 各実施先 県立のじぎく特別支援学校 無料 078-994-0196

神戸市
芦屋市

①
港町を眺める草原～東お多福山の
ススキ草原植生観察～

大都市から1時間で行ける場所に広大な草原が残っているのをご存じです
か？六甲山系東お多福山で行われているススキ草原の保全・再生事業の現
場を歩き、復元しつつある草原生植物の姿を観察するとともに、直面する危
機について現地を歩きながら解説します。

10月15日(土) 東お多福山 県立人と自然の博物館
http://hitohaku.jp/

079-559-2001
事前申込制

神戸市
姫路市
三田市
播磨町
篠山市

①③
ゴカンで楽しむミュージアムスタンプ
ラリー

県民が文化にふれ親しむ機会をより創出するため、県立の美術館、博物館
５館によるスタンプラリーを実施します。スタンプ数に応じてグッズがもらえた
り、５館すべてを観覧した方には抽選でプレゼントが当たります。

11月1日～3月31日

県立美術館、県立歴
史博物館、県立人と
自然の博物館、県立
考古博物館、兵庫陶
芸美術館

県立美術館、県立歴史博物
館、県立人と自然の博物館、
県立考古博物館、兵庫陶芸美
術館

社会教育課
078-362-9434

尼崎市
姫路市

③
第35回兵庫県高等学校総合文化祭
将棋部門大会

将棋部門生徒による対局を行います。 11月6日, 23日

県立尼崎稲園高等
学校
県立姫路西高等学
校

兵庫県
兵庫県教育委員会

無料
兵庫県高等学校文化連盟：県立須磨東高等学校
078-793-1616

宝塚市 ① 公民館まつり 公民館利用団体が日頃の学習の成果を発表します。 11月3日～6日
中央公民館
東公民館
西公民館

公民館まつり実行委員会
宝塚市教育委員会
宝塚市

無料  0797-73-0606

宝塚市 ② オープンスクール 学校生活を公開しています。 10月17日
長尾台
小学校

長尾台小学校 無料 0727-57-8810

宝塚市 ② オープンスクール 学校生活を公開しています。 10月21日
長尾台
小学校

長尾台小学校 無料 0727-57-8810

宝塚市 ② オープンスクール 学校生活を公開しています。 11月22日
長尾台
小学校

長尾台小学校 無料 0727-57-8810

宝塚市 ② 図工展 児童の図工作品を展示しています。 1月28日
長尾台
小学校

長尾台小学校 無料 0727-57-8810

宝塚市 ② オープンスクール 保護者・地域住民・関連校・関係機関等に終日広く学校を公開します。 11月14日～18日
宝塚第一
小学校
各教室

宝塚第一
小学校

無料 0797-71-0492

宝塚市 ② 一小まつり
保護者・地域住民・関連校・関係機関等に参加・見学を呼びかける。児童会
が異学年集団の縦割り活動でお店（イベント）を企画・運営します。

11月18日
宝塚第一
小学校
各教室

宝塚第一
小学校

無料 0797-71-0492

宝塚市 ② オープンスクール 授業参観です。 11月7日, 9日
末成小学校
各教室

末成小学校 無料 0797-71-5330

宝塚市 ②
小・養護学校運動競技大会Ａブロッ
ク

Ａブロック５校が集まり、種目毎の記録を取ります。 10月27日
市立スポーツセン
ター多目的グランド

宝塚市小・特別支援学校校長
会

無料 0797-71-5511
雨天の場合、翌日
に順延。

宝塚市 ①②
ふれ合い運動会・
良元まつり

午前中は運動会、午後からはコーナーごとのお店や模擬店などのお祭りを
行います。

10月22日 良元小学校
良元コミュニティー・
スポーツ21良元

無料 0797-71-5511

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県
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宝塚市 ② オープンスクール
親子なかよし遊び（未就園児と園児が一緒に遊びます。）末成絵画展（園児
の絵画を展示します。）

11月15日～18日 末成幼稚園 末成幼稚園 無料 0797-71-7865

宝塚市 ② オープンスクール
保護者・地域の方々に、幼稚園の生活や遊びを見ていただいたり、園児と共
に遊んでいただいたりします。

11月10日～16日
(土･日を除く)

西山幼稚園 西山幼稚園 無料 0797-71-7868

（※）保育時間終
了時刻
11月11日、14日、
16日は14:30。11
月10日、15日は
11:50。

宝塚市 ② 図工展 子どもたちが製作した作品を展示します。 11月26日
西山小学校
体育館

西山小学校 無料 0797-71-8451

宝塚市 ② オープンスクール 保育公開をし、一緒に遊びます。 11月14日～16日 良元幼稚園園内 良元幼稚園 無料 0797-72-0296

宝塚市 ② 音楽会 全校児童が合唱や合奏を行います。 11月19日 光明小学校 光明小学校 無料 0797-72-5586

宝塚市 ②
小・養護学校運動競技大会Ｂブロッ
ク

Ｂブロック７校が集まり、種目毎の記録を取ります。 10月18日
市立スポーツセン
ター多目的グランド

宝塚市小・特別支援学校校長
会

無料 0797-72-6581
雨天の場合、翌日
に順延。

宝塚市 ② 音楽会 各学年が日頃の音楽授業の成果を発表します。 11月19日
末広小学校
体育館

末広小学校 無料 0797-72-6581

宝塚市
①②
③

解放文化祭
幼児、児童、生徒、地域住民の日常生活の様子や絵画製作等をパネルにま
とめて展示発表をしたり、劇活動を行います。

10月27日, 28日
くらんど人権文化セ
ンター

くらんど解放文化祭実行委員
会

無料 0797-73-2222

宝塚市 ② オープンスクール 生徒の学校生活を地域の方々に公開します。 11月7日～11日 高司中学校 高司中学校 無料 0797-73-3297

宝塚市 ② 参観日 保護者や地域の方々に授業を公開し、参観していただきます。
11月
(予定)

高司小学校各教室 高司小学校 無料 0797-73-7347

宝塚市 ② 地域めぐり ３・４年生が地域の様子について学習します。
10月
(予定)

高司小学校区内 高司小学校 無料 0797-73-7347

宝塚市 ②
阪神地区中学校総合文化祭宝塚大
会（書写・美術部門）

文化部及び生徒の学習の成果を発表します。 10月15日 東公民館
阪神地区校長会
宝塚市教育委員会学校教育
課

無料 0797-77-2028

宝塚市 ②
阪神地区中学校総合文化祭宝塚大
会（書写・美術部門）

文化部及び生徒の学習の成果を発表します。 10月8日 ベガ・ホール
阪神地区校長会
宝塚市教育委員会学校教育
課

無料 0797-77-2028

宝塚市 ③ 収穫祭（作品展） 地域の収穫祭に園児の作品を展示します。 10月29日, 30日
西谷ふれあい夢プラ
ザ

宝塚市自然休養村管理運営
協議会

無料 0797-77-2036

宝塚市 ② 学習発表会 日頃の学習での取り組みを劇等で発表します。 11月4日
養護学校
体育館

養護学校 無料 0797-84-0953

宝塚市 ② 図工展 子どもたちの作品を展示し、保護者や地域とのふれあいの場とします。 11月1日～3日
売布小学校
体育館

売布小学校 無料 0797-84-2441

宝塚市 ①② めふっ子秋まつり ＰＴＡ主催で保護者や地域が協力して様々な催しやお店を出します。 11月12日
売布小学校
体育館
運動場

売布小学校
ＰＴＡ会計

無料 0797-84-2441

宝塚市
①②
③

解放文化祭
幼児、児童、生徒、地域住民の日常生活の様子や絵画製作等をパネルにま
とめて展示発表をしたり、劇活動を行います。

11月10日～11日
まいたに人権文化セ
ンター

まいたに解放文化祭実行委員
会

無料 0797-84-4461

宝塚市 ②
たからっこ
ワンダーランド

園児が工夫したり挑戦したりしている秋の遊びを一緒に楽しみます。 11月21日～25日 宝塚幼稚園 宝塚幼稚園 無料 0797-84-5451

宝塚市 ② オープンスクール 地域住民に学校を自由に参観していただきます。 11月2日, 4日, 5日
安倉小学校
各教室

安倉小学校 無料 0797-84-8997

宝塚市 ② 図工展 児童の作品を自由に鑑賞していただきます。 11月4日, 5日
安倉小学校
体育館

安倉小学校 無料 0797-84-8997

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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宝塚市 ② 幼稚園ウィーク オープンスクール・地域参加型保育をします。 11月9日～11日 安倉幼稚園 安倉幼稚園 無料 0797-86-6570

宝塚市 ② にこにこ広場 ３歳児保育をします。 11月9日 安倉幼稚園 安倉幼稚園 無料 0797-86-6570

宝塚市 ② 園庭開放 未就園児親子のための園庭開放をします。 11月9日 安倉幼稚園 安倉幼稚園 無料 0797-86-6570

宝塚市 ② オープンスクール 保護者や地域の方々に学校公開をします。 10月26日～11月1日
御殿山
中学校

御殿山中学校 無料 0797-86-7770 10/30は除く

宝塚市 ② 吹奏楽部定期演奏会 本校吹奏楽部が地域住民へ演奏を披露します。 11月6日(予定)
御殿山
中学校

御殿山中学校 無料 0797-86-7770

宝塚市 ①② 青少年育成推進大会
「地域の子どもたちの発表会」と題して幼・小・中・高のそれぞれの年代によ
る発表会を実施します。

10月29日
御殿山
中学校

宝塚市青少年市民育成会議 無料 0797-86-7770

宝塚市 ②
小・養護学校運動競技大会Ｃブロッ
ク

Ｃブロック６校が集まり、種目毎の記録を取ります。 10月20日
市立スポーツセン
ター多目的グランド

宝塚市小・特別支援学校校長
会

無料 0797-87-0018
雨天の場合、翌日
に順延。

宝塚市 ② 音楽会 各学年が日頃の音楽授業の成果を合唱、合奏で発表します。 11月19日
美座小学校
体育館

美座小学校 無料 0797-87-0018

宝塚市 ② オープンスクール・土曜参観
学校の教育活動を、保護者や地域の方々に公開します。授業を参観してい
ただきます。

11月19日
美座小学校
各教室

美座小学校 無料 0797-87-0018

宝塚市 ② オープンスクール 学校の授業や部活動を保護者や地域住民に自由に参観していただきます。 10月30日～11月4日
宝塚中学校
各教室他

宝塚中学校 無料 0797-87-0292

宝塚市 ② オープンスクール・音楽会 音楽会として日頃の取り組みを発表します。 11月19日
小浜小学校
アリーナ

小浜小学校 無料 0797-87-0296

宝塚市 ② オープンスクール・音楽会 各学年が合唱と合奏を行い、保護者が鑑賞します。 11月21日
宝塚小学校
体育館

宝塚小学校 無料 0797-87-0451

宝塚市 ①③ 多世代イベント
地域の多世代が集まり、交流します。
和太鼓演奏・踊り・歌の披露をします。

11月5日 小浜小学校
小浜小学校区まちづくり
協議会

無料 0797-87-3635

宝塚市 ② 幼稚園ウィーク 秋の遊びや生活を保護者や地域に公開します。
11月21日, 22日, 24

日 25日
小浜幼稚園 小浜幼稚園 無料 0797-87-3635

（※）保育終了時
刻11月21日、25日
は14:30。11月22
日、25日は11:50。

宝塚市 ② オープンスクール・音楽会 各学年が合唱・合奏や音楽劇を発表します。 11月18日, 19日
安倉北
小学校

安倉北小学校 無料 0797-87-5744

宝塚市 ② オープンスクール 授業と学校施設を公開します。 11月27日 長尾小学校 長尾小学校 無料 0797-88-2031

宝塚市
①②
③

解放文化祭
幼児、児童、生徒、地域住民の日常生活の様子や絵画製作等をパネルにま
とめて展示発表をしたり、劇活動を行います。

10月28日, 29日
ひらい人権文化セン
ター

ひらい解放文化祭実行委員会 無料 0797-88-2795

宝塚市 ② オープンスクール 学校の教育活動を、保護者や地域の方々に公開します。 10月21日
長尾南
小学校
各教室

長尾南
小学校

無料 0797-88-3137

宝塚市 ② 音楽会 日頃の取り組みの成果を音楽会として公開します。 11月19日
長尾南
小学校
体育館

長尾南
小学校

無料 0797-88-3137

宝塚市 ② オープンスクール 保護者、地域住民に日常の授業を公開します。 10月31日～11月2日
中山五月台
中学校

中山五月台
中学校

無料 0797-88-7512

宝塚市 ② 文化発表会 合唱や吹奏楽部の演奏などを行います。 11月2日
中山五月台
中学校
体育館

中山五月台
中学校

無料 0797-88-7512

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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宝塚市 ② オープンスクール「わくわくランド」 幼児が考えた遊びを一緒に楽しんでいただきます。 11月15日～18日
長尾南
幼稚園

長尾南
幼稚園

無料 0797-89-0210

宝塚市 ② 文化発表会
生徒の授業の成果や部活動、生徒会の取り組みについて舞台発表や展示
をします。

11月18日
南ひばりガ丘中学校
体育館

南ひばりガ丘中学校 無料 0797-89-0224

宝塚市 ② 合唱コンクール 各クラスの合唱発表会を行います。 11月28日
南ひばりガ丘中学校
体育館

南ひばりガ丘中学校 無料 0797-89-0224

宝塚市 ② オータムコンサート 吹奏楽部の演奏会を行います。 11月6日
南ひばりガ丘中学校
体育館

南ひばりガ丘中学校 無料 0797-89-0224

宝塚市 ② オープンスクール それぞれの教科の授業を公開します。 11月14日～18日
南ひばりガ丘中学校
各教室

南ひばりガ丘中学校 無料 0797-89-0224

宝塚市 ②
阪神地区中学校教育研究会保健体
育部会授業研究発表大会

中学２年男子（ダンス）・女子（柔道）の授業を公開します。 11月15日
南ひばり中学校武道
場・体育館

阪神地区中学校教育研究会
保健体育部会

無料 0797-89-0224

宝塚市 ② 文化発表会 合唱、文化部の発表を行います。 11月2日
長尾中学校
体育館

長尾中学校 無料 0797-89-3010

宝塚市 ② オープンスクール 授業や部活動などを保護者や地域住民に公開します。 11月7日～11日
長尾中学校
各教室他

長尾中学校 無料 0797-89-3010

宝塚市 ②
１年生コンテナ
ガーデン作り

地域の地場産業である造園について学び、コンテナガーデン作りを体験し、
地域公共機関やトライやる事業所に贈呈するなど、地域学習、地域交流を図
ります。

11月11日 長尾中学校 長尾中学校 無料 0797-89-3010

宝塚市 ②
小・養護学校運動競技大会Ｄブロッ
ク

Ｄブロック７校が集まり、種目毎の記録を取ります。 10月25日
市立スポーツセン
ター多目的グランド

宝塚市小・特別支援学校校長
会

無料 0797-89-4145
雨天の場合、翌日
に順延。

宝塚市 ② 音楽会 各学年が今までの音楽授業の成果を発表します。 11月19日 丸橋小学校体育館 丸橋小学校 無料 0797-89-4145

宝塚市 ② オープンスクール
施設や保育の見学をしていただいたり、園児たちと一緒に遊びに参加してい
ただいたりします。

11月8日～12日 丸橋幼稚園 丸橋幼稚園 無料 0797-89-4146

宝塚市 ② まるはしっ子絵画展 園児の絵画造形作品を展示します。 11月8日～12日 丸橋幼稚園 丸橋幼稚園 無料 0797-89-4146

宝塚市 ②
わくわく王さま
幼稚園

幼稚園北側の山で、草木に関するクイズや、山登りを楽しみます。 11月10日
中山五月台幼稚園
園舎北側山

中山五月台
幼稚園

無料 0797-89-5413

宝塚市 ② オープンスクール
保護者や地域の方に、幼児が展開している遊びに参加してもらったり、見て
もらったりします。

11月10日, 11日, 14
日

中山五月台幼稚園
園庭・保育室

中山五月台
幼稚園

無料 0797-89-5413

宝塚市 ② 文化発表会 舞台発表や吹奏楽演奏等(園小中交流含）を行います。 10月26日 西谷中学校体育館 西谷中学校 無料 0797-91-0312

宝塚市 ② オープンスクール 授業や給食、部活動等の様子を見学していただきます。 11月14日～18日 西谷中学校全教室 西谷中学校 無料 0797-91-0312

宝塚市 ③ 家庭教育学級（音楽鑑賞） 在園児・未就園児と保護者が楽団の音楽鑑賞をします。 10月13日
西谷認定
こども園

西谷認定
こども園ＰＴＡ

無料 0797-91-0320

宝塚市 ② ポニーと遊ぼう 在園児・未就園児が、ポニーとの触れ合いをします 10月20日
西谷認定
こども園

西谷認定
こども園

無料 0797-91-0320

宝塚市 ② おはなしひろば 在園児・未就園児に保護者が絵本の読み聞かせをします。 10月26日, 29日
西谷認定
こども園

西谷認定
こども園

無料 0797-91-0320

宝塚市 ② オープンスクール 保育参観及び保育参加を通して園を公開します。 11月8日～10日
西谷認定
こども園

西谷認定
こども園

無料 0797-91-0320

宝塚市 ② なかよし広場 未就園児保育をします。 11月29日
西谷認定
こども園

西谷認定
こども園

無料 0797-91-0320

宝塚市 ② 音楽会 小学校の音楽会に参加します。 11月23日 西谷小学校 西谷小学校 無料 0797-91-0324

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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宝塚市 ② オープンスクール・全校音楽会 全校で音楽教育の成果を保護者、地域に披露します。 11月23日
西谷小学校
体育館

西谷小学校 無料 0797-91-1116

宝塚市 ②
文化発表会
合唱コンクール

文化発表会、合唱コンクールを行います。 10月28日
宝塚第一
中学校
体育館

宝塚第一
中学校

無料 0798-51-1132

宝塚市 ②
にがわっこフェスタオープンスクー
ル

保護者や地域の方たちを招待して、在園児が友達と力を合わせながら創り
あげた遊びに参加していただき、一緒に遊ぶ楽しさを味わうことを目的とした
活動です。同時に地域のみなさんに幼稚園の取り組みを知っていただく機会
でもあります。

11月8日, 11日
仁川幼稚園
園庭・保育室・遊戯
室

仁川幼稚園 無料 0798-51-7871

宝塚市 ② にがわっこランド
在園児や未就園児を対象に、保護者や地域の教育力を先生役として活用
し、様々なふれあいや体験の広がりを目的とした取り組みです。

11月9日
仁川幼稚園
園庭・保育室・遊戯
室

仁川幼稚園 無料 0798-51-7871

宝塚市 ② あそびの広場
未就園児を対象とし、在園児とのふれあいを通して幼稚園生活への滑らか
な接続を目的とした活動です。（今回はにがわっこフェスタに組み入れていま
す）

11月11日
仁川幼稚園
園庭・保育室・遊戯
室

仁川幼稚園 無料 0798-51-7871

宝塚市 ② 図工展 小学生の絵画や立体作品を展示します。 11月1日～3日
中山桜台
小学校
体育館

中山桜台
小学校

無料 http://www.takarazuka.ed.jp/school/schools/elem_s/sakuradai/index.html0797-88-6492

  明石市 ② 親子絵本読み聞かせ及び講演会
講師の下で、親子絵本読み聞かせを行う。また、「絵本で子育て」と題し、講
演会を行う。

11月16日 松が丘幼稚園 松が丘幼稚園 無料 912-6226

講師　NPO法人
『絵本で子育て』セ
ンター賛助会員田
中八潮先生

多可町
西脇市他

② 現場実習 地元事業所での2週間にわたる現場実習です。 11月7日～18日 地元事業所各所 北はりま特別支援学校 無料
進路指導部
0795-32-3672

多可町
西脇市

② ﾌﾟﾗﾝﾀｰ寄贈交流
YU・らいふ・サポート事業の一環で高等部生徒が栽培した花を各関係機関
に配布する。

11月30日 多可町役場他8カ所 北はりま特別支援学校 無料
生徒指導部
0795-32-3672

播磨高原
広域事務

組合
② 音楽会 平素の音楽学習の発表後、市民童謡ふれあいコンサートをします。 10月28日 播磨高原東小学校 播磨高原東小学校 無料 0791-58-0328

播磨高原
広域事務

組合
② オープンスクール 普段の学校生活の様子を公開します。 11月16日 播磨高原東小学校 播磨高原東小学校 無料 0791-58-0328

播磨高原
広域事務

組合
② マラソン大会 耐寒かけ足の成果を競います。 12月8日

播磨高原東小学校
周辺

播磨高原東小学校 無料 0791-58-0328

播磨高原
広域事務

組合
② トライやるウィ－ク 中学生が各事業所において体験活動を行う 11月7日～11日 各事業所 播磨高原東中学校 無料 0791-58-0981

播磨高原
広域事務

組合
③ 学習発表会 授業作品の内容について発表する 11月18日 播磨高原東中学校 播磨高原東中学校 無料 0791-58-0981

丹波市
篠山市
三田市

③
丹有地区中学校
連合音楽会

丹有地区の中学校の、合唱、吹奏楽、伝統音楽などの発表会です。 11月10日 郷の音ホール
丹有地区中学校音楽担当者
会

無料 079-564-6492

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料


