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県内各市
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
078-362-9429

県内各市
町

② オープンハイスクール
県立高校を開放し、中学生やその保護者、中学校の教員及び地域住民
等が高等学校の教育内容について理解を深めます。

学校により
異なる

各県立高校 兵庫県教育委員会 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~koko-bo/index.html

神戸市
姫路市
伊丹市
明石市

③
第34回兵庫県高等学校総合文化
祭

兵庫県内の県立高校文化部が作品展示やを発表を行います。
10月30日～
11月23日

各市
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 ①③
特別展「ザ･コレクション･ヴィン
タートゥール　スイス発ｰ知られざ
るヨーロピアン･モダンの殿堂」

スイス、ヴィンタートゥｰル美術館のコレクションから、ゴッホ、ルノワール、
ピカソ、ルソーらの名品に加え、ホドラーやジャコメッティなど、スイスおよ
び美術の作品も並べ、近代う美術のダイナミックな展開を紹介します。作
品９０点はすべて日本初公開です。

10月21日～
12月26日

県立美術館
企画展示室

県立美術館
読売新聞社
美術館連絡協議会

 http://www.artm.pref.hyogo.jp/078-262-0901

神戸市 ①③
県立美術館コレクション展Ⅲ　森
村泰昌の小宇宙/或る美術蒐集家
のコレクション

コレクタｰ大村邦男氏の旧蔵で、2006年度に当館所蔵品となった森村作
品７２点を一挙に公開します。個人コレクションならではの魅力に溢れた｣
作品群により、ひと味違った森村ワールドをお楽しみください。なお、所蔵
品を代表する名作によるコレクション名品選を併せて開催します。

11月20日～
3月13日

県立美術館
企画展示室

県立美術館  http://www.artm.pref.hyogo.jp/078-262-0902

神戸市 ①③

県立美術館コレクション展Ⅱ
小企画「美術の中のかたちー金氏
徹平展」
特集展示１「新収蔵品から見た現
代」
特集展示２「ブラジル日系人画家
の系譜」

「美術の中のかたち－金氏徹平展」
近年、若手芸術家として注目を集める金氏徹平の作品と企画構成による
展示を行います。
「新収蔵品から見た現代」
 この一年間に収蔵され油彩画、版画をはじめ写真や映像を含む多彩な
表現を一堂に紹介します。
「ブラジル日系人画家の系譜」
ブラジル移民100年を記念してリカルド・タケシ・ 赤川氏（サンパウロ在住）
から寄贈を受けたブラジル日系画家の作品45点を展示します。

7月17日～
11月7日

県立美術館
企画展示室

県立美術館  http://www.artm.pref.hyogo.jp/078-262-0903

神戸市 ①③ 第４回KEN-Vi文化セミナー

妹島和世講演会を行います。
基調講演「建築と環境」
対談「美術館がまちを変える」

11月27日
県立美術館
３Ｆギャラリー

県立美術館  http://www.artm.pref.hyogo.jp/078-262-0904

神戸市 ①③ 美術館の調べ 佐藤裕美子ピアノ　２３５リサイタルを開催します。 11月6日
県立美術館
エントランス

県立美術館 無料  http://www.artm.pref.hyogo.jp/078-262-0905

神戸市 ①③ 美術館の調べ 金澤由布子ソプラノリサイタルを開催します。 11月13日
県立美術館
エントランス

県立美術館 無料  http://www.artm.pref.hyogo.jp/078-262-0906

神戸市 ①③ 美術館の調べ 藤田沙織フルートリサイタルを開催します。 11月20日
県立美術館
エントランス

県立美術館 無料  http://www.artm.pref.hyogo.jp/078-262-0907

神戸市 ①③ 美術館の調べ レクチャーコンサート　バロックダンスを行います。 11月27日
県立美術館
アトリエ

県立美術館 無料  http://www.artm.pref.hyogo.jp/078-262-0908

神戸市 ①③ 県美亭寄席　Ⅳ 落語家を招き、寄席を行います。 11月21日
県立美術館
アトリエ

県立美術館  http://www.artm.pref.hyogo.jp/078-262-0909

神戸市 ①③ 能のワークショップ 能についてのワークショップを行います。 11月28日
県立美術館
アトリエ

県立美術館  http://www.artm.pref.hyogo.jp/078-262-0910

神戸市 ①③ 県美シネマクラシック 『三つ数えろ』を上映します。 11月26日
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/078-262-0911

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を行います。ピアノ、弦、歌、解説
～ショパン生誕２００年にちなんで～

11月3日 県立美術館
アトリエ

県立美術館 無料  http://www.artm.pref.hyogo.jp/078-262-0912

神戸市 ①③ 世界の音楽 アイルランドハープの演奏を行います。 11月14日 県立美術館 県立美術館  http://www.artm.pref.hyogo.jp/078-262-0913

神戸市 ①③
関西文化の日スペシャル
アートであそぼ！

コレクション展が無料になる関西文化の日に美術館の持っている作品を
みて、工作に挑戦してみましょう！

11月20～21
日

県立美術館 県立美術館 無料  http://www.artm.pref.hyogo.jp/078-262-0914

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 1
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神戸市 ①③
第3回ＨＡＴでＡＲＴ！
1000人のおやこ絵画大会
みんなの展覧会

10月に開催するおやこ絵画大会で参加者にみんなが描いてくれた作品を
美術館に展示します！
こどもたちの自由な表現をぜひお楽しみください。

11月23～1
月22日

県立美術館
ギャラリー棟

県立美術館 無料  http://www.artm.pref.hyogo.jp/078-262-0915

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16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 ② 数学理科甲子園2010
高校生が、３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。

10月23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 ③
第6回みんなのアート展（特別支援
学校等作品展）

兵庫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22日～
26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
0078-362-3774（内線5727）

神戸市 ①
高校生地域貢献活動　　　　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
ふれあい体験を行います。

11月 東灘高校 東灘高校 無料 078-452-9600

神戸市 ①
高校生地域貢献活動　　　　ふれ
あいスポーツ

東灘高校空手道部の生徒が、地域の小学生を対象に、「技」、「形」の指
導を行います。

11月 東灘高校 東灘高校 無料 078-452-9600

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ります。

11月 東灘高校 東灘高校 無料 078-452-9600

神戸市 ②
高校生地域貢献活動図書委員会
ボランティア

点字訳・録音を行ったものを県立視覚特別支援学校を訪問し寄贈しま
す。

11月下旬以
降

県立視覚特別支援
学校

神戸高校 無料  神戸高校078-861-0434

神戸市 ①
灘文化軸
（秋の芸術祭参加）

神戸高校吹奏楽部・弦楽部・放送部などの各部がオープニングセレモ
ニーなどのイベントに参加して、住民との交流を深めます。

11月13日・
14日

原田の森ギャラリー 灘文化軸実行委員会 無料  灘区役所まちづくり課078-843-7001

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を行います。 11月20日 神戸高校 神戸高校 無料  神戸高校078-861-0434

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を行います。 10月28日 兵庫工業高校周辺 兵庫工業高校 無料 078-631-1431

神戸市 ② 兵工祭（文化祭）
年１度行われる兵工祭（文化祭）を行います。実習場での公開実習や作
品展示をします。クラス公演・模擬店等があります。

11月20日 兵庫工業高校内 兵庫工業高校 無料 078-631-1431

神戸市 ② クリーン作戦 町内の清掃活動（自治会合同）を行います。 10月下旬 中里町 神戸鈴蘭台高校 無料 078-591-1331

神戸市 ② ＪＩＣＡ研修生との交流会 地域のＮＰＯと連携しＪＩＣＡ研修生と交流します。 10月31日 神戸鈴蘭台高校 神戸鈴蘭台高校 無料 078-591-1331

神戸市 ② 三世代ふれあいコンサート 親子三代のコンサートを行います。 11月23日 神戸鈴蘭台高校 神戸鈴蘭台高校 無料 078-591-1331

神戸市 ③ 唐櫃のこどもたちの芸術祭
地域各種団体との共催により、小学生・中学生・地域住民との交流を図り
ます。

11月13日 神戸北高校体育館 神戸北高校 無料 078-981-0131

神戸市 ① 里山づくり
学校近くの市有林を地域ボランティアの方の指導を受け、地域住民の憩
いの場所の整備を行います。

11月20日
神戸北高校から徒
歩５分の市有林

神戸北高校 無料 078-981-0131

神戸市 ① ロータリー花壇の整備
神戸北高校ＰＴＡ役員がパンジー・ノースポール・葉ボタン等を定植しま
す。

11月26日
唐櫃台駅　から高
校までの通学路

神戸北高校 無料 078-981-0131

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を行います。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いま
す。女性の方も歓迎します。

11月14日・
28日

神戸甲北高校グラ
ンド

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

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 2
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神戸市 ②
高校生地域貢献活動
「神戸市立おもいけ園」訪問

夢野台高校吹奏楽部の演奏、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います。また、
生徒自らが計画・運営することで、企画力・運営力を養います。

11月20日

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  夢野台高校078-691-1546

神戸市 ②
高校生地域貢献活動　通学路清
掃

兵庫高校整備委員、生徒有志及びＰＴＡで学校周辺及び 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22日

神鉄長田駅及び地
下鉄上沢駅から兵
庫高校までの通学
路

兵庫高校 無料 078-691-1135

神戸市 ③ 私学音楽会（フェスタ） 長田高校音楽部の招待演奏（地域・高校生との交流）を行います。 11月中旬 須磨パティオ 詳細未定 無料 078-621-4101

神戸市 ①
高校生地域貢献活動　花いっぱい
運動

須磨東高校美化委員が学校環境美化を推進し来訪者を迎えます。 11月 須磨東高校 須磨東高校 無料 078-793-1616

神戸市 ② 兵庫矯正展でのコンサート
地域住民の方を招いて開催される神戸刑務所主催の「兵庫矯正展」にお
いて、北須磨高校吹奏楽部がコンサートを行います。

10月31日 神戸刑務所 神戸刑務所 無料
吹奏楽部
078-792-766１

神戸市 ② 幼稚園訪問コンサート
明石市立人丸幼稚園の園児、保護者を対象に吹奏楽部による教育コン
サートを実施します。

11月20日 人丸小学校体育館 北須磨高校 無料
吹奏楽部
078-792-766１

神戸市 ② 高校生地域貢献活動クリーン作戦
須磨友が丘高校周辺地域を６つのエリアに分け、生徒・職員・保護者で通
学路を中心に清掃します。

10月22日・
12月15日

須磨友が丘高校周
辺

須磨友が丘高校 無料 078-791-7881

神戸市 ② 地域貢献活動　学校周辺清掃
星陵高校生徒（ボランティア、生徒会、各部部員）、地域住民、ＰＴＡが交
流を図りながら、学校周辺の清掃を行います。

11月5日 星陵高校周辺 星陵高校 無料 078-707-6565

神戸市 ②③ 文化部合同発表会
星陵高校文化部が、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。例年、ＰＴＡも喫茶室を開いたり、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13日 星陵高校 星陵高校 無料 078-707-6565

神戸市 ② 公開授業 授業の一般公開を行います。 11月9日 校内 舞子高校 無料 078-783-5151

神戸市 ② 環境防災科説明会 舞子高校環境防災科についての説明を行います。 11月13日 校内 舞子高校 無料 078-783-5151

神戸市 ② 学校見学会
中学３年生とその保護者を対象に、学校・学科紹介、施設見学、部活動
見学を実施します。

11月6日
神戸商業
高校

神戸商業高校 無料 078-707-6464

神戸市 ① 寄せ植え講習会
ＰＴＡ会員と地域住民を対象に、季節の花の寄せ植えの講習会（有料）を
実施します。

11月20日
神戸商業
高校

神戸商業高校ＰＴＡ 078-707-6464

神戸市 ① 親子パソコン教室
近隣の小学生と保護者を対象にパソコン教室を開催します。本校生徒を
講師に年賀状を作成します。

11月20日
神戸商業
高校

神戸商業高校 無料 078-707-6464

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25日 伊川谷高校 伊川谷高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~ikawadani-hs/

神戸市 ① 自然とふれあう会
身近な自然を題材にして、自然とふれあう会を実施し、地域の人々と交流
を深めます。

10月～11月 伊川谷北高校 伊川谷北高校 無料 078-792-6902

神戸市 ① ふれあいレスリング
地域の小学生と「レスリング」を通じて小学生・保護者と交流し豊かな心を
育みます。

火曜日
土曜日

神戸高塚高校
レスリング場

神戸高塚高校 無料 078-992-7000

神戸市 ① 地域イベント協力隊
グリーンフェスタ神戸において国際ソロプチミスト神戸西のバザー運営に
協力します。

10月 総合運動公園 神戸市公園緑化協会 無料
神戸高塚高校
078-992-7000

神戸市 ① 美賀多太鼓隊との交流
地域の美賀多保育園との交流を行い、地域に開かれた学校づくりを行い
ます。

10月
神戸高塚高校グラ
ンド

神戸高塚高校 無料 078-992-7000

神戸市 ②
クリーン・プロジェクト
(高校生地域貢献
活動　通学路清掃)

学校周辺の通学路などを生徒・職員・保護者で清掃します。
11月10日・

17日
学校周辺の通学路
及び道路

神戸工業高校 無料 078-651-2811

神戸市 ② 文化祭
11日：展示・模擬店　12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11日・
12日

湊川高校 湊川高校 無料 078-691-7406

神戸市 ① 地域オープン講座
「インターネットでブログ等を利用し、サークル活動を広げよう！」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18日～
2月28日ま
での毎月曜

日

長田商業高等学校 長田商業高校 無料 078-631-0616

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 3
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神戸市 ① 川づくり
新湊川の再生に向けて、長田商業高校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27日 長田橋付近 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

長田商業高等学校と青雲高等学校が共催する地域との交流を深める文
化祭です。近隣の小学校や保育園・自治会にもご案内しています。

11月3日
県立青雲高等学校
（県立長田高等学
校と同じ敷地）

長田商業高校
県立青雲高等学校

無料

長田商業高校
078-631-0616
青雲高等学校
078-641-4200

神戸市 ② 保護者参観日 学校と家庭との連携を深めるための学校概要の説明と授業参観です。 10月24日
県立青雲高等学校
（県立長田高等学
校と同じ敷地）

県立青雲高等学校 無料 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
（県立長田高等学
校と同じ敷地）周辺

県立青雲高等学校 無料 078-641-4200

神戸市 ① 就業体験 企業を訪問して、仕事に関する説明を聞き、施設を見学します。 10月22日
三菱重工・神戸造
船所・マックスバ
リュ西日本

高砂高校 無料 079-442-2371

神戸市 ② 学校説明会
幼児児童生徒、保護者、先生が対象で、全体説明と学部ごとの説明、授
業見学を実施します。全体説明では教育方針、授業の進め方等を説明し
ます。その後、各部に分かれて説明します。

10月13日・
14日

本校 神戸聴覚特別支援学校 無料 078-709-9301

神戸市 ② 地域ふれあい文化祭

体育大会と交互に隔年で実施している学校行事です。ステージ発表、教
室展示、模擬店出店を実施します。玄関前広場で行う模擬店では、高等
部による出店の他に、地域の福田自治会、共同作業所、同窓会、育友会
からも出店があります。毎回、地域の方々もたくさん来校され、500名近く
の賑わいとなります。

11月20日 本校 神戸聴覚特別支援学校 無料 078-709-9301

神戸市 ② 神養まつり
PTA主催行事で、バザー、模擬店やゲームコーナーを設けています。ま
た、生徒や職員によるアトラクションも行います。

11月6日 本校体育館各教室 県立神戸特別支援学校 078-592-6767 模擬店等は有料

神戸市 ② 学校説明会
全体会（学校概要説明、高等部入試説明）の他、授業参観、展示見学（視
覚機器等）、個別懇談（教育相談、就学進路等相談）、文具販売などがあ
ります。

11月3日 視覚特別支援学校 視覚特別支援学校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~kenritsu-svn/

神戸市 ② 文化祭
本校の幼小学部、中学部、高等部が合同で行う文化祭で、展示・催し物、
バザー（食品販売・物品販売）、ステージ発表（劇、音楽等）などがありま
す。

11月20日 視覚特別支援学校 視覚特別支援学校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~kenritsu-svn/

神戸市 ② いきいきふれあいコンサート
「障害者週間」の意義をふまえ、視覚障害者への理解・啓発を深めるた
め、地域住民にも参加を呼びかけて開催します。本年度はアカペラコーラ
スの予定です。

11月26日
視覚特別支援学校
体育館

視覚特別支援学校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~kenritsu-svn/

神戸市 ② ＰＴＡ親子行事 保護者の協力のもと、秋祭りを開催します。 11月10日
のじぎく特別支援学
校体育館ほか

のじぎく特別支援学校 無料 078-994-0196

神戸市 ② 学習発表会 保護者や地域住民を招いて、日々の練習の成果を発表します。 11月27日
のじぎく特別支援学
校体育館

のじぎく特別支援学校 無料 078-994-0196

明石市
神戸市

②
高校生地域貢献活動
オープンハイスクール

中学校３年生・保護者・中学校教員を対象に本校の教育活動を紹介す
る。授業や部活動の参加体験を行います。

11月8日～9
日

明石清水高校 明石清水高校 無料
明石清水高等学校
078-947-1182

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8日～

19日
地元事業所 北はりま特別支援学校 無料

進路指導部
0795-32-3672

神戸市 ③ おおとし山まつり 大歳山遺跡公園で古代体験 11月3日 大歳山遺跡公園 神戸市埋蔵文化財センター http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/institution/center/

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 4
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神戸市 ③ 草木染め 江戸時代の庄屋で草木染め体験 11月6日 内田家住宅 神戸市埋蔵文化財センター http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/institution/center/

神戸市 ② 川西祐三郎展 版画家・川西祐三郎の初期から 新作まで全貌を初めて紹介します
10月9日～
11月23日

神戸市立博物館
神戸市立博物館・神戸新聞
社

http://www.city.kobe.lg.jp/museum/

神戸市 ③
特別展「古家新とゆかりの画家た
ち」

関西の洋画壇の発展に大きな足跡を残した風景画家・古家新（1897～
1977）の本格的な回顧展覧会。小磯良平などのゆかりの画家の作品とと
もに画業の流れを紹介します。

10月24日～
1月11日

神戸市立小磯記念
美術館

神戸市立小磯記念美術館 http://www.city.kobe.lg.jp/koisomuseum/

神戸市 ④ ロビーコンサート
神戸室内合奏団によるコンサート
14:00～15:30

11月6日
神戸市立小磯記念
美術館

神戸市立小磯記念美術館 無料 http://www.city.kobe.lg.jp/koisomuseum/ ※要入館料

神戸市 ③
「赤い港の色彩　小出卓二展」関連イベント

「古家新と小出卓二」イベント

小磯記念美術館との連携事業として
影響を与え合った2人の画家「古家新と小出卓二」をテーマにしたイベント
を実施

11月3日，11
月6日

神戸ゆかりの美術
館・小磯記念美術
館

神戸市 無料 078-858-1520 ※要入館料

姫路市
①②
③④

特別展
　「フィギュアの系譜
　－土偶から海洋堂まで－」

日本を代表するフィギュアメーカーである海洋堂の作品を紹介するととも
に、土偶・埴輪や「ひとがた」に始まる日本の人形文化を通覧し、そのなか
に現在のフィギュア文化を位置づけます。

10月9日～
12月5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
④

特別展「フィギュアの系譜
　－土偶から海洋堂まで－」
解説会

特別展「フィギュアの系譜－土偶から海洋堂まで－」を担当した当館学芸
員香川雅信が展覧会を解説します。

10月17日 ギャラリー 県立歴史博物館  http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/079-288-9013

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17日 みんなの家 県立歴史博物館 無料  http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/079-288-9014

姫路市 ①③
歴はく倶楽部
「恐竜をつくろう」

特別展に合わせたイベントです。樹脂粘土で恐竜のフィギュアをつくりま
す。自分だけのオリジナル恐竜がつくれます。

10月24日 ロビー 県立歴史博物館  http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/079-288-9015

姫路市
①③
④

歴史講演会②
　「河合寸翁と藩政改革」
　中元孝迪　氏
　（播磨学研究所所長）

歴史講演会の第２回目で、播磨学研究所の中元孝迪所長をお招きし、
「河合寸翁と藩政改革」について、ご講演いただきます。

10月24日 ホール 県立歴史博物館  http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/079-288-9016

姫路市
①③
④

特別展「フィギュアの系譜
　－土偶から海洋堂まで－」
解説会

特別展「フィギュアの系譜－土偶から海洋堂まで－」を担当した当館学芸
員香川雅信が展覧会を解説します。

10月31日 ギャラリー 県立歴史博物館  http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/079-288-9017

姫路市
①③
④

特別展「フィギュアの系譜
　－土偶から海洋堂まで－」
解説会

特別展「フィギュアの系譜－土偶から海洋堂まで－」を担当した当館学芸
員香川雅信が展覧会を解説します。

11月14日 ギャラリー 県立歴史博物館  http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/079-288-9018

姫路市
①③
④

れきはくアカデミー④
「妖怪／ファギュア論」

当館学芸員香川雅信が講演いたします。妖怪とフィギュアについて研究
成果を分かり易く楽しくお話させていただきます。

11月14日 ホール 県立歴史博物館 無料  http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/079-288-9019

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21日 みんなの家 県立歴史博物館 無料  http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/079-288-9020

姫路市
①③
④

歴史講演会③
　「茶人大名酒井宗雅」
　甲斐史子　氏
　（姫路市立姫路文学館学芸員）

歴史講演会の第３回目で、姫路文学館の甲斐史子氏をお招きし、「茶人
大名酒井宗雅」について、ご講演いただきます。

11月21日 ホール 県立歴史博物館  http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/079-288-9021

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24日 ロビー 県立歴史博物館  http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/079-288-9022

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 5
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姫路市
①③
④

連続歴史講座
「古文書に親しむⅠ
（中世中級編）」

11月28日（日）・12月5日（日）・12日（日）の３回行う連続講座。
「古文書に親しむⅠ」の第２弾です。
中世の古文書について学芸員が分かり易くお話します。

11月28日 体験ルーム 県立歴史博物館 無料  http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/079-288-9023

姫路市 ①
第36回日本ＰＴＡ近畿ブロック研究
大会兵庫大会

近畿２府４県の小中学校ＰＴＡ会員が一堂に会し、ＰＴＡ活動の推進のた
めの研究・協議を行う。

11月11日 県立武道館 兵庫県ＰＴＡ協議会 無料  兵庫県ＰＴＡ協議会078-361-8181

姫路市 ①
“いえしまの「海辺」の神秘を探ろ
う”子どもエコリーダー養成講座Ⅱ

いえしま自然体験センターをはじめ、地域や学校で活躍するエコリーダー
を養成するため、磯観察、漂着物調査、漁業・カヤック体験などの講座を
開催します。

10月30日～
31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 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します。

11月6日～7
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.com079-327-1508/1509   

姫路市 ③

“秋のエコフェスタinいえしま”
“スポーツの秋”
 いえしま自然体験センター“秋ま
つり”
浜辺（ビーチ）の大運動会
～楽しさいっぱいてんこもり～（体
験キャンペーン・ファン感謝デー）

いえしまのビーチを使った「大運動会」と、浜辺周辺での「美味しいもの市
場」を開く「秋祭り」を開催します。

11月7日
（日帰り）

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.com079-327-1508/1509   

姫路市 ①
“小学３・４年生集まれ
元気にレッツ自然体験”はじめて
のキャンプ inいえしま

小学３・４年生を対象に、いえしまの「海」と｢山」を利用した１泊２日のキャ
ンプを実施します。

11月13日～
14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.com079-327-1508/1509   

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とおして、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27日～
11月31日

姫路市民ギャラリー
地下１階第３、４展
示室

学校指導課 無料 079-221-2120

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9日 総合教育センター
総合教育センター
育成支援課

無料 079-224-5843

姫路市 ①②
ジュニア姫路検定
　「姫路ものしり」

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
を伸ばす動機づけとする姫路独自の検定であり、姫路の市勢や地理、史
跡、行事、文化等に関する知識や理解を問います。

11月14日
総合教育センター
及び市施設

総合教育センター
教育支援課

無料 079-224-5842

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
を伸ばす動機づけとする姫路独自の検定であり、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21日
総合教育センター
及び姫路城周辺

総合教育センター
教育支援課

無料 079-224-5842

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25～12
月1日

姫路東高校 姫路東高校 無料 079-285-1166

姫路市 ① 講演会 県立西はりま天文台公園　黒田武彦園長による講演会を行います。 10月30日
本校　百周年記念
館

姫路東高校同窓会 無料 079-285-1166

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、高校生と交流し
ます。

11月下旬 姫路西高校 姫路西高校 無料 079-281-6621

姫路市 ①
高等学校地域オープン講座（ユ
ニット講座）
生涯学習講座

学校が設置する教科・科目のうち、学校の特色となる科目や地域住民の
関心が高い科目について、地域住民に対して、高校生とともに学ぶ場を
提供し、地域に開かれた学校づくりを推進しています。

通年 飾磨工業高校 飾磨工業高校  飾磨工業高校079-235-1951

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 6
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姫路市 ②
高校生地域貢献事業　地域清掃
奉仕活動

学校周辺及び通学路等の清掃奉仕活動を行い、地域環境の整備を通し
て地域社会を支える一員である自覚を養います。

11月上旬
飾磨工業高校周辺
地域

飾磨工業高校 無料  飾磨工業高校079-235-1951

姫路市 ② 薬物乱用防止講演会
近は中高生にまで薬物使用の危険が迫っています。薬物がどれぐらい

恐ろしいものであるか、絶対、使用してはならない事を警察の方より講演
会で伝えていただきます。

11月5日 飾磨工業高校 飾磨工業高校 無料  飾磨工業高校079-235-1951

姫路市 ② 文化祭
生徒会が中心となり企画し、各クラス、文化部、工業科がアイデアを出し
合い、展示・バザー・ステージを通して、表現力や企画力、協調性を養い
ます。

11月7日 飾磨工業高校 飾磨工業高校 無料  飾磨工業高校079-235-1951

姫路市 ② 公開授業
授業を公開することで、学校の透明性を上げ、説明責任を果たし、生徒が
生き生きとした、わかる授業の向上に努めます。

11月9日～
19日

飾磨工業高校 飾磨工業高校 無料  飾磨工業高校079-235-1951

姫路市 ②
高校生地域貢献活動
小学校ふれあい教室プロジェクト

近隣の小学生で各系の生徒が専門性を生かし、ソーラーラジコンカー教
室、テーブルタップの製作、身近な食品を使った実験教室を小学生対象
に実施します。

11月中旬～
下旬

飾磨工業高校多部
制実習室

飾磨工業高校多部制 無料  飾磨工業高校多部制079-235-1951

姫路市 ②
高校生地域貢献活動
保育園・幼稚園ふれあいプロジェ
クト

製作した木のベンチと椅子を地域の幼稚園・保育園に設置します。 11月下旬
近隣保育園・幼稚
園

飾磨工業高校多部制 無料  飾磨工業高校多部制079-235-1951

姫路市 ②
高校生地域貢献活動地域清掃奉
仕活動

学校周辺及び通学路の清掃奉仕活動を行います。地域の美化と地域社
会の一員である自覚を養います。

11月下旬 飾磨工業高校周辺 飾磨工業高校多部制 無料  飾磨工業高校多部制079-235-1951

姫路市 ②
高校生就業体験事業　インターン
シップ

多部制１･２部２年次生が、自らの専門性の学習や将来のあり方・生き方
を考え、目的を持って主体的に進路選択が出来るよう産業の現場で就業
体験を行います。

11月8日～
12日

各受入事業所（35
社程度）

飾磨工業高校多部制 無料  飾磨工業高校多部制079-235-1951

姫路市 ② 公開授業
公開授業週間中の2日間、保護者や中学校教員等にも公開します。参加
者には授業に対する意見を求め、指導方法や指導技術の向上に資しま
す。

11月9日～
19日

飾磨工業高校多部
制

飾磨工業高校多部制 無料  飾磨工業高校多部制079-235-1951

姫路市 ② 文化祭（飾工祭）
飾工祭実行委員を中心に、各クラスや文化部、工業科・系がアイデアを
出し、展示やステージ、バザーを行い、地域の方々にも公開する。同時に
第２回オープンハイスクールも実施します。

11月7日
飾磨工業高校多部
制

飾磨工業高校多部制 無料  飾磨工業高校多部制079-235-1951

姫路市 ② 薬物乱用防止講演会 警察の専門員による薬物防止の講演を実施します。 11月18日 姫路南高校体育館 姫路南高校 無料 079-236-1835

姫路市 ② 親善スポーツ大会グランドゴルフ
本校グランドを地域に開放し、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16日
姫路別所高校グラ
ンド

姫路別所高校 無料 079-253-0755

姫路市 ②
高校生地域貢献事業
姫路国際交流フェスティバル

姫路国際交流センター主催の在日外国人との交流文化祭に、ボランティ
アを募り参加して、各国の料理ブースを担当します。

10月24日 イーグレひめじ 姫路国際交流センター 079-287-0920
入場無料
一部有料

姫路市 ②
高校生地域貢献事業
東中「夢ビジョン東」

東中学校区夢ビジョン東協議会主催の行事に参加し、綿菓子販売・小規
模作業所「ミルトス」製造のパンの販売・ステージ発表を行います。

11月6日 姫路市立東中学校 夢ビジョン東協議会 079-252-6210
入場無料
一部有料

姫路市 ② オープンスクール
中学校教員・保護者、地域住民、本校保護者を招き、本校に対する理解
を深めます。

11月中旬 姫路別所高校 姫路別所高校 無料 079-253-0755

姫路市 ②
高校生地域貢献事業
部活動フェスティバル

運動部・文化部の日頃の練習や活動を紹介し、保護者との交流を図りま
す。

11月27日
姫路別所高校グラ
ンド

姫路別所高校 無料 079-253-0755

姫路市 ② 文化祭 実習作品の展示・販売、ステージ発表、バザー等があります。 11月3日 姫路工業高校 姫路工業高校 079-284-0111
バザー等一部有
料

姫路市 ② オープンスクール 授業、施設、部活動見学ができます。
11月12日～

13日
姫路工業高校 姫路工業高校 無料 079-284-0111

姫路市 ② おもちゃ病院 各種おもちゃの修理をします。 随時 姫路工業高校 姫路工業高校 無料 079-284-0111

姫路市 ② 交流文化祭 本校で、地元幼稚園児を招いて交流文化祭を開催します。 11月12日 夢前高等学校 夢前高等学校 無料 079-336-0039

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
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姫路市 ③ 芸術鑑賞会
本校体育館で、地域住民・保護者および中学生を招待し、管弦楽を共に
鑑賞します。

10月29日 家島高等学校 家島高等学校 無料 079-325-0165

姫路市 ①
高校生地域貢献事業　コンピュー
タ講座

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により、住民と交流します。

11月25日・
26日

家島高等学校 家島高等学校 無料 079-325-0165

姫路市 ② 呈茶奉仕 養護老人ホームの方々に呈茶を行います。 10月28日
姫路市ふれあいの
郷

香寺高校 無料 079-232-0048

姫路市 ② 呈茶奉仕 養護老人ホームの方々に呈茶を行います。 11月25日
姫路市ふれあいの
郷

香寺高校 無料 079-232-0048

姫路市 ② ふれあい育児 地域の幼稚園でエプロンシアター等を通して幼児とふれあいます。 10月29日 姫路市中寺幼稚園 香寺高校 無料 079-232-0048

姫路市 ③ 文化教育活動 演劇「エディ」の鑑賞を行います。 11月1日 香寺高校体育館 香寺高校 無料 079-232-0048

姫路市 ②
高校生地域貢献活動、通学路清
掃

香寺高校 寄り駅からの通学路を生徒、職員、保護者で清掃を行いま
す。

11月24日
溝口駅から学校ま
での通学路

香寺高校 無料 079-232-0048

姫路市 ②③ 文化祭
生徒や職員、保護者による展示・模擬店・ステージ演奏等を、市民にも楽
しんでいただきます。

11月3日
県立姫路北高等学
校

姫路北高校 無料 079-281-0118

姫路市 ①
高校生地域貢献　活動 国際交流
フェスティバル

太子高校生徒有志が、市民と外国人の交流を図り異文化理解を深める
ための交流フェスティバルに、各国料理の準備と販売を行います。

10月24日 姫路市大手前公園 姫路市国際交流センター 無料
太子高校
079-277-0123

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
開します。

11月13日
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を行います。中学部・高等部生徒と職員が参加し
ます。

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 オープンスクール
地域の人々や校区の幼稚園・小学校・中学校の保護者・職員に、本校の
教育活動を公開し、特別支援教育についての理解と認識を進めます。

11月15日～
19日

県立姫路特別支援
学校

県立姫路特別支援学校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~himeji-sn/

姫路市 ② ひめよう祭
本校小学部の作品展示、中学部・高等部生徒の作品及び高等部農園の
収穫野菜等の販売、PTA模擬店、本校関係作業所等の製品販売を行い
ます。

11月20日
県立姫路特別支援
学校

県立姫路特別支援学校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~himeji-sn/

尼崎市 ③
ピッコロシアター鑑賞劇場　劇団う
りんこ公演「パイレーツオブ花山田
小学校」

岸田戯曲賞を受賞した佃典彦の作品です。家族で楽しめる冒険ストー
リーを上演します。

10月24日
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 ①③
ピッコロ演劇学校・舞台技術学校
合同発表会

ピッコロシアターが全国に先がけ開講した演劇学校と舞台技術学校の成
果発表会を行います。

10月30日・
31日

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 ③
兵庫県立ピッコロ劇団第３８回公
演「花の下にて春死なむ」上演

全国初の県立劇団として活躍するピッコロ劇団の公演です。日本を代表
する劇作家・別役 実の 新作を上演します。

11月12日～
17日

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5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ー　(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9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ー　(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11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ー　(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18日～
19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ー　(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ー　(06)6423-3400

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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尼崎市 ①③ 尼崎モダニズム展 尼崎におけるモダニズムを紹介します。
10月9日～
11月14日

尼信博物館 尼崎市教育委員会 無料
06-6489-9801
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/

尼崎市 ② 県尼花いっぱい運動
尼崎高校生徒ボランティア・教職員・ＰＴＡの方々で、花の植え替えをしま
す。

11月13日 尼崎高校周辺 尼崎高校 無料 06-6401-0643

尼崎市 ② 校外清掃 尼崎高校生徒と職員が学校周辺の校外清掃をします。 11月24日 尼崎高校周辺 尼崎高校 無料 06-6401-0643

尼崎市 ③ 音楽鑑賞 ペルーの音楽鑑賞を行います。 11月10日 尼崎北高校 尼崎北高校 無料 06-6421-0132

尼崎市 ② 芸術鑑賞会 演劇「やまんば」を鑑賞します。 11月17日
尼崎アルカイック
ホール

尼崎稲園高校 無料 06-6422-0271

尼崎市 ② 秋の芸術祭
尼崎稲園高校華道・茶道・吹奏楽部等の文化部の展示発表会を行いま
す。

11月3日前
後３日間

尼崎稲園高校 尼崎稲園高校 無料 06-6422-0271

尼崎市 ①
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
を行います。

11月11日 武庫川河川敷 尼崎西高校 無料 06-6417-5021

尼崎市 ②
ＰＴＣＡ事業
おおしょうフェスタ

大庄地区ＰＴＡ連絡会が主催し、本校体育館で「環境問題」を中心に地域
で活動している学校や団体がパネル展示や体験コーナーを実施します。

10月31日 尼崎西高校体育館 大庄地区ＰＴＡ 無料 090-6903-8550

尼崎市 ②

高校生地域貢献事業
「地域に開かれた学校づくり」小中
学校教員・保護者向けの公開授
業

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25日～
29日・11月
15日～19日

尼崎小田高校 尼崎小田高校 無料 06-6488-5335

尼崎市 ② オープンスクール 中学3年生を対象とする体験学習を行います。 11月20日 尼崎工業高校 尼崎工業高校 無料 06-6481-4841
尼崎市 ② オープンスクール 小学生電子工作教室を開催します。 11月中旬 近隣小学校 尼崎工業高校 無料 06-6481-4841

尼崎市 ② 授業参観 学校説明会の一環としての参観を行います。 11月3日
武庫之荘総合高等
学校

武庫荘総合高等学校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~mukosogo-hs/

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21日～
22日

尼崎市中小企業セ
ンター

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5日 神崎工業高校 神崎工業高校 無料 06-6481-5503

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15日～
19日

神崎工業高校 神崎工業高校 無料 06-6481-5503

明石市 ①
資料展
「現代短歌入門」

読書講演会「生きることを学ぶこと-歌に刻む青春-」に関連して、現代短
歌の鑑賞・作歌法についての資料を展示します。また、「アララギ」をはじ
め、復刻の短歌雑誌も展示し正岡子規を中心とした近代短歌についても
紹介します。

10月5日～
11月12日

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

協力課
078-918-3366

明石市 ①
資料展
「本のあれこれ　十冊十色」

国民読書年ならびに読書週間にちなみ、普段目にすることのできないよう
な豆本や巻物など、珍しい形態の本を展示します。また、本の作り方や種
類など、本への理解を深めることができるような資料を併せて紹介しま
す。

10月22日～
11月12日

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

協力課
078-918-3366

明石市 ①
資料展
「弥生時代の明石」

紀元前３世紀頃、朝鮮半島から稲作の技術や金属などが伝わり、農耕生
活を主とする弥生時代が始まりました。明石では、米づくりに適した明石
川流域に弥生時代の遺跡が集中しており、これを紹介します。明石市立
文化博物館（明石市教育委員会）との連携です。

10月22日～
12月15日

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

協力課
078-918-3366

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 9
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明石市 ①
資料展
「弥生時代を訪ねて」

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）との連携です。

11月13日～
12月15日

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

協力課
078-918-3366

明石市 ①
子ども読書教養講座（地区別）「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17日
県立図書館
第２研修室

県立図書館 無料

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

調査相談課
078-918-3377

協力課
078-918-3366

明石市 ③ 獅子舞鑑賞 地域の伝統文化を親子で鑑賞します。 10月30日 播陽幼稚園 播陽幼稚園 無料 078-911-3630
明石市 ② オープンスクール 教育活動や園生活の様子を地域に公開します。 11月15日 播陽幼稚園 播陽幼稚園 無料 078-911-3630
明石市 ① 　郷土史講演会 地域の方による郷土史講演会を開催します。 11月15日 播陽幼稚園 播陽幼稚園 無料 078-911-3630

明石市 ② 　焼き芋大会
地域ボランティアによる焼き芋大会を開催し、地域の保育園児・保護者を
招待します。

11月17日 播陽幼稚園 播陽幼稚園 無料 078-911-3630

明石市 ② 　お店やごっこ お店やごっこに未就園児親子・小学生・保護者を招待・交流します。 11月19日 播陽幼稚園 播陽幼稚園 無料 078-911-3630

明石市 ①②
オープンスクール
防火教室

親子で防火教室に参加します。 11月15日 明石幼稚園
明石市婦人防火クラブ連絡
協議会

無料 078-917-2523

明石市 ②
オープンスクール
園児バザー

PTA手作りのゲームや遊びに園児が参加します。 11月17日 明石幼稚園 明石幼稚園PTA 無料 078-912-3061

明石市 ③ ミュージカル観劇 未就園児と園児や保護者がミュージカルを観劇します。
11月20日

(予定）
明石幼稚園 明石幼稚園 無料 078-441-2623

明石市 ② あかねが丘学園祭
園児が近隣の朝霧幼・松が丘保と一緒に学園祭に参加し、歌を歌いま
す。

11月5日 あかねが丘学園 あかねが丘学園 無料 078-918-5415

明石市 ② オープンスクール 保育参加でごっこ遊びを行う。地域・未就園児に公開します。 11月15日 松が丘幼稚園 松が丘幼稚園 無料 078-912-6226

明石市 ③ 人形劇・大型紙芝居鑑賞 「うさぎ文庫」による人形劇や大型紙芝居、パネルシアターを鑑賞します。 10月27日
朝霧幼稚園ドレミ
ホール

朝霧幼稚園 無料 078-912-7080

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5日 あかねが丘学園 あかねが丘学園 無料 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13日～
19日

朝霧幼稚園 朝霧幼稚園 無料 078-912-7080

明石市 ③ 人形劇鑑賞 「おやこ劇場」による人形劇を鑑賞します。 11月29日
朝霧幼稚園ドレミ
ホール

朝霧幼稚園 無料 078-912-7080

明石市 ② 味噌作り 地域の方を招き、親子で手作り味噌を作ります。
11月1日・2

日
人丸幼稚園 人丸幼稚園 無料 078-911-2725

明石市 ② 幼稚園ウィーク・オープンスクール 保護者や地域に保育を公開します。 11月15日 人丸幼稚園 人丸幼稚園 無料 078-911-2725

明石市 ② 幼稚園ウィーク 防火・防災の集いを実施します。 11月19日 人丸幼稚園 婦人防火クラブ 無料 078-911-2725
明石市 ③ 保育参加・ふれあいキッズ 親子で獅子舞を見たり、吹奏楽を聴いたりします。 11月20日 小学校体育館 　人丸幼稚園 無料 078-911-2725
明石市 ③ PTAバザー 保護者の手作り商品等を販売し、地域との交流をもちます。 11月2日 王子幼稚園 王子幼稚園 無料 078-928-3032
明石市 ① 幼稚園を美しくする日 保護者・園児と共に幼稚園の環境整備をします。 11月5日 王子幼稚園 王子幼稚園 無料 078-928-3032

明石市 ① 防火･防犯訓練
地域防火婦人クラブの協力により紙芝居等を通して防火防災意識を高め
るために実施します。

11月10日 王子幼稚園 王子幼稚園 無料 078-928-3032

明石市 ② 幼稚園ウィーク 保護者や幼稚園生活の様子を保護者及び地域の方々に公開します。
11月15日～

21日
王子幼稚園 王子幼稚園 無料 078-928-3032

明石市 ① 園外保育 地域の公園に出かけ、自然に親しみます。 11月16日 明石西公園 王子幼稚園 無料 078-928-3032

明石市 ① お店ごっこ 幼児の作った商品を使ってお店屋さんのやりとりを楽しみます。 11月18日 王子幼稚園 王子幼稚園 無料 078-928-3032

明石市 ① にこにこ元気会 地域の公民館へ出かけ、高齢者と一緒に昼食をとり、交流を図ります。 11月19日 地域の公民館 王子幼稚園 無料 078-928-3032

明石市 ① 柿とり 地域の公園に出かけ、柿とりをし、地域の人との交流を図ります。 11月25日 地域の公園 王子幼稚園 無料 078-928-3032

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 10
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明石市 ① 仲よし会 地域の高齢者とクリスマスリース作りを楽しみます。 11月30日 王子幼稚園 王子幼稚園 無料 078-928-3032

明石市 ② 運動会
園児やお家の方、地域の方と一緒に体操やかけっこ等の競技や演技を
披露します。

10月16日 林幼稚園 林幼稚園 無料 078-922-2608

明石市 ② 絵画展 １学期に描いた全園児の作品（一人２点）を展示します。
11月15日～

21日
林幼稚園 林幼稚園 無料 078-922-2608

明石市 ② お店やごっこ
園児と地域の方がお店の品物を作り店を出します。園児や保護者、未就
園児が買い物をします。

11月17日 林幼稚園 林幼稚園 無料 078-922-2608

明石市 ① ふれあいキッズ
地域の未収園児を対象とし、園児や他の未就園児との交流を目的に、園
庭を開放します。

毎月第１・３
金曜日

鳥羽幼稚園園庭 鳥羽幼稚園 無料 078-928-0091

明石市 ③
子育て講座
「絵本で子育て」

講師を迎え、絵本を通して親子での遊びを学べます。 10月14日
鳥羽幼稚園
大保育室

鳥羽幼稚園 無料 078-928-0091

明石市 ① 鳥羽幼小合同講演会 講師を迎え、人権についての講話を聞き、学べます。 11月9日
鳥羽幼稚園
大保育室

鳥羽幼稚園 無料 078-928-0091

明石市 ③
幼稚園ウィーク
オープンスクール

園児と一緒に、和太鼓の演奏を楽しむことができます。 11月17日
鳥羽幼稚園
大保育室

鳥羽幼稚園 無料 078-928-0091

明石市 ③
幼稚園ウィーク
オープンスクール

園児が小さなお店屋さんに変身して未就園児のお客様を待っています。
遊びに来てください。

11月18日
鳥羽幼稚園
大保育室

鳥羽幼稚園 無料 078-928-0091

明石市 ① 親子でわらべ歌 親子でわらべ歌で遊びます。 11月11日 和坂幼稚園 和坂幼稚園 無料 078-929-0173 幼稚園児のみ

明石市  ① おしゃもじご飯教室 ご飯を炊く体験などをします。 11月17日  和坂幼稚園 健康推進課 無料 078-929-0173
幼稚園児のみ
(年長組）

明石市 ① ダンボの会 保護者ボランティアによる人形劇を楽しみます。 １０月下旬 沢池幼稚園 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月15日から11月21日）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。

幼稚園
ウィークの
期間中に１

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 沢池ミュージックバンド（SMB）を招き、吹奏楽の鑑賞を行ないます。 11月8日 沢池幼稚園 沢池幼稚園 無料 078-927-0826

明石市 ①② ふれあいキッズ 地域の未就園児と触れ合える場として、園庭を提供します。
毎月第２、
第４金曜日

沢池幼稚園 沢池幼稚園 無料 078-927-0826

明石市 ② 全国幼稚園ウィーク
園児がコンサートを鑑賞をします。園児の絵を展示しています。　園児の
保育を公開します。

11月15日 花園幼稚園 花園幼稚園 無料 078-923-0090

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15日～

21日
貴崎幼稚園 貴崎幼稚園 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ペタンクをします。 11月15日 貴崎幼稚園 貴崎幼稚園 無料 078-923-0044
明石市 ③ 人形劇 絵本楽しみ隊フルーツパフェによる人形劇を鑑賞します。 11月19日 貴崎幼稚園 貴崎幼稚園 無料 078-923-0044

明石市 ① 福祉体験 地域の方と一緒にアイマスクや車椅子等の福祉体験をします。 11月25日 貴崎幼稚園 貴崎幼稚園 無料 078-923-0044

明石市 ① 交通安全教室
警察の方や交通安全協会の方と、道路の歩き方等交通安全について学
びます。

11月29日 貴崎幼稚園 貴崎幼稚園 無料 078-923-0044

明石市 ③ トーンチャイム トーンチャイムの演奏を鑑賞します。 11月30日 貴崎幼稚園 貴崎幼稚園 無料 078-923-0044

明石市 ① オープンスクール 保護者及び地域の方々に授業等に幼稚園生活を公開します。 11月15日 大久保南幼稚園 大久保南幼稚園 無料
大久保南幼稚園
078-934-5590

明石市 ① 高齢者との交流 地域の高齢者との交流を実施します。 11月17日 大久保南幼稚園 大久保南幼稚園 無料
大久保南幼稚園
078-934-5590

明石市 ① 南っ子フェスティバル 保護者と園児とで、フェスティバルを実施します。 11月19日 大久保南幼稚園 大久保南幼稚園 無料
大久保南幼稚園
078-934-5590

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11日・

24日
保育室 花いちもんめ 無料 090-1150-4620

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15日～

21日
遊戯室 大久保幼稚園 無料 078-936-2020

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15日 保育室・園庭 大久保幼稚園 無料 078-936-2020

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、園児も消防隊になったりしま
す。未就園児も参加し、共にひと時を過ごします。

11月16日 保育室・園庭 消防署・婦人防火クラブ 無料 078-936-2020

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 11
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明石市 ② 親子体操 親子で触れ合いながら体を動かし、楽しいひと時を過ごします。 11月21日
大久保小学校体育
館

大久保幼稚園 ・PTA 無料 078-936-2020

明石市 ①③ お話の会 絵本の読み聞かせとミニコンサートです。 10月29日 高丘東幼稚園 高丘東幼稚園 無料 078-935-0269
明石市 ③ 幼稚園ウイーク 和太鼓鑑賞をします。 11月15日 高丘東幼稚園 高丘東幼稚園 無料 078-935-0269

明石市 ①③ 幼稚園ウイーク 秋祭り（出店、ゲームなど）をします。 11月17日 高丘東幼稚園 高丘東幼稚園PTA 無料 078-935-0269

明石市 ② なかよしデー 運動会でオープンスクールを実施します。 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 オープンスクールを実施します。 11月15日 高丘西幼稚園 高丘西幼稚園 無料 078-935-1893

明石市 ② ちびっこまつり おまつりごっこでオープンスクールを実施します。 11月17日 高丘西幼稚園 高丘西幼稚園PTA 無料 078-935-1893

明石市 ① 運動会 未就園児が参加できる種目もあります。 10月16日 山手小学校運動場 山手幼稚園 無料 http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoiku/kindie/yamate/index.html

明石市 ① オープンスクール 園児の幼稚園での生活を参観したり参加したりできます。
11月14日～

18日
山手幼稚園 山手幼稚園 無料 http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoiku/kindie/yamate/index.html

明石市 ② オープンスクール 人形劇を鑑賞します。 11月17日 谷八木小コミセン 谷八木幼稚園 無料 078-936-2048

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を実施します。 11月15日 江井島幼稚園 江井島幼稚園 無料 078-946-1049

明石市 ③ 音楽コンサート 園児、保護者等へのミニコンサートを公開します。 11月18日 江井島幼稚園 江井島幼稚園 無料 078-946-1049

明石市 ② エコまつり 親子お店やごっこと園内バザーを実施します。 11月4日 魚住幼稚園 魚住幼稚園 無料 078-946-1859
明石市 ① ふれあいキッズ 地域の未就園児と園児が遊びを通して交流します。 11月12日 魚住幼稚園 魚住幼稚園 無料 078-946-1859

明石市 ② オープンスクール オープンスクールを実施します。
11月15日・

16日
魚住幼稚園 魚住幼稚園 無料 078-946-1859

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します。 10月31日 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をします。
10月26日・
11月2日・9
日・16日

清水幼稚園 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をします。 11月2日 清水幼稚園 清水幼稚園 無料 078-943-4801

明石市 ③ 幼稚園ウィーク オープンスクール、園内造形展、二見太鼓鑑賞会を実施します。
11月15日～

21日
清水幼稚園 清水幼稚園 無料 078-943-4801

明石市 ③ お茶会
日本古来の伝統文化に触れ、園児や保護者が、和やかなひと時を過ごし
ます。

10月28日 錦が丘幼稚園 錦が丘幼稚園 無料 078-947-2222
明石市学校園文
化活動振興事業

明石市 ①③ オープンスクール 地域の人に読み聞かせをしていただいている様子を公開します。 11月16日 錦浦幼稚園 錦浦幼稚園 無料 http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoiku/kindie/kinpo/index.html

明石市 ②③ オープンスクール 子どもの遊んでいる様子（お店ごっこ）を公開します。 11月17日 錦浦幼稚園 錦浦幼稚園 無料 http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoiku/kindie/kinpo/index.html

明石市 ② オープンスクール 園児の遊びの様子を参観していただきます。 11月15日 二見幼稚園 二見幼稚園 無料 078-942-1304
明石市 ① 防災教室 避難訓練、防災教室を見ていただきます。 11月17日 二見幼稚園 明石市消防署 無料 078-942-1304
明石市 ① 子育て講演会 「子どもの声が聞こえますか」のテーマの講演会があります。 11月25日 二見幼稚園 二見幼稚園 無料 078-942-1304
明石市 ② オープンスクール 保育や園生活を保護者、地域に公開します。 11月15日 二見北幼稚園 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17日 二見北幼稚園 二見コミセン 無料 078-943-2222
明石市 ② 二見中校区文化祭 地域の方々に幼稚園児の絵画活動を紹介します。 11月3日 二見中学 二見コミセン 無料 078-944-5961

明石市 ② オープンスクール 園児の幼稚園生活の様子を保護者及び地域の方々に公開します。
11月15日・
18日・19日

二見西幼稚園 二見西幼稚園 無料 078-944-5961

明石市 ② 西っ子まつり
園児のお店やさんごっこの様子を保護者及び　地域の方々に公開し参加
してもらいます。

11月15日 二見西幼稚園 二見西幼稚園 無料 078-944-5961

明石市 ② 避難訓練・防火教室
婦人防火クラブや二見分署の方による紙芝居や消火器体験教室をに参
加します。

11月18日 二見西幼稚園 二見西幼稚園 無料 078-944-5961

明石市 ② 絵本と音楽のコラボレーション 読書活動の一助として絵本と音楽のコラボレーションを楽しみます。 11月19日 二見西幼稚園 二見西幼稚園 無料 078-944-5961

明石市 ② 親子ふれあい遊び 親子体操を通してコミュニケーションのきっかけ作りとします。 11月20日 二見西幼稚園 二見西幼稚園 無料 078-944-5961
明石市 ② 音楽会 全学年全員で日頃の音楽の学習の成果を披露し合います。 11月13日 明石小学校 明石小学校 無料 078-918-5430

明石市 ①
講演会「インターネット・携帯電話
の使用について」

５・６年生とその保護者等が一同に会して、インターネットや携帯電話につ
いての話を聞き、これからの事について意見を交わします。

11月26日 明石小学校 明石小学校 無料 078-918-5430

明石市 ② オープンスクール 地域や保護者の方々に、通常の学校生活を公開します。 10月28日 松が丘小学校 松が丘小学校 無料 078-918-5435

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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明石市 ② ふれあい音楽会
地域や保護者の方々と共に歌ったり鑑賞したりすることにより、ふれあい
を深めます。

11月13日 松が丘小学校 松が丘小学校 無料 078-918-5435

明石市 ② 音楽会
小学生１年から６年まで、学年毎に歌と演奏をします。保護者や地域の方
にも公開します。

11月6日 朝霧小学校 朝霧小学校 無料 078-918-5445

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聞いてもらい、学習成果を
披露します。

11月13日 人丸小学校 人丸小学校 無料 078-918-5450

明石市 ② 音楽会 各学年の児童が、練習した合唱や合奏曲を披露します。 11月13日 中崎小学校 中崎小学校 無料 078-918-5455

明石市 ② 音楽会
保護者・地域の方々に音楽を通して子どもたちの学習の成果を見ていた
だきます。

11月13日 王子小学校 王子小学校 無料 078-943-5846

明石市 ② オープンスクール １日の学校生活を公開します。 10月29日 林小学校 林小学校 無料 078-918-5470
明石市 ② 音楽会 合唱や合奏の様子を公開します。 11月13日 林小学校 林小学校 無料 078-918-5470

明石市 ② 参観日・ＰＴＡ人権講演会 授業の様子を公開し、講師を招いて講演を行います。 11月30日 林小学校 林小学校 無料 078-918-5470

明石市 ③ 音楽会 各学年が約１５分間合唱や合奏を行います。 10月26日 明石市民会館 鳥羽小学校 無料 078-918-5475
体育館が工事中
のため、市民会
館で開催します。

明石市 ② オープンスクール 児童の学校での様子を公開します。 11月8日 鳥羽小学校 鳥羽小学校 無料 078-918-5475
写真・ビデオ等の
撮影はご遠慮くだ
さい

明石市 ③ 音楽会
日頃の音楽教育の成果の発表の場とする。音楽の楽しさや美しさを味わ
わせ、豊かな表現力を育てます。

11月6日 体育館 沢池小学校 無料 078-918-5486

明石市 ② ふれあいフェスタ沢池 沢池小校区の子ども達の祭りを実施します。 10月30日 沢池小学校
沢池小ＰＴＡ
沢池スポーツクラブ２１

無料 078-918-5486

明石市 ④ ロボット大作戦
沢池小・幼合同で国立明石工業高等専門学校を招き、ロボットづくりに関
する話を聞き、ものづくりへの興味関心を高めます。

10月下旬～
11月上旬

沢池小学校
沢池小学校
沢池幼稚園
明石市教育委員会

無料 078-918-5486
「あかし・夢・ここ
ろ」教育プログラ
ム事業

明石市 ③ 音楽会 各学年ごとの合奏、合唱等の音楽発表をします。 11月13日  藤江小コミセン 藤江小学校 無料 078-918-5490

明石市 ② オープンスクール 授業、給食、清掃等の公開をします。
11月16日・

17日
藤江小学校 藤江小学校 無料 078-918-5490

明石市 ② 研究発表会 理科・生活科の公開授業・分科会を実施します。 10月28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
日頃の教育活動の公開及び２・３・４年生各クラスミニコンサートを公開し
ます。

11月26日 花園小学校 花園小学校 無料 078-918-5680

明石市 ② 心のふれあい日 教育相談を希望者に実施します。 11月2日 花園小学校 花園小学校 無料 078-918-5680
明石市 ② 心のふれあい日 教育相談を希望者に実施します。 11月9日 花園小学校 花園小学校 無料 078-918-5680
明石市 ② 心のふれあい日 教育相談を希望者に実施します。 11月16日 花園小学校 花園小学校 無料 078-918-5680
明石市 ② 心のふれあい日 教育相談を希望者に実施します。 11月30日 花園小学校 花園小学校 無料 078-918-5680

明石市 ② 交通安全教室
交通安全協会講師を招聘し３・４年生自転車の安全名乗り方講習を実施
します。

11月2日 花園小学校 花園小学校 無料 078-918-5680

明石市 ② 福祉教育
福祉協会講師を招聘し４年生児童及び保護者の福祉体験授業を公開し
ます。

11月11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 通常の学習指導・生徒指導を公開します。 10月15日 貴崎小学校 貴崎小学校 無料 078-918-5685

明石市 ② オープンスクール 保護者や地域の方々に本校の教育活動を自由に見ていただきます。 10月20日
明石市立大久保小
学校

明石市立大久保小学校 無料 078-918-5690

明石市 ② 音楽会
音楽科教諭を中心に全教員が子どもの音楽活動を支援し、合唱や、合奏
を保護者や地域の方々に聴いていただきます。

11月12日
明石市立大久保小
学校

明石市立大久保小学校 無料 078-918-5690

明石市 ③ 音楽会児童鑑賞会 子どもたちが練習してきた曲をお互いに鑑賞し合います。 11月10日 高丘東小学校 高丘東小学校 無料 078-918-5730

明石市 ③ 音楽会保護者鑑賞会 日頃学んできた音楽の成果を保護者の皆様に鑑賞していただく会です。 11月13日 高丘東小学校 高丘東小学校 無料 078-918-5730

明石市 ① 人権講演会
落語家を招いて、普段遣っている言葉の意味から人権を考えていく会で
す。

11月24日 高丘東小学校 高丘東小学校 無料 078-918-5730
時間変更の可能
性あり

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22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6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 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26日～

27日
山手小学校 山手小学校 無料 078-918-5745

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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明石市 ② ふれあい音楽会
保護者及び地域の方々を招き、日常の音楽活動の成果を発揮するととも
に、地域とのつながりを高める場とします。

11月27日 山手小学校 山手小学校 無料 078-918-5745

明石市 ③ 山手まつり まつりを通して、校区地域住民の親睦を図ります。 11月28日 山手小学校 山手校区連合協議会 無料 078-918-5745

明石市 ① 音楽会 ６学年の音楽発表会です。 11月27日 江井島小学校 江井島小学校 無料 078-918-5755
明石市 ② 音楽会 日ごろの音楽学習の成果を発表します。 11月13日 魚住小学校 魚住小学校 無料 078-918-5760

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7日 清水小学校
清水フェスタ
実行委員会

無料 078-943-3121 雨天中止

明石市 ② オープンスクール 日常の学校生活を、保護者・地域に公開します。
11月11日～

12日
清水小学校 清水小学校 無料 078-918-5765

明石市 ② オープンスクール １～４校時、各学級の授業を公開します。 10月22日 錦が丘小学校 錦が丘小学校 無料 078-918-5770
明石市 ② 学習発表会 各学年の合奏・合唱の発表会です。 11月6日 錦が丘小学校 錦が丘小学校 無料 078-918-5770
明石市 ② 研究発表会 人権・道徳の研究授業および実践発表をします。 11月30日 錦が丘小学校 錦が丘小学校 無料 078-918-5770

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。

10月20日・
21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 音楽会 家庭、地域で児童の演奏を楽しみます。 11月6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 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ります。また、
保護者や地域の方に向けて児童が発表する場とします。

10月30日 二見小学校 二見小学校 無料 078-918-5820

明石市 ② オープンスクール 地域の方に普段の教育活動を公開します。 10月21日 二見北小学校 二見北小学校 無料 078-918-5825

明石市 ② きらきらの会 １年生から６年生まで、計６回の読み聞かせを行います。

11月9日・11
日・16日 ・

18日・25日・
30日

二見北小学校 二見北小学校 無料 078-918-5825

明石市 ② 音楽会 地域の方に音楽活動を公開します。 11月27日 二見北小学校 二見北小学校 無料 078-918-5825

明石市 ② 研究発表会 協同的学習の21年度からの取り組みを発表します。 10月22日 二見西小 二見西小 無料 078-918-5830
明石市 ①② 学校保健委員会 子どもの心と体について保護者と一緒に考えます。 10月28日 二見西小 二見西小 無料 078-918-5830
明石市 ② 学習発表会 音楽を主としたの学習の成果を発表します。 11月27日 二見西小 二見西小 無料 078-918-5830

明石市 ① リサイクル活動
アルミ缶・ペットボトル・スチール缶等の集団回収・リサイクル活動をして
います。

11月15日 二見西小 二見西小 無料 078-918-5830

明石市 ② 文化発表会（学年） 学年ごとの合唱コンクールを発表、公開します。 10月28日 朝霧中学校 朝霧中学校 無料 078-918-5845

明石市 ② 文化発表会（全校）
各学年代表の学級合唱、学年合唱、文化部の発表や展示、各教科の取
り組みや作品を展示、公開します。

10月29日 朝霧中学校 朝霧中学校 無料 078-918-5845

明石市 ② オープンスクール 一日の授業や学校生活の様子を保護者、地域の方々に公開します。 11月20日 朝霧中学校 朝霧中学校 無料 078-918-5845

明石市 ②③ 文化発表会 合唱コンクールや吹奏楽部の演奏などを発表します。 10月30日 明石市民会館 大蔵中学校 無料 078-918-5850

明石市 ①② 地域ふれあいバザー
ＰＴＡや地域の方々と生徒が一緒になってお店を出したり、出し物をして交
流を深めます。

10月31日 大蔵中学校 大蔵中学校 無料 078-918-5850

明石市 ② オープンスクール 土曜授業参観を実施します。 11月20日 衣川中学校 衣川中学校 無料 078-918-5855
明石市 ① 人権講演会 Ｊ・Ａ・Ｔ・Ｄにしゃんたさんの講演会をします。 11月20日 衣川中学校 衣川地人協 無料 078-918-5855
明石市 ① 教育講演会 保護者、地域住民、教師対象の講演会です。 11月13日 野々池中学校 地愛協 無料 078-918-5860
明石市 ② オープンスクール 授業や学校生活の様子を公開します。 11月15日 野々池中学校 野々池中学校 無料 078-918-5860
明石市 ② 学級懇談会 授業参観後各学級で懇談会をします。 11月19日 野々池中学校 野々池中学校 無料 078-918-5860
明石市 ② 3年進路説明会 ３年保護者対象の進路説明会です。 11月19日 野々池中学校 野々池中学校 無料 078-918-5860

明石市 ② オープンスクール 地域の方・保護者に学校を開放し、いつでも見に来てもらいます。
11月1日～5

日
望海中学校 望海中学校 無料 078-918-5865

明石市 ② 研究指定中間発表 「生徒指導」に関する市指定の実践研究の中間発表をします。 11月11日 望海中学校 明石市教育委員会 無料 078-918-5865

明石市 ② オープンスクール
授業や休憩時間等普段の学校生活の様子を保護者及び地域の方々に
公開します。

11月17日～
18日

大久保中学校 大久保中学校 無料 078-918-5870

明石市 ② 文化祭 クラス合唱、全校合唱を行います。
10月28日～

29日
大久保北中学校 大久保北中学校 無料 078-918-5875

明石市 ② オープンスクール 地域・保護者の方に授業参観をしていただきます。 11月15日 大久保北中学校 大久保北中学校 無料 078-918-5875

明石市 ② PTA人権部合同研修会
高丘中学校区にある、高丘中・高丘東小・高丘西小のPTAが合同で、学
校における　人権の問題について研修をします。一般の方の参加も受け
付けます。

10月15日 高丘中央コミセン 高丘中PTA 無料
高丘中学校
078-918-5880

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 14
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明石市 ② オープンスクール
保護者や地域の皆様に、普段の学校の様子を公開します。また、生徒が
創った文化的作品の展示もします。

10月20日 高丘中学校 高丘中学校 無料
高丘中学校
078-918-5880

明石市 ②
文化祭
芸術観賞会

クラス・学年全体での、合唱の取り組みを発表します。また、芸術鑑賞で
は、古典落語を鑑賞します。

11月2日 明石市民会館 高丘中学校 無料
高丘中学校
078-918-5880

明石市 ②③
吹奏楽部
定期演奏会

日頃の練習の成果を保護者や地域の皆様に発表します。３年生は 後
の舞台です。

11月14日 高丘西小体育館 高丘中学校吹奏楽部 無料
高丘中学校
078-918-5880

明石市 ② 校内授業研究週間
研究テーマ≪伝える力を育む≫を柱とし、本年度は≪道徳≫の授業を研
究します。参観も可能です。

11月15日～
19日

高丘中学校 高丘中学校 無料
高丘中学校
078-918-5880

明石市 ③ 文化祭 合唱を中心とした発表会を行います。 10月27日 明石市民会館 明石市立江井島中学校 無料 078-918-5885

明石市 ② オープンスクール 学校の様子を公開します。
11月15日～

17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
開催日時はまだ
未定

明石市 ② 文化祭 各クラス合唱、文化部の発表します。
10月28日～

29日
魚住中学校
体育館

魚住中学校 無料 078-918-5890

明石市 ② 性教育講演会 ３年生対象の講演会（野村啓子先生）を開催します。 11月12日
魚住中学校
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 学校開放とともに授業公開をします。
11月18日～

19日
魚住中学校
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27日・
29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28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29日 二見中学校 二見中学校 無料 078-918-5930
明石市 ② オープンスクール 保護者・地域の人に授業を公開します。 11月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。

11月1日～5
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 ① いじめ防止啓発フォーラム
いじめ防止啓発作品の表彰式、「“いじめストップあかし”こども会議2010」
の報告、講演会を実施します。

11月中旬
生涯学習センター
ホール

明石市教育委員会 無料  いじめ対策課078-918-5096

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、理解を深めます。 10月31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 ① エコ教室
明石シニアカレッジの協力による「エコ」に関する様々なパネル展示と”エ
コ小物”の作り方等を学びます。

10月24日
明石市立図書館２
階
子ども放送局室

明石市立図書館
明石シニアカレッジ共催

無料  明石市立図書館管理係078-918-5803

明石市 ①
ブックアドベンチャー④「読書チャ
ンピオンは誰だ！」

有名な物語の主人公や登場する人物、脇役を尋ねたり、書名（題名）を探
し、調べたりします。本のイントロクイズ競争をします。

10月16日
明石市生涯学習セ
ンター学習室３

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
みなくる（明石市子ども図書館）読
書講演会

みなくる（明石市子ども図書館）開館2周年記念イベント。児童文学作家令
丈ヒロ子氏による読書講演会を行います。

10月31日
明石市生涯学習セ
ンター学習室２

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 ③
おしゃべりひろば
 今日は特別

月１回開催している「おしゃべりひろば」のスペシャル版として、落語を
テーマに、アマチュア・プロの方を招き、落語に親しみます。

11月7日
明石市立図書館２
階
子ども放送局室

おやこ劇場
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
ブックアドベンチャー⑤「小さな小
さなあなただけの絵本」

一枚の紙を折り重ねていき小さなサイズの豆本を作り、その本に絵や文
字などを加筆してオリジナルな絵本を作ります。

11月20日
明石市生涯学習セ
ンター学習室３

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

弥生時代の明石川流域を中心とした遺跡に関する講演会を開催します。 11月20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

弥生時代の明石川流域を中心とした遺跡をバスで巡ります。 11月28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 ② 小・養護学校連合　　音楽会
各小学校・養護学校における音楽学習の成果を発表します。交流を通し
て、共に楽しもうとする態度や鑑賞の能力を高めます。

11月18日～
19日

明石市民会館 明石市教育委員会 無料 078-918-5055

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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明石市 ② 中学校連合音楽会
各中学校在籍生徒の演奏や合唱を発表し、生徒、保護者並びに市民の
鑑賞に供するとともに、音楽教育の向上と情操教育の発展を図ります。

11月4日～5
日

明石市民会館 明石市教育委員会 無料 078-918-5055

明石市
①②
③

地域貢献事業
花いっぱい運動

明石高校の生徒・保護者・職員・地域住民が草花を栽培し、校内や近隣
地域の美化に貢献します。

11月12日 明石高校 明石高校 無料 078-911-4376

明石市 ③ アジアからの留学生を囲む会
アジアからの留学生と明石南高校生徒およびPTAとの交流会を行いま
す。

10月26日 明石南高校 明石南高校 無料 078-923-3617

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22日 明石北高校 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
ングフェスタに明石北高校音楽部が参加します。

10月24日 明石公園 NPO　時のウィーク 無料 078-936-9100

明石市 ①②
高校生地域貢献活動　　花の回廊
作戦

明石清水高校生徒・保護者・地域住民が参加し、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ます。

10月29日
明石清水高校及び
その周辺

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公開授業を行います。
11月5日～

11日
明石清水高校 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　音楽部出
前演奏

近隣福祉施設を訪問し、出前演奏を行います。
11月下旬予

定
近隣福祉施設 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
とともに行います。また、収穫したサツマイモの一部は福祉施設にプレゼ
ントします。

10月25日 錦城高校 錦城高校 無料 078-928-4376

明石市 ② 野々池クリーンキャンペーン
市民の憩いの場として利用度の高い野々池周回の清掃活動を行いま
す。

10月25日
学校から野々池周
回路

錦城高校 無料 078-928-4376

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します。

11月7日 野々池中学校 錦城高校 無料 078-928-4376

明石市 ① 第３２回兵庫県民農林業祭出店
明石公園で開催される農林漁業祭に上郡高校で育てた農作物や米、
ジャムを販売します。

10月30日 明石公園 兵庫県 無料  上郡高校0791-52-0069

西宮市 ② 音楽会 心のハーモニーをテーマに日常の音楽学習の成果を発表します。 11月20日 浜脇小学校 浜脇小学校 無料 0798-33-0668

西宮市 ② 環境体験学習
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。

11月2日・4
日

香櫨園浜
御前浜

香櫨園小学校 無料 0798-22-1030

西宮市 ② 音楽会 １年生から６年生まで各学年による合唱・合奏を披露します。 11月27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
合唱・合奏・音楽劇等を披露するとともに、音楽あふれる空間を参加者で
共有し、音楽の楽しさにふれます。

11月23日 安井小学校 安井小学校 無料 0798-36-1422

西宮市 ② 学校公開（土曜参観） 授業公開と講演です。 10月16日 夙川小学校 夙川小学校 無料 0798-72-1266

西宮市 ② 造形展 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15日～
11月20日

一般公開
11月16日～
11月20日

北夙川小学校 北夙川小学校 無料 0798-74-7009

西宮市 ②
図工展
オープンデー

立体及び平面作品を展示します。 11月21日 苦楽園小学校 苦楽園小学校 無料 0798-72-9803

西宮市 ② 音楽会 音楽会を行います。 11月20日 大社小学校 大社小学校 無料 0798-72-2274

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 音楽会
「心をひとつに」をテーマに各学年が合奏、合唱をお届けします。是非ご
参加ください。

11月20日 神原小学校 神原小学校 無料 0798-72-9801

西宮市 ② オープンスクール
朝の会から終わりの会まで一日学校を開放し、保護者、地域の方々に学
校の様子を見ていただきます。

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 図工展
児童の制作した作品を展示し、保護者や地域の方々に甘藷していただき
ます。

11月20日 甲陽園小学校 甲陽園小学校 無料 0798-73-4671

西宮市 ② 図工展
テーマ「アート・ピクニック」です。ピクニックを楽しむように作品を楽しもう、
をサブテーマにわくわくする気持ちで作品を作ります。

11月18日～
20日

広田小学校 広田小学校 無料 0798-74-4213

西宮市 ② 学校公開 授業参観（午前）をします。 11月20日 広田小学校 広田小学校 無料 0798-74-4213
西宮市 ② 平木フェスタ 音楽会をします。 11月20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
春から農家（地域在住）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月予定 平木小学校 平木小学校 無料 0798-64-4000

西宮市 ② 図工展
図工展を行います。
テーマ:夢わくわく個性のびのび図工展

11月19日・
20日

甲東小学校 甲東小学校 無料 0798-51-6677

西宮市 ②
総合学習「甲東の
米作り」

５年生児童が、地域「ふれあい水田の会」のみなさまの指導のもと米作り
の集大成をします。

11月26日・
12月17日

甲東小学校 甲東小学校 無料 0798-51-6677

西宮市 ② 音楽会 学年、学級ごとに歌と合奏を一般公開します。 11月20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
学年の特色を生かして作った作品を、体育館いっぱいに展示します。全
校作品は、「みの虫」。ペットボトルと粘土を使い、一人が一つずつ作りま
した。

11月18日～
11月20日

20日は一般
鑑賞のみ

上ヶ原南小学校 上ヶ原南小学校 無料 0798-52-3864

西宮市 ② 音楽会
「つながる心　かがやくハーモニー」をテーマに、１年生から６年生まで学
年単位で歌唱、演奏を行います。PTAコーラスもあります。

11月20日 段上小学校 段上小学校 無料 0798-51-7995

西宮市 ② 図工展 日頃の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16日～
11月19日

児童鑑賞日

11月17日・
19日・21日
保護者鑑賞

日

段上西小学校 段上西小学校 無料 0798-53-0560

西宮市 ② オープンスクール
朝のチャレンジ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13日 段上西小学校 段上西小学校 無料 0798-53-0560

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。

10月30日 樋ノ口小学校 樋ノ口小学校 無料 0798-65-6558

西宮市 ② 音楽会 各学年ごとに合唱、合奏を行います。 11月20日 樋ノ口小学校 樋ノ口小学校 無料 0798-65-6558

西宮市 ② 人権参観・懇談会 人権教育の授業公開と懇談会を行います。
10月25日・
26日・28日

高木小学校 高木小学校 無料 0798-67-2567

西宮市 ② 音楽会 学年の合唱・合奏をおこないます。今年度より３部制で行います。 11月20日 高木小学校 高木小学校 無料 0798-67-2567

西宮市 ② 音楽会
１～６年生が、音楽授業で学習した成果を体育館のステージで発表しま
す。

11月20日 瓦木小学校 瓦木小学校 無料 0798-67-3500

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 17
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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26日・

27日
深津小学校 深津小学校 無料 0798-64-7241

西宮市 ② 音楽会 合奏・合唱・リコーダー奏他を行います。 11月20日 深津小学校 深津小学校 無料 0798-64-7241
西宮市 ② 音楽会 学年ごとに合唱・合奏します。 11月20日 瓦林小学校 瓦林小学校 無料 0798-65-6503

西宮市 ② 一日学校公開
児童の１日の学校生活（朝の読書タイムから５校時終了まで）を参観して
いただきます。

10月20日 瓦林小学校 瓦林小学校 無料 0798-65-6503

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20日 上甲子園小学校 上甲子園小学校 無料 0798-67-1518

西宮市 ② 図工展
造形表現の学習成果を全校で鑑賞すると共に、保護者や地域に公開しま
す。

11月18日～
20日

津門小学校 津門小学校 無料 0798-22-2286

西宮市 ②
春風アート
ミュージアム

図工作品の展示を行います。
11月18日～

20日
春風小学校 春風小学校 無料 0798-47-1635

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27日
高学年

10月28日
低学年

今津小学校 今津小学校 無料 0798-33-0923

西宮市 ②
音楽会
（保護者鑑賞日）

各学年、学習の成果を合唱・合奏で発表します。 11月20日 今津小学校 今津小学校 無料 0798-33-0923

西宮市 ② 音楽会 各学年ごとに取り組んだ合奏、合唱の鑑賞会を行います。 10月16日 用海小学校 用海小学校 無料 0798-33-0760

西宮市 ② 音楽会
学年ごとに創意工夫をこらして合唱、合奏を行います。保護者だけでなく
地域の方々にも鑑賞していただけるように案内をします。

11月20日 鳴尾小学校 鳴尾小学校 無料 0798-47-0130

西宮市 ② 音楽会 音楽会（保護者鑑賞日）をします。 11月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 オリエンテーリング
地域の方々にオリエンテーリングの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。

10月22日
甲子園浜小学校
校区

甲子園浜小学校 無料 0798-47-7150

西宮市 ② 音楽会 １年生から６年生までの合唱と合奏を、学年ごとに発表します。 11月27日
甲子園浜小学校
校区

甲子園浜小学校 無料 0798-47-7150

西宮市 ② 図工展
図工の作品を鑑賞し、それぞれの作品のよさや美しさを感じていただきま
す。

11月20日 高須小学校 高須小学校 無料 0798-40-1300

西宮市 ② 読書集会
図書ボランティアの読み聞かせや人形劇などで、本への関心を高めま
す。

10月29日 高須小学校 高須小学校 無料 0798-40-1300

西宮市 ② 図工展 児童や保護者作品の展示します。
11月18日～

20日
高須西小学校 高須西小学校 無料 0798-41-1950

西宮市 ② 30周年記念行事
創立30周年を地域の方々とともに祝い、式典や記念植樹などのイベント
を企画しています。

11月20日 高須西小学校 高須西小学校 無料 0798-41-1950

西宮市 ② 音楽会 各学年歌と演奏を行います。 11月20日 鳴尾東小学校 鳴尾東小学校 無料 0798-47-1073

西宮市 ② 図工展

テーマ「創遊夢」。想像力豊かにいろいろなものを創り出していく子どもた
ち。遊びの中では思いもよらないアイデアを生み出したり、友達とのかか
わりで優しい心にめざめたり、夢いっぱい日々を過ごしている子どもたち
の作品を展示します。

11月18日～
20日

鳴尾北小学校 鳴尾北小学校 無料 0798-47-1051

西宮市 ② 50周年記念式典

授業参観と式典で構成します。授業参観は全学年公開、地域を題材とし
て学習を展開します。式典は３部構成、１部－記念式典、２部－高学年が
学習した内容を発表、３部－全校生、保護者・地域、卒業生参加者全員
で50周年を祝うイベントを計画しています。

10月23日 小松小学校 小松小学校 無料 0798-47-0051

西宮市 ② 小松フェア（音楽会）
「とどけよう　未来へ」をテーマに実施します。演奏したり、聞いたりする喜
びを味わわせ、音楽を愛好する豊かな心を育てることをねらいとして行い
ます。

11月17日
児童鑑賞日
11月20日

保護者鑑賞
日

小松小学校 小松小学校 無料 0798-47-0051

西宮市 ② 統合記念図工展
各学年の作品、全校作品、なかよしグループの作品を展示し、保護者・地
域の方に広く公開します。また、児童と保護者・地域の方と一緒に作品作
りをする「図工教室」も開催します。

11月19日・
20日

山口小学校 山口小学校 無料 078-904-0490

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 18
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西宮市 ② 音楽会 学年の発達段階に即した斉唱、合唱、合奏等を学年ごとに発表します。 11月20日 北六甲台小学校 北六甲台小学校 無料 078-903-2800

西宮市 ② 学校公開 全学年全学級をオープンにし授業公開を行います。 11月6日 名塩小学校 名塩小学校 無料 0797-61-0624

西宮市 ② 読書集会
図書ボランティアによる読み聞かせや、図書委員による読書へのアニマ
シオンを行います。

10月15日 東山台小学校 東山台小学校 無料 0797-61-3420

西宮市 ② 音楽会
テーマ「音楽でつながろう！東山台っ子」
学年・学級ごとに合奏や合唱をし、音楽学習の発表の場を保護者・地域
の方に公開します。

11月18日
児童鑑賞日
11月20日

東山台小学校 東山台小学校 無料 0797-61-3420

西宮市 ② 音楽会
今年度テーマ「心にとどけ音のメッセージ」で全校児童心を合わせ取り組
みます。

11月27日 生瀬小学校 生瀬小学校 無料 0797-86-4601

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・放送劇・
合唱部全校合唱・中学生の主張）他を実施します

10月21日
西宮市民会館
アミティーホール

浜脇中学校 無料 0798-34-2345

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。

10月22日～
29日

浜脇中学校 浜脇中学校 無料 0798-34-2345

西宮市 ②
マリナコンサート
フェア

合唱コンクールをメインに、MJO（ジャズバンド）の演奏などもあります。 10月30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 現在計画中ですが、小学校と一緒に地域清掃を行います。

11月26日
(日程変更

の可能性あ
り）

西宮浜中学校周辺
地域

西宮浜中学校 無料 0798-32-0260

西宮市 ② 文化活動発表会
合唱コンクールと吹奏楽部や生徒会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
アミティーホール

大社中学校 無料 0798-73-5391

西宮市 ② 学習活動発表会
合唱コンクール、中学生の主張大会、英語の発表などを行い、生徒、保
護者、地域の方々が鑑賞します。

11月8日 苦楽園中学校 苦楽園中学校 無料 0798-71-0170

西宮市 ② オープンスクール
保護者が校内見守り隊として、毎月９のつく日に、学校施設内の部屋に
集まり、その後、図書、園芸のボランティアに参加します。

11月9日・19
日・29日

苦楽園中学校 苦楽園中学校 無料 0798-71-0170

西宮市 ② 学校公開週間 地域・保護者に公開し、授業を中心に参観していただきます。
10月25日～

29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 全学年で合唱に取り組んだ成果を発表します。 11月4日
西宮市民会館
アミティーホール

上ヶ原中学校 無料 0798-52-8410

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23日 甲陵中学校 甲陵中学校 無料 0798-51-6781

西宮市 ② オープンスクール 学校を公開します。
11月4日～

12日
平木中学校 平木中学校 無料 0798-65-4500

西宮市 ②
オープンスクール
授業参観・懇談

1週間、保護者や地域の皆さんに学校を公開し、アンケートをとり、学校評
価の資料にしていきます。

10月18日～
22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、PTAコーラス、吹奏楽部演奏などを行います。 10月31日
西宮市民会館
アミティーホール

甲武中学校 無料 0798-64-5015

西宮市 ② 合唱コンクール 各クラスによる合唱コンクールや吹奏楽部による演奏を行います。 10月25日
西宮市民会館
アミティーホール

瓦木中学校 無料 0798-67-8440

西宮市 ② 文化発表会
文化部や教科の展示と、生徒会劇や学級劇などのステージ発表を行いま
す。

10月27日
西宮市民会館
アミティーホール

瓦木中学校 無料 0798-67-8440

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 文化活動発表会 合唱コンクールをはじめとした、ステージ発表を行います。 10月27日 東高校ホール 深津中学校 無料 0798-64-7251

西宮市 ② 文化活動発表会 日頃の取り組みを発表する会です。 10月29日 上甲子園中学校 上甲子園中学校 無料 0798-33-0621

西宮市 ②
第64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5日
西宮市民会館
アミティーホール

今津中学校 無料 00798-34-6622

西宮市 ②
合唱コンクール
文化活動発表会

各学級の合唱を披露します。また、ステージ発表としてPTAコーラス、吹
奏楽部の演奏を行います。

11月1日
西宮市民会館
アミティーホール

真砂中学校 無料 0798-48-3803

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22日
西宮市民会館
アミティーホール

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。
10月18日～

22日
浜甲子園中学校 浜甲子園中学校 無料 0798-47-1012

西宮市 ②
文化活動発表会
展示発表

教科作品、文化部、PTA、地域の作品の展示します。 10月22日 浜甲子園中学校 浜甲子園中学校 無料 0798-47-1012

西宮市 ②
文化活動発表会
合唱コンクール
ステージ発表

合唱コンクール、選択（和太鼓）、英語暗唱、吹奏楽部演奏他を行いま
す。

10月25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 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18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22日 なるお文化ﾎｰﾙ 鳴尾南中学校 無料 0798-49-5204

西宮市 ② 合唱コンクール
学年ごとの合唱コンクールを行います。各クラスの課題曲・自由曲で選考
します。

10月29日 なるお文化ﾎｰﾙ 高須中学校 無料 0798-43-0461

西宮市 ②
文化活動発表会
展示見学

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。吹奏楽部演奏
前の休憩時間に学習活動展示を見学します。

10月29日 高須中学校 高須中学校 無料 0798-43-0461

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。

10月25日～
11月11日

学文中学校 学文中学校 無料 0798-47-0461

西宮市 ② 文化活動発表会 授業やクラブ活動など、文化的教育活動の成果を発表する場です。 10月29日 学文中学校 学文中学校 無料 0798-47-0461

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。 11月6日
西宮市民会館
アミティーホール

学文中学校 無料 0798-47-0461

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18日～

21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22日 山口中学校 山口中学校 無料 078-904-0477

西宮市 ② オープンスクール
学習活動の発表、教科作品の展示および部活動（文化部）の発表を行い
ます。

10月19日～
22日

塩瀬中学校 塩瀬中学校 無料 0797-61-0145

西宮市 ② 合唱コンクール １年～３年の合唱を発表します。 10月25日 いたみﾎｰﾙ 塩瀬中学校 無料 0797-61-0145

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18日・

19日
浜脇幼稚園 浜脇幼稚園 無料 0798-33-0835

西宮市 ② 幼稚園ウィーク 保育を公開し、園児親子の制作活動を行います。
11月8日～

10日
用海幼稚園 用海幼稚園 無料 0798-23-8312

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28日・

30日
用海幼稚園 用海幼稚園 無料 0798-23-8312

西宮市 ② 幼稚園ウィーク 登園から降園までの幼稚園生活を公開します。
10月27日～

29日
夙川幼稚園 夙川幼稚園 無料 0798-72-2951

西宮市 ② 作品展
25日は園児が保護者を案内したり、親子制作を楽しんだりします。26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25日・
26日

越木岩幼稚園 越木岩幼稚園 無料 0798-72-4499

西宮市 ② オープンデー
参加型の保育参観です。保護者地域の方々に公立幼稚園の良さのア
ピールになるよう公開しています。

10月18日・
22日

大社幼稚園 大社幼稚園 無料 0798-74-4051

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 にぎわい交流会
公立幼稚園が核となり、地域の幼・保・小、未就園の子ども達が集い、一
緒に遊ぶことを通して、様々な人とかかわる力の育成の一助とします。

10月20日 大社幼稚園 大社幼稚園 無料 0798-74-4051

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、参
観してもらったり、一緒に遊んでもらったりします。

11月10日・
11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。 10月18日 八幡神社周辺 あおぞら幼稚園 無料 0798-35-8086

西宮市 ② 幼稚園においDAY
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11日 上ヶ原幼稚園 上ヶ原幼稚園 無料 0798-51-2700

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27日
保護者対象
11月30日
一般対象

上ヶ原幼稚園 上ヶ原幼稚園 無料 0798-51-2700

西宮市 ②
にぎわい事業
「みんなで遊ぼう会」

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

10月25日 門戸幼稚園 門戸幼稚園 無料 0798-52-5447

西宮市 ②
幼稚園ウィーク
「作ったもので
遊ぼう」

作品展示を見たり、作ったものを使って一緒に遊ぶ体験をします。 11月26日 門戸幼稚園 門戸幼稚園 無料 0798-52-5447

西宮市 ②
にぎわい事業
「みんなで遊ぼう」

近隣の幼稚園保育所児や未就園児が、老人会の方と一緒に遊びます。 10月21日 高木公園 高木幼稚園 無料 0798-65-0055

西宮市 ② オープンデー
地域、保護者に園の一日を公開すると共に前半の園生活を写真のスライ
ドショーで説明する会を設けます。

10月20日 高木幼稚園 高木幼稚園 無料 0798-65-0055

西宮市 ②
にぎわい事業
～みんなで遊ぼう会

近隣保育所、小学校と一緒に、地域の協力を得て、会を開催し、楽しく遊
びます。

10月20日 瓦木幼稚園 瓦木小学校 無料 0798-64-5017

西宮市 ② 作品展 作品展示をし、作品を使って遊びます。 11月26日 瓦木幼稚園 瓦木幼稚園 無料 0798-64-5017

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8日・9

日
春風幼稚園 春風幼稚園 無料 0798-26-6152

西宮市 ② にぎわい交流会 地域の未就園児の親子や保育所児も一緒に運動遊び等をします。 10月27日 今津小学校 今津幼稚園 無料 0798-26-0845

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25日・

26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
親子制作を取り入れた保育参観と同時に登園から降園まで、一日園を公
開します。

10月29日 南甲子園幼稚園 南甲子園幼稚園 無料 0798-46-1608

西宮市 ② 作品展 絵を書いたり、物を作るなど幼児の表現活動の発表の場です。
11月25日・

26日
南甲子園幼稚園 南甲子園幼稚園 無料 0798-46-1608

西宮市 ② おはなし会
フリーアナウンサーによるピアノ演奏を交えた演じ、未就園児親子、保護
者（大人）向けの３部構成によるおはなし会です。

11月25日・
26日

浜甲子園幼稚園 浜甲子園幼稚園 無料 0798-41-4032

西宮市 ② 作品展 園児達の絵画や様々な制作物を展示しています。 11月26日 浜甲子園幼稚園 浜甲子園幼稚園 無料 0798-41-4032

西宮市 ② 作品展 １学期から遊んでいた『海』をテーマに制作したものを展示します。 11月26日 高須西幼稚園 高須西幼稚園 無料 0798-48-4121

西宮市 ② オープンデー
保護者や地域の方々に、日ごろ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30日 鳴尾北幼稚園 鳴尾北幼稚園 無料 0798-41-6349

西宮市 ② 造形活動参観日
園児が個人・グループで作成した作品を展示すると共に、その作品を使っ
て親子で遊びます。

11月25日 小松幼稚園 小松幼稚園 無料 0798-46-4087

西宮市 ②
にぎわい事業
「みんなで遊ぼう！
にぎわいの会」

地域の方々・小学生・保育園児・保護者等を招き、一緒に歌ったり、仲良
し遊びを行ったりして楽しく集い、そして地域古来の踊りで交流を深めま
す。

10月30日 山口小学校 山口幼稚園 無料 078-904-3707

西宮市 ② 幼稚園オープンデー
保護者や地域の方々に日頃の保育を参観していただき、幼児教育の理
解を図ります。

10月27日～
29日

山口幼稚園 山口幼稚園 無料 078-904-3707

西宮市 ② オープンデー
保育を公開します。12日は幼保小の連携つながりの保育公開と重ねてい
ます。

11月10日～
12日

名塩幼稚園 名塩幼稚園 無料 0797-61-0952

西宮市 ②
にぎわい事業
作品展

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26日 生瀬幼稚園 生瀬幼稚園 無料 0797-84-9464

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 松柏講座
「身近な漢字を見つめ直す」講師：円満字二郎、学校主催の市民講座で
西宮高校２年生も参加します。定員は約80名で、申込が必要です。

11月9日 西宮高等学校 西宮高等学校 無料 0798-74-6711

西宮市 ②
学校説明会
学科説明会

中学校３年生と保護者を対象に学校説明会（午前）と学科説明会（午後）
を実施します。施設やクラブ活動の見学と説明会があります。

11月14日 西宮高等学校 西宮高等学校 無料 0798-74-6711

西宮市 ②
木曜講座（市民向
け講座）

｢アーミッシュと現代社会」というテーマで岐阜大学の教授による講演があ
ります。

11月4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）

「なぜ発展途上国に協力をするのか」というテーマでJICAの職員による講
演があります。

11月18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）

「海外青年協力隊　モザンビークでもがく」というテーマで本校の職員によ
る講演があります。

11月25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
学校説明会

現中３の生徒・保護者を対象に学校説明会と学校施設見学を行います。 11月27日
西宮東高校
ホール

西宮東高等学校 無料 0798-47-6013

西宮市 ③
特集展示「古地図にみる西国街
道」

西国街道が描かれた江戸時代の古地図を展示します。
9月28日～
10月31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
西宮市教育委員会文化財グループ
0798-33-1298

西宮市 ③
指定文化財公開展「今津の文化
財」

今津灯台建造200年にちなんで、西宮市今津地区に関する文化財を展示
します。

11月2日～
11月28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
西宮市教育委員会文化財グループ
0798-33-1298

西宮市 ③ 郷土資料館講座 「西国街道と西宮の村」を紹介します。 10月20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
西宮市教育委員会文化財グループ
0798-33-1298

西宮市 ③ 紙すき教室
重要無形文化財「名塩雁皮紙」の理解を深めるため、実際に紙すきを体
験します。

11月14日 名塩和紙学習館 西宮市立郷土資料館
http://www.nishi.or.jp
西宮市教育委員会文化財グループ
0798-33-1298

西宮市 ③ 歴史ハイキング
江戸時代の宿駅だった旧西宮町から西国街道をとおって今津灯台へ、文
化財見学して歩きます。

11月20日
西宮市立郷土資料
館（出発）

西宮市立郷土資料館 無料
http://www.nishi.or.jp
西宮市教育委員会文化財グループ
0798-33-1298

西宮市 ①②
第４７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14日
西宮市立今津中学
校

西宮市教育委員会
西宮市人権・同和教育協議
会

無料
http://www.nishi.or.jp
西宮市人権・同和教育協議会
0798-35-3158

西宮市 ① 西宮市青少年健全育成のつどい
西宮市青少年健全育成功労者表彰式及び、ミニコンサート、教育講演会
を開催します。

11月19日
西宮東高校ホール
（なるお文化ホー
ル）

西宮市教育委員会　他 無料
http://www.nishi.or.jp
西宮市教育委員会青少年育成グループ
0798-35-3870

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20日・
27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
0798-35-3857

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30日～
12月5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
0798-35-3857

西宮市 ② 音楽科説明会 西宮高校音楽科の入試説明と学科のご紹介をします。 10月23日 西宮高校 西宮高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~kennishi-hs

西宮市 ② 学校説明会 西宮高校の単位制の説明と学校のご紹介をします。 11月20日 西宮高校 西宮高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~kennishi-hs

西宮市 ② 授業研究会 教材開発、授業力向上研修会を行います。 11月2日 西宮北高校 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5日 西宮北高校 西宮北高校 無料 0798-71-1301
西宮市 ② 学校説明会 西宮北高校の教育課程、進路状況、施設等を紹介します。 11月5日 西宮北高校 西宮北高校 無料 0798-71-1301
西宮市 ② ４０周年記念行事 西宮高校吹奏楽演奏、講演、ダンス公演を行います。 11月15日 西宮アミティ 西宮北高校 無料 0798-71-1301

西宮市 ②
高校生地域貢献活動　「甲高自然
観察リーダー養成講座」

恵まれた自然環境の中で観察や実習を行います。
10月23日・
11月27日

西宮甲山高校 西宮甲山高校 無料 0798-74-2460

西宮市 ② 人権講演会
「コミュニケーションと人権」の演題で西宮南高校全校生徒に実施します。
保護者も参加できます。

11月17日 西宮南高校 西宮南高校 無料 0798-45-2043

西宮市 ② 高校生地域貢献活動卓球教室 外部講師による卓球教室を開催し、中学生との交流を図ります。 11月27日
西宮今津高校卓球
場

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 西宮今津高校総合学科の説明と学校紹介を行います。
10月9日・11
月6日・12月

4日

西宮今津高校生徒
集会室

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

西宮市 ② 高校生地域貢献活動体操教室 小中学生対象に体操などの運動を行います。 毎週日曜日
西宮今津高校体育
館

西宮今津高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~imazu-hs/
定期考査期間、
公式戦の時期を
のぞく

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 22



第５２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 香風祭（文化祭） 保護者・地域住民を招き、ステージ発表、展示、バザー等を行います。 11月13日 西宮香風高校 西宮香風高校 無料 0798-39-1017

西宮市 ② 参観ウィーク 保護者を対象（一部地域住民）に授業公開を行います。
11月19日・

22日
西宮香風高校 西宮香風高校 無料 0798-39-1017

西宮市 ①② 高校生地域貢献活動　清掃活動
生徒会、生徒ボランティアとＰＴＡが連携し、校内清掃活動や花壇づくりを
行います。

11月実施予
定

西宮香風高校 西宮香風高校 無料 0798-39-1017

西宮市 ①② 高校生地域貢献活動　交流広場
阪神シニアカレッジ学生や地域の保育園児、地域住民を文化祭に招待
し、交流します。

11月13日 西宮香風高校 西宮香風高校 無料 0798-39-1017

西宮市 ①②
高校生地域貢献活動　ボランティ
ア実践

地域の福祉施設等において、ボランティア活動に取り組みます。
11月実施予

定
西宮香風高校 西宮香風高校 無料 0798-39-1017

西宮市 ②
高校生地域貢献活動
「ふれあいコンサート」

芦屋国際中等教育学校吹奏楽部が施設を訪問し、演奏します。 11月初旬
西宮市知的障害者
授産施設
「すずかけ作業所」

芦屋国際中等教育学校 無料 0797-38-2293

西宮市 ② 学校公開デー
県立特別支援学校における兵庫県の事業である「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31日
こばと聴覚特別支
援学校

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

西宮市 ② オープンスクール(小学部)
次年度入学予定の保護者及び児童生徒に学校の様子を説明し見学をし
てもらいます。

10月18日
県立阪神特別支援
学校

県立阪神特別支援学校 無料 0798-52-6868

西宮市 ② オープンスクール(中学部)
次年度入学予定の保護者及び児童生徒に学校の様子を説明し見学をし
てもらいます。

10月19日
県立阪神特別支援
学校

県立阪神特別支援学校 無料 0798-52-6868

西宮市 ② オープンスクール(高等部)
次年度入学予定の保護者及び児童生徒に学校の様子を説明し見学をし
てもらいます。

10月15日
県立阪神特別支援
学校

県立阪神特別支援学校 無料 0798-52-6868

西宮市 ② 体験入学(高等部)
次年度高等部への入学者に対して授業を体験してもらうと同時に保護者
の教育相談に応じます。

11月24日
県立阪神特別支援
学校

県立阪神特別支援学校 無料 0798-52-6868

洲本市 ② 洲本市立幼稚園連合運動会 洲本市立の５つの幼稚園が合同で運動会を実施します。 10月17日 洲本第二小学校 洲本市立幼稚園 無料 0799-24-1037

洲本市 ② オープンスクール 全学年授業を公開します。
10月26日～

28日
都志小学校 都志小学校 無料 0799-33-0031

洲本市 ② オープンスクール
総合的な学習の発表会（10月27日）と思い出の学校写真展(10月27～31
日 )を実施します。

10月27日～
31日

中川原中学校 中川原中学校 無料 0799-28-0023

洲本市 ② 文化祭
中学生が校内合唱コンクールを行います。他、吹奏楽部の演奏や作品展
があります。

10月28日 青雲中学校 青雲中学校 無料 0799-22-2627

洲本市 ② オープンスクール 地域のお年寄りに昔の暮らしについて学びます。
10月28日～

11月2日
堺小学校 堺小学校 無料 0799-35-0020

洲本市 ①② オープンスクール
心の健康講演会（10月29日、 14:00～15:00）と授業公開（10月29日～11
月5日）します。

10月29日～
11月5日

中川原小学校 中川原小学校 無料 0799-28-0118

洲本市 ② 文化祭 合唱コンクールと出前コンサートを行います。 10月30日 由良中学校 由良中学校 無料 0799-27-0122

洲本市 ② オープンスクール 授業公開と地域との交流活動などを行います。
11月1日・2

日・4日
鮎原小学校 鮎原小学校 無料 0799-32-0009

洲本市 ② 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。

11月1日・2
日・4日・5日

洲浜中学校 洲浜中学校 無料 0799-22-2461

洲本市 ② オープンスクール 授業・部活参観などを行います。
11月1日・2
日・4日・5日

五色中学校 五色中学校 無料 0799-35-0316

洲本市 ② 福祉体験
福祉体験として､４年生が、公民館活動の加茂地区給食サービスの方々
と一緒に老人会との交流を行います。

11月1日～
11日のいず
れかの日

加茂公民館 加茂小学校 無料 0799-22-0710
日程については
調整中です。

洲本市 ② オープンスクール 各学年・各教室の授業公開を行います。 11月2日 加茂小学校 加茂小学校 無料 0799-22-0710

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 23



第５２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 ② ＰＴＡ活動 親子人権講演会「小西達也さんを迎えて」を行います。 11月2日 加茂小学校 加茂小学校 無料 0799-22-0710

洲本市 ① オープンスクール 保護者授業参観日です。 11月5日 由良小学校 由良小学校 無料 0799-27-0049

洲本市 ② 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。また例年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5日 洲浜中学校 洲浜中学校 無料 0799-22-2462

洲本市 ② 文化祭 だんじり唄、高田屋太鼓の演奏、演劇などを行います。 11月5日 五色中学校 五色中学校 無料 0799-35-0316

洲本市 ① オープンスクール 音楽集会を行います。 11月5日 中川原小学校 中川原小学校 無料 0799-28-0118

洲本市 ② 菜の花種まき 都志活性化委員会と１、２年生で菜の花の種まきをします。 11月上旬 校区休耕田 都志活性化委員会 無料 0799-33-0031

洲本市 ② オープンスクール 授業参観・老人会とのグランドゴルフ交流会を行います。
11月8日～

12日
安乎中学校 安乎中学校 無料 0799-28-0011

洲本市 ② 音楽会 プロの演奏家を呼び、演奏会を催します。
未定

11月2・3週
青雲中学校 青雲中学校 無料 0799-22-2627

洲本市 ② オープンスクール 授業参観とPTA交流行事を行います。 11月10日 洲本第二小学校 洲本第二小学校 無料 0799-22-6321

洲本市 ② オ－プンスクール 小学生が老人クラブの方々と昔の遊びで交流します。 11月10日 安乎小学校 安乎小学校 無料 0799-28-0012

洲本市 ② オ－プンスクール 5時間目の授業参観を行います。 11月10日 青雲中学校 青雲中学校 無料 0799-22-2627

洲本市 ② 作品展 園児の作品を展示し公開します。 11月13日 第一幼稚園 第一幼稚園 無料 0799-24-1037

洲本市 ② 作品展 園児の絵画や制作物を園内に展示します。 11月13日 第三幼稚園 第三幼稚園 無料 0799-22-2183

洲本市 ① 洲三小ふるさとふれあい祭り
校区の方々と小学生が触れ合うことを目的とした洲本第三小学校の祭り
です。

11月14日 洲本第三小学校 校区ふれあい推進委員会 無料 0799-22-2531

洲本市 ② 作品展
洲本市立の５つの幼稚園がそれぞれの幼稚園で絵画や製作作品の展示
します。

11月20日 洲本幼稚園 洲本幼稚園 無料 0799-22-1212

洲本市 ② オープンスクール 地域・保護者の方に自由に授業参観をしていただく機会です。
11月24日～

26日
鳥飼小学校 鳥飼小学校 無料 0799-34-0013

洲本市 ② 人形劇観賞 地域の劇団の人形劇を観せてもらいます。 11月25日 第三幼稚園 第三幼稚園 無料 0799-22-2183

洲本市 ② 人形劇観劇 園児・未就園児等と人形劇を観ます。 11月25日 第一幼稚園 第一幼稚園 無料 0799-24-1037

洲本市 ② 環境体験事業
環境体験活動として､３年生がグリーンサポ-ターと一緒に秋の里山体験
を行います。

11月25日
学校～先山登り口
付近

加茂小学校 無料 0799-22-0710

洲本市 ② 研究発表会 「学校給食を活用した食育推進事業」をテーマに行います。 11月26日 堺小学校 堺小学校 無料 0799-35-0020

洲本市 ② オープンスクール 「日本の文化」の授業を公開授業にします。 11月7日 洲本高等学校 洲本高等学校 無料 0799-22-1550

洲本市 ② 文化祭 クラスの催し物、華道・美術部作品等の展示、お茶会を一般公開します。 11月5日 洲本高校北校舎 洲本高校(定時制） 0799-22-1550

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します。

11月9日
毎水曜日

各所
NPO法人(淡路自立サポート
クラブ)

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 24



第５２回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県
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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
します。

11月9日
毎水曜日

総合福祉会館 洲本実高校 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います。

11月5日 洲本実高校 洲本実高校 無料 0799-22-1240

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
公開で開催します。

11月18・19
日

洲本実高校 洲本実高校 無料 0799-22-1240

洲本市 ②③ 芸術鑑賞会
洲本実業高校生徒、保護者、地域の方々も参加して、芸術鑑賞会（古典
芸能）を開催します。

11月19日 洲本実高校 洲本実高校 無料 0799-22-1240

洲本市 ② インターンシップ
洲本実業高校２年生全員が各事業所において就業体験学習を実施しま
す。

11月22日～
26日

各事業所 洲本実高校 無料 0799-22-1240

洲本市 ①
高校生地域貢献活動（近隣社会
福祉施設との交流）

特別老人福祉施設ラガールを訪問して、箏曲演奏とお点前を披露し、高
齢者との交流を深めます。

10月20日 淡路高校一宮校 淡路高校一宮校 無料 0799-85-1183

洲本市 ②
子どものための優れた舞台芸術
体験事業

淡路人形座による淡路人形浄瑠璃レクチャーを行います。 10月29日
淡路聴覚特別支援
学校

淡路聴覚特別支援学校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~awaji-shn/

洲本市 ②
ＹＵ・らいふ・サポート事業「学習発
表会」

学習発表会において、ステージ部門と展示部門の発表を行います。兵庫
県立淡路特別支援学校との合同開催です。

11月20日
淡路聴覚特別支援
学校

淡路聴覚特別支援学校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~awaji-shn/

洲本市 ②
県立淡路三原高等学校と五色精
光園あゆみの部屋のダンス交流

県立淡路三原高等学校ダンス部、五色精光園あゆみの部屋事業所利用
者と２特別支援学校が「ダンス活動」を通して交流を深めます。

11月4日
淡路聴覚特別支援
学校

淡路特別支援学校
淡路聴覚特別支援学校

無料 0799-35-0204

洲本市 ② 学習発表会

日頃の学習の成果を発表します。本校 後の学習発表会ですので、地域
幅広く案内をし、多くの方々に参加していただきます。また、午後は、県立
津名高等学校ギター・マンドリン部を招いて演奏をしていただき交流を深
めます。

11月13日 淡路特別支援学校 淡路特別支援学校 無料 0799-35-0204

芦屋市 ② 文化祭 日ごろの文化的活動の実践発表をします。
10月22日・

23日
山手中学校 山手中学校 無料 0797-32-1121

芦屋市 ② 文化祭 日ごろの文化的活動の実践発表をします。
10月28日・

29日
精道中学校 精道中学校 無料 0797-32-1121

芦屋市 ② 文化祭 日ごろの文化的活動の実践発表をします。
10月28日・

29日
潮見中学校 潮見中学校 無料 0797-34-1601

芦屋市 ② オープンスクール
日ごろの学校の取組状況や子どもの活動の様子を知ってもらうために地
域・保護者に公開します。

10月25日～
29日

宮川小学校 宮川小学校 無料 0797-32-1112

※25・26日　8：30
～15：00
27・28日　8：30～
12：30
29日　　12：00～
15：00

芦屋市 ② オープンスクール
日ごろの学校の取組状況や子どもの活動の様子を知ってもらうために地
域・保護者に公開します。

10月27日～
29日

精道小学校 精道小学校 無料 0797-32-1111

芦屋市 ② オープンスクール
日ごろの学校の取組状況や子どもの活動の様子を知ってもらうために地
域・保護者に公開します。

10月25日～
29日

潮見中学校 潮見中学校 無料 0797-34-1601

芦屋市 ② オープンスクール
日ごろの学校の取組状況や子どもの活動の様子を知ってもらうために地
域・保護者に公開します。

11月20日～
26日

打出浜小学校 打出浜小学校 無料 0797-32-4581

芦屋市 ② 音楽会 日ごろの音楽授業の実践発表をします。 11月20日 精道小学校 精道小学校 無料 0797-32-1111

芦屋市 ② 音楽会 日ごろの音楽授業の実践発表をします。 11月20日 山手小学校 山手小学校 無料 0797-32-1113

芦屋市 ② 音楽会 日ごろの音楽授業の実践発表をします。 11月20日 岩園小学校 岩園小学校 無料 0797-32-1114

芦屋市 ② 音楽会 日ごろの音楽授業の実践発表をします。 11月20日 朝日ケ丘小学校 朝日ケ丘小学校 無料 0797-32-1115

芦屋市 ② 音楽会 日ごろの音楽授業の実践発表をします。 11月20日 潮見小学校 潮見小学校 無料 0797-34-0721

芦屋市 ② 音楽会 日ごろの音楽授業の実践発表をします。 11月20日 打出浜小学校 打出浜小学校 無料 0797-32-4581

芦屋市 ② 音楽会 日ごろの音楽授業の実践発表をします。 11月21日 浜風小学校 浜風小学校 無料 0797-32-4591

芦屋市 ③ 親学講座
各幼・小・中学校の保護者を対象に、子育て支援の講座を３回シリーズで
公開します。

11月5日・12
日・19日

公民館 公民館 0797-38-2091

芦屋市 ③ 親学セミナー
各幼・小・中学校の保護者を対象に、子育て支援のセミナーを公開しま
す。

10月15日 公民館 公民館 0797-38-2091
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芦屋市 ③ 読書フェスティバル
子ども読書の街づくり推進事業のさらなる啓発・充実を図るため、幼児児
童生徒を中心に保護者市民を対象として実施します。

11月23日 ルナホール 芦屋市芦屋市教育委員会 無料 0797-38-2087

芦屋市 ③ 読書フェスティバル
子ども読書の街づくり推進事業のさらなる啓発・充実を図るため、幼児児
童生徒を中心に保護者市民を対象として実施します。

11月27日
市民センター
ルナホール

芦屋市芦屋市教育委員会 無料 0797-38-2087

芦屋市 ①
高校生地域貢献活動　AUSSク
リーンアップ作戦

芦屋高校生徒・保護者・地域の方々と学校周辺の清掃をします。 11月4日 芦屋高校周辺 芦屋高校 無料 0797-32-2325

芦屋市 ①
高校生就業体験事業　高校生ふ
れあい育児体験

芦屋高校生徒が精道保育所を訪問し、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。

10月18日・
11月15日

精道保育所 芦屋高校・精道保育所 無料 0797-32-2325

芦屋市 ①②
AUSSインターンシップ、AUSSキャ
ンパス

芦屋高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25日 芦屋高校 芦屋高校 無料 0797-32-2325

芦屋市 ①② オープンカレッジ⑤、⑥、⑦

⑤中国語について
⑥中国の茶文化と中国茶の楽しみ方
⑦中国　家庭の麺料理
について学びます。

11月9日・16
日･30日

国際高校 国際高校 http://www.hyogo-c.ed.jp/^kokusai-hs/
本年度の募集は
終了しています。

芦屋市 ② オープンスクール 授業をはじめとする諸活動を、保護者や地域の人々に公開します。
11月5日・ 8

日
芦屋特別支援学校 芦屋特別支援学校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~ashiya-sn/

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19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 ② オープンスクール 保育および絵画製作展などを公開します。
11月20日・

24日
伊丹幼稚園 伊丹幼稚園 無料 072-772-7482

伊丹市 ② あつまれ！秋場所 すもうの先生と一緒にすもう体験をします。 11月4日 南幼稚園 南幼稚園 無料 072-772-2331
伊丹市 ② やきいも大会 地域や未就園児を招いて、収穫祭をします。 11月16日 南幼稚園 南幼稚園 無料 072-772-2331

伊丹市 ② みんなの広場 神津幼稚園の園庭や施設を開放し、未就園児との交流をしています。 10月25日 神津幼稚園
神津幼稚園
子育て支援センター

無料 072-784-0121

伊丹市 ② オープンスクール 一週間、地域住民に幼稚園を公開しています。
11月8日～

12日
神津幼稚園 神津幼稚園 無料 072-784-0121

伊丹市 ② みんなの広場 神津幼稚園の園庭や施設を開放し、未就園児との交流をしています。
11月5日・29

日
神津幼稚園

神津幼稚園
子育て支援センター

無料 072-784-0121

伊丹市 ② 人形劇鑑賞会 人形劇を鑑賞します。 11月15日 神津幼稚園 神津幼稚園 無料 072-784-0121
伊丹市 ② 園外保育 池田市の五月山に行き、登山やみかん狩りをします。 11月18日 池田市五月山 神津幼稚園 無料 072-784-0121

伊丹市 ② 幼稚園ウィーク
公開保育、園庭開放、あそびのひろばなどにより地域に幼稚園教育を開
きます。

11月8日～
19日

緑幼稚園 緑幼稚園 無料 072-784-4939

伊丹市 ② あそびのひろば 異年齢交流や親子制作、親子遊びを園の施設設備を使って行います。
11月8日～

19日
緑幼稚園 緑幼稚園 無料 072-784-4939

伊丹市 ② オープンスクール 幼保交流、図工展などを行い、地域の保護者に公開します。
11月22日～

26日
緑幼稚園 緑幼稚園 無料 072-784-4939

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、ﾐﾆｺﾝｻｰﾄなどの催し物も計画しています。

11月8日～
12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 ② 幼稚園ウィーク 保護者や地域の方々に幼稚園の特色ある教育内容を公開します。
11月8日～

20日
天神川幼稚園 天神川幼稚園 無料 072-783-4671

伊丹市 ② ストーリテーリング 園児と未就園の親子を対象に楽しい絵本の世界に触れる体験をします。 11月12日 天神川幼稚園
天神川幼稚園
同ＰＴＡ

無料 072-783-4671

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1日 園庭・図書室 ささはら幼稚園 無料 072-783-4670

伊丹市 ② オープンスクール 保護者や地域住民に保育の様子を公開します。
11月15日～

16日
園庭・各保育室 ささはら幼稚園 無料 072-783-4671

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22日 遊戯室 ささはら幼稚園 無料 072-783-4672

伊丹市 ②
伊丹市教育委員会指定研究発表
会

　研究主題「共にいる、共に学ぶ楽しさをもとめて」～協同的な学びの視
点から～のもと、公開保育、研究発表を行います。

11月17日 みずほ幼稚園
みずほ幼稚園
伊丹市教育委員会

無料 072-782-8552

伊丹市 ② 絵画展
オープンスクールとして園を開放し、園児たちによる絵画展を開催しま
す。

11月25日～
26日

みずほ幼稚園 みずほ幼稚園 無料 072-782-8552

伊丹市 ② ハーモニカ演奏会 童謡・アニメソングなどのハーモニカによる演奏会を催します。 11月29日 みずほ幼稚園 みずほ幼稚園 無料 072-782-8552

伊丹市 ② 園外保育 園児が園外に出かけ、秋の自然に触れる体験を行います。 11月1日
宝塚市
中山寺

ありおか幼稚園 072-782-8397

伊丹市 ② 幼稚園ウィーク 園庭開放や行事を通して公立幼稚園のアピールを行います。
11月8日～

12日
ありおか幼稚園 ありおか幼稚園 無料 072-782-8397
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伊丹市 ① 園庭開放
未就園児に園庭を開放し、保護者と一緒に園の施設を利用して遊んでい
ただきます。

11月10日 ありおか幼稚園 ありおか幼稚園 無料 072-782-8397

伊丹市 ② 絵本の読み聞かせ
ＰＴＡサークル「図書」が園児や未就園児に絵本の読み聞かせを行いま
す。

11月10日 ありおか幼稚園 ありおか幼稚園 無料 072-782-8397

伊丹市 ① 幼稚園開放
親子で思い存分遊ぶことができるように、園児や未就園児を対象に園庭
を開放します。

11月11日 ありおか幼稚園 ありおか幼稚園 無料 072-782-8397

伊丹市 ①② 公演会 楽しい音楽や歌などの生の演奏を聞きます。 11月12日 ありおか幼稚園
すこやかネットみなみ&ありお
かとありおか幼稚園の共催

無料 072-782-8397

伊丹市 ① 保育参加・参観日 ４歳児が保護者と一緒に製作を行います。 11月16日 ありおか幼稚園 ありおか幼稚園 無料 072-782-8397
伊丹市 ① なかよし交流会 未就園児と園児が一緒に幼稚園での遊びを楽しみます。 11月18日 ありおか幼稚園 ありおか幼稚園 無料 072-782-8397
伊丹市 ① 保育参加・参観日 ５歳児が保護者と一緒に製作を行います。 11月19日 ありおか幼稚園 ありおか幼稚園 無料 072-782-8397

伊丹市 ① 誕生会
１１月生まれの誕生児をみんなでお祝いします。その後保護者が集まって
バースデートークを行います。

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 ② 作品展 園児の制作した作品の展示会を行います。
11月16日・
18日・19日

はなさと幼稚園 はなさと幼稚園 無料 072-781-6456

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18日・
11月29日

こやのさと幼稚園
こやのさと幼稚園
子育て支援センター

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22日・
11月22日・
12月3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8日～

20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 みんなの広場 未就園児と一緒に遊びます。 11月17日 せつよう幼稚園
せつよう幼稚園
子育て支援センター

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18日 池田市五月山 せつよう幼稚園 無料 072-779-8660

伊丹市 ② 作品展 園児が日頃から描いたり作ったりした作品を見ていただきます。
11月25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 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16日 すずはら幼稚園
すずはら幼稚園
子育て支援センター

無料 072-779-6138

伊丹市 ② 和楽交流 地域の老人施設と交流します。 11月16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19日 すずはら幼稚園 すずはら幼稚園 無料 072-779-6138
伊丹市 ② 絵画作品展 園内で作成した絵画等を展示し、参観していただきます。 11月22日 おぎの幼稚園 おぎの幼稚園 無料 072-770-2460
伊丹市 ② 講演会 子育てに関する講演会を行います。 11月6日 荻野小学校 すこやかネット 無料 072-770-2460

伊丹市 ② 参観週間
幼稚園の保育をオープンにし、地域の方、保護者に自由に参観していた
だきます。

11月8日～
19日

おぎの幼稚園 おぎの幼稚園 無料 072-770-2460

伊丹市 ② やきいも大会
地域の老人会とのふれあいをとおし、園児が年長者の知恵を間近で感じ
ます。

11月24日 おぎの幼稚園 すこやかネット 無料 072-770-2460

伊丹市 ② 保育参観
保護者を中心とする地域住民の方々に保育を参観していただいたり、保
育に参加していただきます。

11月25日 いけじり幼稚園 いけじり幼稚園 無料 072-777-4102

伊丹市 ① みんなの広場 未就園児と園児が交流して遊びます。 11月8日 いけじり幼稚園
いけじり幼稚園
子育て支援センター

無料 072-777-4102

伊丹市 ③ 伊丹シティフィルミニコンサート
金管楽器による音楽会に園児・保護者、地域の未就園児と保護者が集い
ます。

11月11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

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8日～
11月19日の
中の3日間

程

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 人権授業参観・講演会 人権についての授業を参観していただき、その後講演会を実施します。 10月27日 伊丹小学校 伊丹小学校 無料 072-782-2536

伊丹市 ② 音楽会 日頃の音楽学習の成果をステージ発表します。 11月20日 伊丹小学校 伊丹小学校 無料 072-782-2536

伊丹市 ② 落語会 落語家をお招きしてことば科の学習を実施します。
11月中頃予

定
伊丹小学校 伊丹小学校 無料 072-782-2536
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伊丹市 ②
第３７回全国学級経営研究大会兵
庫大会

生きる力をはぐくむ学級経営―豊かに表現し　ともに学び合う子どもの育
成―を大会主題として、進めてきた仲間作りについての研究内容を広く
全国に発信します。

11月5日
稲野小学校
いたみホール

全国学級経営研究会
兵庫県小学校教育研究会

www.s-inano.itami.ed.jp
072-781-2492

伊丹市 ② オープンスクール
学校での児童の様子を自由に参観していただき、教育活動についての理
解を得ます。

11月17日～
18日

稲野小学校 稲野小学校 無料
www.s-inano.itami.ed.jp
072-781-2492

伊丹市 ② オープンスクール 始業から終業までを、保護者や地域の方が参観に来られます。 11月2日 南小学校 南小学校 無料 072-772-2601
伊丹市 ② 音楽会 学年毎に合奏、合唱などの演奏発表を行います。 11月13日 南小学校 南小学校 無料 072-772-2601

伊丹市 ① 自主防災訓練
南小学校の地域の方を中心に、南消防署の方が防災訓練についての講
話や実践を行う。

11月20日 南小学校 南小まちづくり協議会 無料 072-772-2601

伊丹市 ② オープンスクール
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
伊丹市教育委員会指定研究発表
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17日 神津小学校
神津小学校
伊丹市教育委員会

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、フリーマケット等を行います。
11月13日～

14日
神津小学校 神津地区社協 無料 072-782-2021

伊丹市 ② 音楽会 日頃から取り組んできた音楽学習の成果を発表します。
11月18日・

20日
緑丘小学校 緑丘小学校 無料 072-782-2550

伊丹市 ②
伊丹市教育委員会指定研究発表
会

「伝え合う力の育成をめざして～国語科を中心とした学習展開の工夫～」
というテーマで研究実践してきました成果の一端を学校関係者、保護者
の方々に発表します。

11月12日 桜台小学校
桜台小学校
伊丹市教育委員会

無料 072-781-2465　

伊丹市 ② オープンスクール
学校に対する理解を深めていただくため、保護者、地域の方々に、授業、
休み時間、給食・清掃時間を公開します。

11月16日 桜台小学校 桜台小学校 無料 072-781-2465　

伊丹市 ② 環境体験学習
人間形成の基礎が培われる時期に、自然にふれあう体験型環境学習を
実施することにより、命の営みやつながり、命の大切さを学ばせます。（有
馬富士公園）

10月21日 有馬富士公園 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18日 天神川小学校 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25日 県立一庫公園 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。
11月8日～

12日
丹波少年自然の家 天神川小学校 無料 072-781-2485

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 ３年生環境体験活動 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14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 各学年ごとに合奏・合唱を発表します。
11月18日・

19日
笹原小学校 笹原小学校 無料 072-781-0612

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 ３年生環境体験活動 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14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 各学年ごとに合奏・合唱を発表します。
11月18日～

19日
笹原小学校 笹原小学校 無料 072-781-0612

伊丹市 ② 授業参観 全学年が人権教育授業を行います。 11月10日 瑞穂小学校 瑞穂小学校 無料 072-782-0613
伊丹市 ①② 有っ子カーニバル PTAと地域が一体となって模擬店やバザーを行います。 10月16日 有岡小学校 有岡小学校PTA 072-782-8549
伊丹市 ② ３年環境体験活動 一庫公園に行き自然環境を調べます。 10月19日 県立一庫公園 有岡小学校 無料 072-782-8549
伊丹市 ① 有岡地区防災訓練 学校と地域、消防署が防災訓練を行います。 11月6日 有岡小学校 地区社協防災部 無料 072-782-8549
伊丹市 ② 心と体の授業 全学年で心と体の授業参観を行います。 11月16日 有岡小学校 有岡小学校 無料 072-782-8549

伊丹市 ②
伊丹市教育委員会指定研究発表
会

伊丹市指定の授業研究発表会を行います。 11月19日 有岡小学校
有岡小学校
伊丹市教育委員会

無料 072-782-8549

伊丹市 ② オープンスクール 学校を地域や保護者に公開し、自由に授業を参観していただきます。 10月16日 花里小学校 花里小学校 無料 072-781-6506

伊丹市 ② 自然学校 野外活動をとおして、自然に親しみます。
10月6日～

30日
丹波少年自然の家 花里小学校 無料 072-781-6506

伊丹市 ② 音楽会 音楽学習の成果として、各学年による合奏や合唱を発表します。 11月20日 花里小学校 花里小学校 無料 072-781-6506

伊丹市 ② 稲刈り
全校生が取り組む米作りです。
今回は5・6年生が稲刈りに取り組みます。

10月21日
昆陽南公園田園ビ
オトープ

昆陽里小学校
昆陽里小地区会

無料 072-779-4164

伊丹市 ② ご飯塾
食育講演会を行います。
ごはん食の大切さについて保田茂先生からお話を伺います。

10月22日 昆陽里小学校
昆陽里小学校
昆陽里小地区会

無料 072-779-4164

伊丹市 ② 音楽会 音楽学習の成果を発表します。 11月20日 昆陽里小学校 昆陽里小学校 無料 072-779-4164

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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伊丹市 ② 環境体験学習
自然と触れ合う体験型環境学習を実施することで、身近な環境に目を向
けさせ命の大切さ、つながりを実感させます。

10月21日
県立人と自然の博
物館

摂陽小学校 無料 072-779-6137

伊丹市 ① グランドゴルフ大会 摂陽地区SC２１主催のグランドゴルフ大会が行われます。 11月6日 摂陽小学校
摂陽地区
SC２１

無料 072-779-6137

伊丹市 ② 音楽会 各学年による音楽活動の発表会をします。 11月20日 摂陽小学校 摂陽小学校 無料 072-779-6137

伊丹市 ②
伊丹市教育委員会指定研究発表
会

国語科の公開授業と講演会を実施します。 10月28日 鈴原小学校 鈴原小学校 無料 072-779-8661

伊丹市 ② 音楽会 各学年毎の発表で２年に一度の音楽会です。 11月20日 鈴原小学校 　鈴原小学校  無料 072-779-8661
伊丹市 ② ３年生親子活動 リズム体操とミニゲームを親子で体験します。 10月28日 荻野小学校 荻野小学校 無料 072-770-2458
伊丹市 ② 児童集会 ４年生による音読集会を実施します。 10月29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年生がサツマイモの収穫をします。 11月8日 荻野小学校 荻野小学校 無料 072-770-2458
伊丹市 ② オープンスクール 朝の会や給食、授業公開等を保護者や地域の方々に公開します。 11月17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 「早寝・早起き・朝ごはん」をテーマに講演会を実施します。 11月6日 荻野小学校 すこやかネット荻野・天神川 無料 072-770-2459

伊丹市 ② オープンスクール 地域や保護者の方に学校公開を行います。 10月20日 池尻小学校 池尻小学校 無料 072-777-4100

伊丹市 ① 通学路河川敷清掃 地域の方と一緒に通学路・河川敷を清掃します。 11月7日 池尻小学校通学路 池尻小学校・地区社協 無料 072-777-4100

伊丹市 ② 音楽会 児童による合唱や合奏を地域や保護者の方に参観していただきます。 11月20日 池尻小学校 池尻小学校 無料 072-777-4100

伊丹市 ② 観　劇 劇団ポプラによる人間劇「オズの魔法使い」を観劇します。 10月20日 鴻池小学校 鴻池小学校 079-779-7791

伊丹市 ② 読書まつり 高学年児童が、低学年児童に対して読み聞かせなどをします。
11月8日～

12日
鴻池小学校 鴻池小学校 無料 079-779-7791

伊丹市 ② 音楽会 各学年による合唱、合奏を演奏会形式で発表します。 11月23日 鴻池小学校 鴻池小学校 無料 079-779-7791

伊丹市 ③ 創立３０周年記念式典
３０周年記念歌の合唱などをとおして、鴻池小学校のあゆみを振り返りま
す。

11月27日 鴻池小学校
記念事業
実行委員会

無料 079-779-7791

伊丹市 ② 中学校交歓音楽会 各中学校の代表学級が合唱を発表します。 11月2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 ② 学習発表会
展示作品の鑑賞、合唱コンクール、吹奏楽等のステージ発表を行いま
す。

10月29日 東中学校 東中学校 無料 072-782-3059

伊丹市 ②
伊丹市教育委員会指定研究発表
会

公開授業、講演会を実施します。 11月8日 東中学校 東中学校 無料 072-782-3059

伊丹市 ②
阪神地区中学校教育研究会英語
部会総会・研究大会

公開授業、講演会を実施します。 11月9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を公開します。 11月6日 東中学校 東中学校 無料 072-782-3059

伊丹市 ② オープンジュニアハイスクール
校区の小学6年生全員を招いて中学校生活について理解を深める機会と
します。（授業見学、生徒会役員生徒による中学校生活の説明（行事など
の映像を見る）、部活動見学）

11月26日 西中学校 西中学校 無料 072-781-2974

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18日・
11月19日

南中学校 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23日 南中学校 南中学校 無料 072-772-2780

伊丹市 ① 3世代交流グランドゴルフ大会
小学生・中学生・教員・ＰＴＡ・地域自治会のメンバーがグランドゴルフを通
して交流します。

10月30日 南中学校 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15日～

19日
南中学校 南中学校 無料 072-772-2780

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26日 南中学校 南中学校 無料 072-772-2780

伊丹市 ②
伊丹市教育委員会指定研究発表
会

研究テーマ「確かな学力を向上させる環境づくり～学び合う場づくりを大
切にした教育環境～」
研究授業及び講演会を行います。

11月18日 北中学校
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26日 北中学校 北中学校 無料 072-782-2434

伊丹市 ② 合唱コンクール 全学級が、クラスで練り上げた合唱をコンクール形式で発表します。 10月29日 天王寺川中学校 天王寺川中学校 無料 072-781-6465
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伊丹市 ② 学習発表会
授業や部活動で創作した作品の展示やステージ発表を行います。

10月30日 天王寺川中学校 天王寺川中学校 無料 072-781-6465

伊丹市 ② ＪＲＣ奉仕活動 校内外の清掃、及び天王寺川沿いの河川の清掃をします。 11月12日
天王寺川
中学校校区

天王寺川中学校 無料 072-781-6465

伊丹市 ② ふれあいの集い
生徒会やＰＴＡを中心に、地域の人も交え、ステージ発表・屋外ゲーム・模
擬店・グランドゴルフなどを楽しみます。

11月14日 天王寺川中学校 天王寺川中学校 無料 072-781-6465

伊丹市 ②
ひょうご学力向上推進プロジェクト
に係る国語力向上のための実践
研究会

公開授業の後、全体会、講演を行います。 11月22日 天王寺川中学校 天王寺川中学校 無料 072-781-6465

伊丹市 ② オープンジュニアハイスクール 校区小学校の入学予定６年生が模擬授業を体験します。 11月26日 天王寺川中学校 天王寺川中学校 無料 072-781-6465

伊丹市 ②
文化発表会
（合唱祭）

全学級が、クラスで練習した合唱をコンクール形式で発表します。 10月28日 松崎中学校 松崎中学校 無料 072-779-9770

伊丹市 ②
文化発表会
（展示・舞台）

授業や部活動で創作した作品の展示や、ステージ発表を行います。 10月29日 松崎中学校 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6年生を対象に、中学校での学習について体験し
ます。

11月26日 松崎中学校 松崎中学校 無料 072-779-9770

伊丹市 ② 授業参観週間 地域の方や保護者が、どの時間でも授業を参観できる１週間です。

10月4日・11
月15日

12月6日か
らの１週間

松崎中学校 松崎中学校 無料 072-779-9770

伊丹市 ② 学習発表会
授業や部活動で創作した作品の展示、合唱のコンクール・舞台発表等を
行います。

10月29日 荒牧中学校 荒牧中学校 無料 072-777-3540

伊丹市 ② オープンスクール週間 保護者や地域の方々に、授業を参観していただきます。
11月8日～

12日
荒牧中学校 荒牧中学校 無料 072-777-3540

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、生徒会からのオリエンテー
ション及び体験授業と部活動見学会を行います。

11月26日 荒牧中学校 荒牧中学校 無料 072-777-3540

伊丹市 ② 文化祭
全学級による合唱や部活動等によるステージ発表、授業や部活動で創
作した展示発表等を行います。

10月29日 笹原中学校 笹原中学校 無料 072-779-3130

伊丹市 ①② 奉仕活動 笹原中学校１年生が地域に出て清掃・美化活動を行います。 11月12日  笹原公園 笹原中学校 無料 072-779-3130

伊丹市 ② オープンジュニアーハイスクール 校区の小学６年生に学校紹介を行い、中学進学への目標を持たせます。 11月26日 笹原中学校 笹原中学校 無料 072-779-3130

伊丹市 ② 学校見学会 校内見学、給食見学、個別相談を実施します。 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
ゲームで楽しんだりPTAによる模擬店などの催しにより、親子で地域の方
や市内小・中・学校の子どもとのふれあいの場にします。

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 オープンハイスクール
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、体験授業
も実施します。

11月27日 伊丹市立伊丹高校 伊丹市立伊丹高校 無料 072-772-2040

伊丹市 ② 文化祭
伊丹市内唯一の定時制高校に通う高校生が、展示や模擬店を通して近
隣の方々と交流をしたり、市民の皆様と懐かしい文部省唱歌の合唱を楽
しんだりします。

11月20日 伊丹市立伊丹高校 伊丹市立伊丹高校 無料 072-772-8568 　　

伊丹市 ② オープンハイスクール
学校説明、授業見学、給食の試食等を実際に体験し、伊丹市内唯一の定
時制高校である本校への理解を深めます。

11月5日 伊丹市立伊丹高校 伊丹市立伊丹高校 無料 072-772-8568 　　

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、市指定無形民族文化財の摂津音頭を公演、また文化財ボランティア
の会による紙芝居などを行います。

10月31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「人・酒－江戸の伊丹」
企画展示では小西家文書「女永代日記」に記されている祝宴を再現し、
同時の人々の生活や食生活を復元することで、江戸時代の伊丹郷町の
生活の様子を紹介します。

11月3日～
14日

旧石橋家住宅・１
階・２階

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
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伊丹市 ③
講演会「人・酒－江戸の伊丹」
（仮）

上記企画展示会に関連した講演会を実施することで、江戸時代の伊丹郷
町について遺跡の調査成果と 新の学術研究を周知し、企画展示会の
内容への理解を深め、文化財に興味・関心を高める機会とします。

11月3日～
14日

いたみホール６階
中ホール

伊丹ロマン事業実行委員会 無料 072-784-8090

伊丹市 ③
現地見学会「伊丹郷町スタンプ・ク
イズラリー」（仮）

上記企画展「人・酒－江戸の伊丹」会場や伊丹郷町内で展示内容に関連
した伊丹郷町内のポイントを巡るスタンプ・クイズラリーを実施します。

11月14日 伊丹郷町内 伊丹ロマン事業実行委員会 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28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
東南アジア諸国の民主化
～タイを中心にして～

タイ政治の民主化への歩み、複雑な政治変動の局面について考えます。
11月16日・

30日
中央公民館 中央公民館

中央公民館
072-784-8000

伊丹市 ①
今、政治がおもしろい！
～シリーズ２～

２００９年の劇的な政権交代から７月の参議院議員選をふりかえりながら
政治･政策を学びます。

11月10日・
17日・24日・

12月1日
中央公民館 中央公民館

中央公民館
072-784-8000

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
同志楽しくおしゃべりをしましょう。

10月28日・
11月4日・11
日・20日・25

日

中央公民館 中央公民館
中央公民館
072-784-8000

伊丹市 ① 傾聴ボランティア養成講座
聴くことでボランティアができます。心を込めて聴くことで、人の心を癒せ
ます。聴き上手になって、あなたの優しさをボランティアに活かしてみませ
んか？

10月8日・15
日・22日

中央公民館
いきいきプラザ

中央公民館 無料
中央公民館
072-784-8000

伊丹市 ①
笑いと健康
～笑いでストレス解消＆免疫力
アップ～

笑いが心や健康にもたらす効用を考えるとともに、笑いを生活に取り入れ
楽しく暮らすコツを学びます。

10月27日・
11月4日・11

日
中央公民館 中央公民館

中央公民館
072-784-8000

伊丹市 ①
金曜サロン
男だけのひととき

多様な講座を経験しながら仲間をつくり、自分探し、自分育てを応援しま
す。“地域ってこんなとこよ、お父さん！”

11月19日・
26日・12月3
日・10日・17

日

中央公民館 中央公民館
中央公民館
072-784-8000

伊丹市 ① 伊丹見学・魅学・味学
古きをたずねて新しきを知る！！
伊丹を知り、市内から発信している伊丹を元気づけている企業の商品に
挑戦します。

11月6日・13
日・20日・12

月4日
中央公民館 中央公民館

中央公民館
072-784-8000

伊丹市 ①
平城遷都１３００年：
奈良朝の政変

奈良時代の個々の変を通して、日本古代の政治の特質を考えます。
11月5日・19
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 土曜子ども映画会 「リボンの騎士」他を上映します。
11月20日・
12月18日

中央公民館 中央公民館 無料
中央公民館
072-784-8000

伊丹市 ① 第４５回伊丹市展
〈洋画〉〈日本画〉〈写真〉〈書〉〈デザイン・彫塑・工芸〉の５部門野天時を行
います。

10月31日～
11月7日

中央公民館 中央公民館 無料
中央公民館
072-784-8000

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・内容は異なる）を行い
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
丹分室

伊丹市立図書館本館、南・北
分館、伊丹分室

無料
伊丹市立図書館本館
072-783-2775

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、手遊びなどを行います。
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

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）をします。
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

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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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・ゲームを行います。 10月30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

伊丹市 ① ぶらり読み掲示板
利用者の読んだ本、お勧めの本の感想を募集します。分館入口に掲示板
を設け期間中掲示します。

11月1日～
29日

伊丹市立図書館北
分館

伊丹市立図書館北分館 無料
伊丹市立図書館北分館
072-770-0519

伊丹市 ① ほん☆メモ 読書記録用メモの無料配布を行います。
11月1日～

29日
伊丹市立図書館北
分館

伊丹市立図書館北分館 無料
伊丹市立図書館北分館
072-770-0519

伊丹市 ① いろはのかみしばい 紙芝居を行います。
10月15日・
11月19日

伊丹市立北部学習
センター
（きららホール）

伊丹市立図書館北分館 無料
伊丹市立図書館北分館
072-770-0519

伊丹市 ① 絵本のとびら 大型絵本や紙芝居、わらべうたや手あそびを行います。
11月1日・12

月6日

伊丹市立北部学習
センター
（きららホール）

伊丹市立図書館北分館 無料
伊丹市立図書館北分館
072-770-0519

伊丹市 ① 「これ　よんで」 乳幼児を対象とした絵本のよみきかせを行います。
10月22日・
11月26日

伊丹市立北部学習
センター
（きららホール）

伊丹市立図書館北分館 無料
伊丹市立図書館北分館
072-770-0519

伊丹市 ① 大人のためのおはなし会 中・高生を含む一般を対象にした読み聞かせを行います。 11月27日
伊丹市立図書館北
分館

伊丹市立図書館北分館 無料
伊丹市立図書館北分館
072-770-0519

伊丹市 ① おたのしみ会
大型絵本、布絵本、パネルシアター、エプロンシアター、パペット等を行い
ます。

10月17日
伊丹市立図書館北
分館

伊丹市立図書館北分館 無料
伊丹市立図書館北分館
072-770-0519

伊丹市 ① きらら朗読コンクール 市民対象の朗読発表を行います。 11月21日
伊丹市立北部学習
センター（きららホー
ル）

伊丹市立図書館北分館 無料
伊丹市立図書館北分館
072-770-0519

伊丹市 ① 親子と絵本のふれあい講座
対象：乳幼児と保護者。事前申込によります。絵本を介した乳幼児とのコ
ミュニケーションの提案や参加者による交流会等を行います。

11月11日
伊丹市立図書館南
分館

伊丹市立図書館南分館 無料
伊丹市立図書館南分館
072-781-7333

伊丹市 ①
マタニティママのための赤ちゃん
絵本講座

対象：妊娠中の方。事前申込によります。赤ちゃん絵本の紹介を生まれる
前の落ち着いた環境のときに行います。妊婦さん同志の仲間作りや情報
交換などをします。

11月4日
伊丹市立図書館南
分館

伊丹市立図書館南分館 無料
伊丹市立図書館南分館
072-781-7333

伊丹市 ①
ハロウィーン
おたのしみ会

対象：幼児・児童。歌やハロウィｰンにちなんだ絵本の読み聞かせなどを
行います。

10月30日
伊丹市立図書館南
分館

伊丹市立図書館南分館 無料
伊丹市立図書館南分館
072-781-7333

伊丹市 ①
読書週間
おたのしみ会

対象：幼児・児童。パネルシアター、大型絵本読み聞かせ、ミュージックパ
ネル、エプロンシアターなどを行います。

11月上旬
（詳しい日時
はお問い合
わせくださ

い。）

伊丹市立図書館南
分館

伊丹市立図書館南分館 無料
伊丹市立図書館南分館
072-781-7333

伊丹市 ① わくわく★えほんひろば
対象：幼児・児童。自由参加。大型絵本や、しかけ絵本などを家族や友達
といっしょに読んで楽しみます。

11月20日・
12月18日

毎月第３土
曜日

伊丹市立図書館南
分館

伊丹市立図書館南分館 無料
伊丹市立図書館南分館
072-781-7333

伊丹市 ①
秋季企画展「阪神淡路大震災15
年　伊丹からの発信」

震災15年を期に、伊丹市域を中心に震災直後からその対応に追われた
様々な人たちの行動、そして復興への歩みについて、市民や関係機関か
ら収集資料をもとに紹介します。

10月2日～
11月2１日

伊丹市立博物館 伊丹市立博物館 無料 072-783-0582

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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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です。
9月11日～
11月28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30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。 11月11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 無料 072-781-8877

伊丹市 ①
お父さんといっしょ！親子でワクワ
ク遊び

お父さんと１～３歳児の親子を対象に、お父さんならではの、体を使った
大胆な遊びや、工作などを楽しみます。

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 赤ちゃんと遊びましょう
0歳児と保護者を対象に、手遊びや絵本の読み聞かせを中心にフリー
トークも交えながら交流を図ります。

10月22日～
12月10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15日～
12月15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15日～
12月15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。

10月23日～
12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 072-781-8877

伊丹市 ① クリスマス飾りをつくろう 小学生を対象にクリスマスに楽しめるかわいい飾りを作ります。 11月27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 こども陶芸遊び10・11･12月コース
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。

10月24日・
11月28日・
12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
きららであ・そ・ぼ
「なかよしクラブ」

対象　２歳６ヶ月～就学前の子どもとその保護者
簡単な体操・手遊び・工作遊びなどを行います。

11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
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5日・18
日・12月2
日・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 めざせイクメン！パパっとあそぼう
対象　0歳児の子どもと保護者
パパのための子育て応援講座を行います。

10月30日・
11月27日・
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 11月27日は無料

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
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伊丹市 ①
きららであ・そ・ぼ
みんなでリトミック

対象　1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をします。

10月14日・
11月11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
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はかります。

11月8日・12
月6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はかります。

11月8日・12
月6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25日・
11月22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を行います。
10月9日～3

月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
きららこども将棋教室
（全10回）

小学生対象の将棋教室を行います。
10月16日～

3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
たのしい子どもバレエ教室（全14
回）

4歳～小学１年生までのバレエ教室を行います。
10月5日～3

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
小学生絵画教室
（全6回）

小学生の絵画教室を行います。
10月17日～

3月6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
子ども落語教室
（全9回）

小学生対象の落語教室を行います。
10月31日～

2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 エンジョイＥｎｇｌｉｓｈ 小学1～3年生対象の英語教室です。
10月17日・
11月21日・
12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
ニコニコＥｎｇｌｉｓｈ
（全10回）

２歳６ヶ月～就園前の子どもと保護者対象の英語教室です。
10月8日～
12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
カンフー教室
（全10回）

４歳～成人対象のカンフー教室を行います。
10月4日～
12月13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 ２ヶ月～歩くまでの赤ちゃんと保護者対象のベビーマッサージ教室です。
10月19日・
11月16日・
12月21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 親子クッキング ５歳～小学６年生とその保護者対象の料理教室です。
10月16日・
11月13日・
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
11月13日は
1,500円
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伊丹市 ① けん玉教室（全10回） 小学生対象のけん玉教室です。
10月9日～3

月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
きららであ・そ・ぼ
おやこ運動会

１歳６ヶ月～３歳の子どもとその保護者対象のおやこ運動会です。 10月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
ハロウィンを楽しもう！
　iｎ　きらら

対象　幼児～小学生の子どもとその保護者
ハロウィンをおやこでたのしみます。

10月30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 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です。 10月23日 鴻池の畑 きららホール 072-770-9500

伊丹市 ② 小・特別支援学校連合音楽会 各小・特別支援学校の児童が、合奏や合唱を発表します。
11月25日・

26日
いたみホール

伊丹市教育委員会
伊丹市小学校校長会
伊丹市小・特別支援学校音
楽教育研究会

無料 072-780-3534

伊丹市 ② 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 ② オープンスクール 授業を地域、保護者、中学校に公開します。
11月10日～

11日
伊丹高校 伊丹高校 無料  教頭072-782-2065

伊丹市 ① 伊丹市内４高校合同ＰＴＡ講演会
伊丹市内４高校ＰＴＡ主催の講演会を行います。
講師　東海バネﾈ社長

10月30日
伊丹市文化会館
（伊丹ホール）６Ｆ

伊丹西高校ＰＴＡ 無料 072-777-3711

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16日 伊丹北高校講義棟 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13日 伊丹北高校講義棟 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

伊丹北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。

11月1日
伊丹北高校および
周辺

伊丹北高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~itamikita-hs/

伊丹市 ②
学力向上マイスター
サイエンスレクチャー
【地球惑星科学】

京都大学大学院　理学研究科　地球惑星科学専攻　第四紀学・地球熱学
研究施設長　教授　竹村忠二先生の講義を行います。
「六甲山地と大阪湾～その成立と変遷」

10月29日 伊丹北高校講義棟 伊丹北高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~itamikita-hs/

伊丹市 ② オープンスクール
保護者や地域住民だけでなく広く県民に、本校を自由に見学してもらい、
理解啓発を図ります。

11月15日～
19日

こやの里特別支援
学校

こやの里特別支援学校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~koyanosato-sn/

相生市 ① 子どもスケッチ大会 スケッチ大会をします。 10月30日
相生市中央公園、
羅漢の里

生涯学習課 無料 0791-23-7144

相生市 ① ＰＴＣＡ実践発表会 ＰＴＣＡによる活動発表会及び講演会をします。 11月28日 相生市民会館 生涯学習課 無料 0791-23-7144
相生市 ① 卒業記念湯呑作り教室 小学６年生を対象に卒業記念湯呑を作ります。 11月13日 相生公民館 相生公民館 0791-22-7153
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相生市 ① 公民館祭り作品展 作品展で一般・園児・小学生の作品を展示します。
11月27日・

28日
相生公民館 相生公民館 無料 0791-22-7153

相生市 ① 一緒にゴロ・トン 親子のふれあいによる健康づくり体操をします。
10月15日・
11月19日

陸公民館 陸公民館 無料 0791-22-7803

相生市 ① 子供囲碁教室 囲碁による集中力と持続力の養成を図ります。
10月16日・
11月6日・20
日・12月4日

陸公民館 陸公民館 無料 0791-22-7803

相生市 ① キッズ空手 健康体力づくりと精神力の養成を図ります。

10月17日・
11月7日・14
日・21日・12
月5日・12日

陸公民館 陸公民館 無料 0791-22-7803

相生市 ① ヒップホップダンス リズムに合わせて体操をします。
11月6日・12

月4日
矢野公民館 矢野公民館 無料 0791-29-0002 

相生市 ② オープンスクール 福祉講演会を実施します。
10月29･30

日
相生小学校 相生小学校 無料 0791-22-7146

相生市 ② オープンスクール 学習発表会を公開します。 11月28日 相生小学校 相生小学校 無料 0791-22-7146

相生市 ② オープンスクール 音楽発表会を行います。
11月19・20

日
那波小学校 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19日 双葉小学校 双葉小学校 無料 0791-22-7148
相生市 ② ふれあい活動 学習発表会を公開します。 11月20日 双葉小学校 双葉小学校 無料 0791-22-7148
相生市 ② オープンスクール 授業公開をします。 11月26日 若狭野小学校 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）を実施します。 11月27日 若狭野小学校 若狭野小学校 無料 0791-28-0152
相生市 ② オープンスクール 授業公開をします。 10月14日 矢野小学校 矢野小学校 無料 0791-29-0019
相生市 ② 矢野小学校区防災訓練 ＤＩＧを実施します。 10月23日 矢野小学校 矢野小学校 無料 0791-29-0019
相生市 ② オープンスクール 音楽発表会を行います。 11月19日 青葉台小学校 青葉台小学校 無料 0791-22-7158

相生市 ②
学校給食を活用した食育推進事
業

食に関する教育研究会を公開します。 11月12日 中央小学校 中央小学校 無料 0791-22-7149

相生市 ② 文化祭 文化祭を実施します。 11月6日 那波中学校 那波中学校 無料 0791-22-7151

相生市 ② 文化祭 文化祭を実施します。 11月5･6日 双葉中学校 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4日 双葉中学校 双葉中学校 無料 0791-22-7152

相生市 ② 文化祭 文化祭を実施します。 11月6･7日 矢野川中学校 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3～5日 矢野川中学校 矢野川中学校 無料 0791-28-0151

相生市 ② 高校生地域貢献活動通学路清掃
ＪＲ相生駅周辺・学校周辺地域の通学路を生徒会が中心となって清掃し
ます。

11月10日
ＪＲ相生駅から学校
周辺

相生高校 無料 0791-23-0800

相生市 ②
まちづくり推進事業（商業科販売
実習）

模擬株式会社を設立して、インターネットを通じ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30日・
11月23日

おおはまタウン
(10/30)
相生本町商店街
(11/23)

県立相生産業高等学校 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。電気科生徒約10名が家電やおもちゃ
の修理を無料で行います。

11月23日 相生市民会館
相生市市民福祉部まちづくり
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

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」の一般公開を行います。
11月2日～4
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 ② オープンスクール 授業公開を行います。
11月18日～

20日
豊岡小学校 豊岡小学校 無料 0796-22-5234

19日は音楽会で
午前中まで公開
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豊岡市 ② オープンスクール 授業公開を行います。
10月25日～

26日
八条小学校 八条小学校 無料 0796-22-2268

豊岡市 ③ シティパーク ４～６年生がオーボエの演奏をききます。 10月21日 三江小学校 三江小学校 無料 0796-22-2554
日時は予定で、
現時点では確定
していません。

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頂きます。
11月10日～

12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26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。29日は
餅つき大会をします。

10月27日～
29日

田鶴野小学校 田鶴野小学校 無料 0796-22-2567

豊岡市 ② 読み聞かせ 保護者ボランティアの方が本の読み聞かせを行います。 毎週木曜日
田鶴野小学校
各教室

田鶴野小学校 無料 0796-22-2567

豊岡市 ② 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27日
田鶴野小学校
各教室

田鶴野小学校 無料 0796-22-2567

豊岡市 ① ふれあい体験活動 ボランティアによる各種活動を行います。
10月16日・
11月20日

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 公開授業、学校公開を行います。
 11月4日～

6日
五荘小学校 五荘小学校 無料 0796-22-2534

豊岡市 ② ＰＴＡ講演会 講演会を実施します。 11月6日 五荘小学校 五荘小ＰＴＡ 無料 0796-22-2534
豊岡市 ② ＰＴＡ球技大会 ソフトバレーボールを行います。 11月14日 五荘小学校 五荘小ＰＴＡ 無料 0796-22-2534

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委講演会を行います。 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・地域への学校公開を行います。
11月10日～

12日
中筋小学校 中筋小学校 無料 0796-22-2542

豊岡市 ① 自然と遊ぼうat奈佐 公民館とＰＴＡの共催で行います。校区内ウォークラリーを実施します。 10月31日 奈佐小校区全域
奈佐地区・
奈佐小ＰＴＡ

無料 0796-23-3747

豊岡市 ② 省テレビ親子活動 ＰＴＡとの共催で行います。親子でチャレンジ漢字検定を行います。 11月13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10日～

12日
奈佐小学校 奈佐小学校 無料 0796-22-2523

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14日 奈佐小体育館 奈佐地区公民館 無料 0796-23-3747
豊岡市 ② 読み聞かせ 読書ボランティアによる読み聞かせ（第２･４木曜日）です。 10月28日 港東小学校 港東小学校 無料 0796-28-2019
豊岡市 ③ 港地区公民館文化祭 児童の絵画・書写作品の出品・展示します。 10月31日 港地区公民館 港地区公民館 無料 0796-28-2019

豊岡市 ② オープンスクール 保護者・地域に終日、授業参観など学校公開します。
11月18日～

20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
国際理解について講演会を行います。大岡学園地球村から講師を招きま
す。

11月20日 港東小体育館 港東小学校 無料 0796-28-2019

豊岡市 ② 学習発表会 音楽、音読等の学習を発表します。 11月20日 港東小体育館 港東小学校 無料 0796-28-2019

豊岡市 ② PTA資源ごみ回収 家庭から出された資源ごみを保護者・児童・地域と合同で回収します。 11月27日 港東小学校 港東小学校 無料 0796-28-2019

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21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の学校公開を行いま
す。

10月26日～
28日

港西小学校 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）の教育講演会を行います。 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。

11月2日 港西小学校 港西小学校 無料 0796-28-2001

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かせて頂きます。 11月9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10日～

12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を行います。 11月12日 城崎小学校 城崎小学校 無料 0796-32-2109
豊岡市 ③ 親子音楽鑑賞会 地域・保護者の方と音楽鑑賞を行います。 11月15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 保護者、地域への学校の１日を公開します。
10月28日～

29日
竹野幼小学校 竹野小学校 無料 0796-47-0014

豊岡市 ① 給食試食会 希望する保護者に学校給食を食べていただきます。 10月29日 竹野小学校 竹野幼・小学校ＰＴＡ 無料 0796-47-0014

豊岡市 ② オープンスクール 9時～15時30分まで学校公開を行います。
10月12日～

15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 道徳の公開授業を実施します。 10月15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を対象に講演会を実施します。 10月15日
中竹野小学校
体育館

中竹野幼小ＰＴＡ 無料 0796-47-0048
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豊岡市 ②③ 学習発表会 学習活動の成果を発表します（劇や合唱等）。 11月6日
中竹野小学校
体育館

中竹野小学校 無料 0796-47-0048

豊岡市 ② 避難訓練 警察署の協力の下、不審者侵入時の対応について学びます。 11月18日 竹野南小学校 竹野南小学校 無料 0796-48-0024
豊岡市 ② 授業参観 児童の学習の様子の公開します。 11月19日 竹野南小学校 竹野南小学校 無料 0796-48-0024

豊岡市 ② PTA親子活動 児童・保護者や地域の方々で和楽の演奏を鑑賞します。 11月19日 竹野南小学校 竹野南小学校PTA 無料 0796-48-0024

豊岡市 ①② 第38回祖父母の歴史に学ぶ会 しめ縄・昔のあそびなど祖父母に学びます。 10月19日 府中小学校 府中小学校 無料 0796-42-0543

豊岡市 ② 　オープンスクール 保護者・地域住民に学校での生活を公開します。
10月27日～

29日
府中小学校 府中小学校 無料 0796-42-0543

豊岡市 ① リサイクル運動 保護者・地域住民の方の協力によりリサイクル運動に取り組みます。 11月14日 府中小学校校区 府中小ＰＴＡ 無料 0796-42-0543

豊岡市 ② 　ミニ音楽発表会 各学年・金管ﾊﾞﾝﾄﾞの取り組みを発表します。 11月20日 府中小学校 府中小学校 無料 0796-42-0543

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行います。 10月17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 終日公開授業を行います。
11月11日・
12日・14日

八代小学校 八代小学校 無料 0796-42-0232

豊岡市 ② 三世代ふれあい集会 和太鼓演奏とお年寄りとふれあい交流会を行います。 11月14日 八代小学校 八代小学校 無料 0796-42-0233
豊岡市 ② 授業参観 全学年の授業公開を行います。(但馬理科・生活科研究発表会） 10月29日 静修小学校 静修小学校 無料 0796-42-0056
豊岡市 ② 避難訓練 火災想定による避難訓練を実施します。 11月19日 静修小学校 静修小学校 無料 0796-42-0056

豊岡市 ② リサイクル活動
保護者・地域の方々の力を借りたリサイクル活動に取り組みます。(廃品
回収）

11月21日 静修小学校校区内 静修小学校育友会 無料 0796-42-0056

豊岡市 ② 日高福祉祭り 福祉祭りへ３年生以上の児童が金管バンドとして出演します。 11月24日 日高文化体育館 社会福祉協議会 無料 0796-42-0056

豊岡市 ② オープンスクール
授業公開・地域の方々に「昔の遊び」を学ぶ、教育講演会等を公開しま
す。

１１月26日・
27日・28日

静修小学校 静修小学校 無料 0796-42-0056

豊岡市 ②
第２回　オープン
スクール

授業公開、性教育授業参観、子育て講演会を行います。
10月13日～

15日
清滝小学校 清滝小学校 無料 0796-45-0040

豊岡市 ②
第３回　オープン
スクール

祖父母に学ぶ会、ふるさと学習発表会を行います。 11月20日 清滝小学校 清滝小学校 無料 0796-45-0040

豊岡市 ① 読み聞かせ 地域の読書ボランティアによる読み聞かせを行います。 毎月2回 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 学習発表会を行います。 11月27日 西気小学校 西気小学校 無料 0796-45-0151
豊岡市 ② オープンスクール 収穫祭・おとしよりとふれあう会を行います。 11月28日 西気小学校 西気小学校 無料 0796-45-0151
豊岡市 ③ 文化芸術事業 沖縄の音楽にふれ、楽しみます。 10月30日 弘道小学校 弘道小学校ＰＴＡ 無料 0796-52-2105

豊岡市 ② 学習発表会
各学年による学習の発表会を行います。
（合唱，研究発表等）

11月20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20日～

26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 授業公開を実施します。
11月11日～

13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 道徳参観日を実施します。
11月11日～

13日
福住小学校 福住小学校 無料 0796-52-2177 詳細未定

豊岡市 ② オープンスクール 校内マラソン大会を実施します。 11月11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 お餅つき等を実施します。 11月13日 福住小学校 福住小学校 無料 0796-52-2177

豊岡市 ①② 教育講演会 子育てについての教育講演会を実施します。 11月13日 福住小学校
福住小学校・
福住幼小ＰＴＡ

無料 0796-52-2177

豊岡市 ② オープンスクール
18日～20日に、授業公開や学校公開を行います。18日にはお母さんの食
育教室、19日には健康ウォークラリー、通学路クリーン作戦、20日はふれ
あい餅つき大会とPTA講演会を行う予定です。

11月18日～
20日

寺坂幼・小学校 寺坂幼・小学校 無料 terasaka-es@edu.city.toyooka.hyogo.jp

豊岡市 ② オープンスクール
授業公開・学校公開　講演会(10日)､マラソン大会(11日午前;予備日12
日)、ふれあいクラブ(11日午後)を行います。

11月10日～
12日

小坂小学校 小坂小学校 無料 0796-52-2040

豊岡市 ② オープンスクール
18日にふれあい給食、19日に薬物乱用防止教室、マラソン大会、食育
（だいずの話）を行います。

11月18日
ランチルーム
運動場・学校周辺
コース

小野幼・小学校 無料 0796-52-5190
希望者のみ予約
有り
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豊岡市 ② オープンスクール 人権（道徳）教育の公開授業・授業参観を行います。 11月20日 各教室 小野幼・小学校 無料 0796-52-5194
豊岡市 ③ オープンスクール ＰＴＡ教育講演会（よさこいの演舞と実技指導）を行います。 11月20日 体育館 小野幼・小学校 無料 0796-52-5195

豊岡市 ② オープンスクール
授業公開を行います。18日に祖父母に学ぶ会を、19日に人権を考える会
を行います。

11月18日 合橋小学校 合橋小学校 無料 0796-54-0013

豊岡市 ② 校舎改築２０周年記念事業 校舎改築２０周年記念式典、学習発表会を行います。 11月20日 合橋小学校
校舎改築20周年記念式典実
行委員会

無料 0796-54-0013

豊岡市 ① オープンスクール どんどこ祭り・収穫祭・学習発表会・引渡訓練等を行います。
11月18日～

20日
高橋小学校 高橋小学校 無料 0796-55-0023

豊岡市 ② 授業公開 豊岡市授業づくり研修における4ブロック内公開授業を行います。 10月12日 資母小学校 市教育委員会 無料 0796-56-0354

豊岡市 ② PTA講演会
「ふるさと但東」の作者であるシンガーソングライター二本松さんの歌と楽
しいトークの会です。

10月15日
資母小学校
体育館

資母幼小PTA 無料 0796-56-0354

豊岡市 ② オープンスクール 終日授業公開。給食の試食やお年寄りとのふれあい授業も開催します。
11月19日～

20日
資母小学校
資母幼稚園

資母小学校 無料 0796-56-0354

豊岡市 ② オープンスクール 始業から放課後部活動までを公開します。
11月1日・2
日・4日・5日

豊岡南中学校 豊岡南中学校 無料 0796-22-2546

豊岡市 ② 南陵祭（文化祭） 意見発表、合唱、吹奏楽演奏、展示、芸術鑑賞等を行います。 10月28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主催講演会を行います。 11月 豊岡南中学校 豊岡南中学校ＰＴＡ 無料 0796-22-2546

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。
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 ③ 文化祭
合唱、吹奏楽部演奏、意見発表、学級発表、展示を行い　保護者や地域
に公開します。

10月29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。
11月15日～

17日
港中学校 港中学校 無料 0796-28-2444

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の学校公開を行いま
す。

11月2日・4
日・5日

各教室 城崎中学校 無料 0796-32-2043

豊岡市 ② 文化祭
合唱、吹奏楽部演奏、弁論発表、展示、劇、ＰＴＡコーラスを保護者・地域
に公開します。

11月5日 体育館 城崎中学校 無料 0796-32-2043

豊岡市 ② 文化祭 文化活動の発表・展示（ＰＴＡ合唱含む）を公開します。 10月31日 森本中学校体育館 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2日・4
日・21日

森本中学校 森本中学校 無料 0796-48-0200

豊岡市 ①② 教育講演会 公開授業の後、体育館で講演会を開催します。 11月21日 森本中学校 竹野町ＰＴＡ協議会 無料 0796-48-0200

豊岡市 ② オープンスクール
27日から29日は６年児童・保護者・地域住民対象の授業参観です。30日
は保護者・地域住民対象の文化祭公開です。

10月27日・
28日・29日

日高東中学校 日高東中学校 無料 0798-42-1801

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 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。
11月1日～7

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を公開します。 11月4日 出石中学校 出石中学校区小中連携 無料 0796-52-4100

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 先輩に学ぶ会 生徒・保護者・地域住民対象の講演会を行います。 11月11日 出石中学校 出石中学校ＰＴＡ 無料 0796-52-4100
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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行います。 10月14日 出石中学校 出石中学校ＰＴＡ 無料 0796-52-4100

豊岡市 ② 文化祭 弁論、合唱、吹奏楽演奏、演劇、作品展示等を行います。 11月3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。
11月1日～5

日
但東中学校 但東中学校 無料 0796-54-1155

豊岡市 ②
「ひょうごの匠」
ｷｬﾗﾊﾞﾝ隊派遣事業

県内技能者を派遣し、ものづくり体験を行います。 11月12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 幼稚園公開を行います。
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 昔の遊びなどを通して祖父母との交流をします。 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行います。 11月8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 幼稚園公開をします。
11月4日～6

日
五荘幼稚園 五荘幼稚園 無料 0796-22-6931

豊岡市 ② 高齢者との集い 焼き芋会をして、地域の高齢者と触れ合います。 11月19日 五荘幼稚園 五荘幼稚園 無料 0796-22-6931

豊岡市 ② デイサービス訪問 班に分かれて訪問し、お年寄りと触れ合います。
11月25日・
26日・30日

西デイ・豊岡シル
バーステイ

五荘幼稚園 無料 0796-22-6931

豊岡市 ② オープンスクール 保護者、地域に保育参観などをして、幼稚園公開を行います。
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 防火パレードに参加 園児や地域住民に防火意識を高めるためのパレードに参加します。 11月9日 町内 出石幼稚園 無料 0796-52-2174

豊岡市 ② 山登り 体力づくりや保護者との交流を行い、自然に触れます。 11月19日 ありこ山 出石幼稚園 無料 0796-52-2174

豊岡市 ① 公民館まつり 伝承遊びにチャレンジ！・食彩祭・作品展示を行います。 11月14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 ジョギング大会、作品展を行います。 10月31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 演芸発表会、作品展を行います。 11月7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 舞台発表を行います。 11月7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 みひらき健康マラソン・作品展・舞台発表を行います。 11月7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

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7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 公民館文化祭 ウォークマラソン大会・作品展・芸能発表を行います。 11月14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、作品展を行います。 10月31日 港地区公民館 港地区公民館 無料 0796-28-3402

豊岡市 ① 城崎文化の集い 演芸発表会（11月3日）、作品展（11月1日～2日）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 ① 公民館文化祭 イベント（10月31日）、作品展（10月31日～11月3日）を行います。
10月31日～

11月3日
竹野地区公民館
ふれあい会館

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、作品展を行います。 11月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 ① 日高の夕べ 演芸発表会を行います。 11月28日 文化体育館 日高地区公民館 無料 0796-42-2023
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豊岡市 ① 公民館文化祭 作品展・バザーを行います。 10月31日 三方地区公民館 三方地区公民館 無料 0796-44-1275

豊岡市 ① 公民館文化祭 作品展を行います。
11月6日～7

日
西気地区公民館 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、作品展を行います。 11月14日 福住地区公民館 福住地区公民館 無料 0796-52-4012

豊岡市 ① 公民館文化祭 演芸発表会（18:50～）、作品展（16:00～）を行います。 11月6日 菅谷地区公民館 菅谷地区公民館 無料 0796-52-6545

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21日 小坂小学校体育館 小坂地区公民館 無料 0796-52-2572

豊岡市 ① 但東文化展 作品展を行います。
10月30日～

11月1日
但東中央体育館 文化展実行委員会 無料 0796-54-0990

豊岡市 ①
子どもの野生復帰
大作戦

一般参加者を対象としたオープンイベントです。受講生による各種体験・
発表コーナーを行います。

10月17日
城崎町楽々浦（予
定）

教育委員会 無料 0796-23-0341

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
教室を実施します。

10月25日 市内各小学校 教育委員会 無料 0796-21-9023

豊岡市 ① 第４回コウノトリ未来・国際かいぎ
コウノトリの野生復帰とそれを支える持続可能な地域づくりを推進すると
ともに、国内外に向けた情報発信を行います。

10月30日～
31日

豊岡市民会館
じばさんTAJIMA

兵庫県・豊岡市 無料 0796-21-9017

豊岡市 ① 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 豊岡高校 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 豊岡高校 豊岡高校 0796-22-2112（代）
事前申込みが必
要

豊岡市 ① PCアカデミー 学校設備を使い、近隣の方々にパソコンを教えます。 11月23日 豊岡総合高校校内 豊岡総合地域貢献事業 無料 0796-22-7177

豊岡市 ② オープンスクール 学校施設及び授業の公開を行います。
11月15日～
11月19日

日高高校 日高高校 無料 0796-42-1133

豊岡市 ①
高校生地域貢献活動出石城山公
園清掃

出石高校の生徒・保護者・職員で清掃活動を行います。 10月24日 城山公園 出石高校 無料
総務部
0796-52-3131

豊岡市 ② 地域オープン講座 出石高校芸術類型生徒と地域の方が一緒に学びます。

4月19日～2
月7日

（11月1日・8
日・15日・22
日・29日）

出石高校 出石高校
芸術科
0896-52-3131

豊岡市 ② 保護者学習会 就職に向けた進路指導の考え方についての学習会を行います。 10月18日
豊岡聴覚特別支援
学校

豊岡聴覚特別支援学校 無料
支援教育部
0796-22-2114

豊岡市 ② 保護者学習会 専門家による講義「困ったときの対応」についての学習会を行います。 10月25日
豊岡聴覚特別支援
学校

豊岡聴覚特別支援学校 無料
支援教育部
0796-22-2114

豊岡市 ②
YU・らいふ・サポート事業　周辺清
掃

通学路や学校周辺の清掃を中学部生徒および教員で行います。 11月12日
豊岡駅から豊岡聴
覚特別支援学校ま
での通学路

豊岡聴覚特別支援学校 無料
中学部
0796-22-2114

豊岡市 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を劇・合唱等で発表します。 11月20日
豊岡聴覚特別支援
学校

豊岡聴覚特別支援学校 無料
生徒指導部
0796-22-2114

豊岡市 ② オープンスクール 地域住民、保護者を対象に全クラスの授業を公開します。
11月24日～

26日
豊岡聴覚特別支援
学校

豊岡聴覚特別支援学校 無料
総務部
0796-22-2114

加古川市 ③
第38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１3日～

14日
兵庫県いなみ野学
園

（財）兵庫県生きがい創造協
会

無料 http://www.h-ikigai.com/ikigai/

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・スポーツ振興課
079-427-9354

加古川市 ① わくわくキャンプ 小学校２・３年生を対象に４０名の募集で、キャンプを実施します。
11月6日～7

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 ①④ 集まれ宇宙探検隊
小４～中３を対象に３０名の募集で、夜の天体観測をはじめ、宇宙につい
て学びます。

11月20日～
21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27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
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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28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 ②
播磨東小学校家庭科
教育研究大会

播磨東地域を代表する小学校家庭科の取組を報告します。 11月2日 市民会館小ホール
播磨東小学校家庭科教育研
究部会

無料
学校教育課
079-427-9354

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6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 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19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
クラフト教室
どんぐりで人形を作ろう

小学生以上を対象に、どんぐりという自然素材を使って、人形を作りま
す。

10月31日 少年自然の家 環境政策課 無料
環境政策課
079-427-9769

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13日～
14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 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13日～
14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 音楽部がいなみ野学園祭に参加
生涯教育の場「いなみ野学園」で開催される学園祭に明石北高校音楽部
が参加します。

11月14日 いなみ野学園 いなみ野学園 無料 079-424-3342

加古川市 ② ビオトープ整備
地域の方々と共に、加古川東高校周辺の水路のビオトープ化を行い、管
理と維持を図ります。

11月16日 加古川東高校周辺 加古川東高校 無料 079-424-2726

加古川市 ③ 朗読会
生徒、職員、保護者が朗読をすることで、本を読むことの楽しさや言葉の
大切さを実感する期待を提供します。

11月19日 加古川北高校 加古川北高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~kakokita-hs/

加古川市 ② インターンシップ
加古川南高校１年次生徒241名全員が姫路～神戸の約60の事業所で、
就業体験を実施します。

10月13日～
15日　3日間

各事業所 加古川南高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~kakominami-hs

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お世話になった事業所を招き、加古川南高校１年次生
徒241名全員が発表します。

11月5日 加古川南高校 加古川南高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~kakominami-hs

加古川市 ② 地域オープン講座
スペイン語・ハングル・中国語を加古川南高校２・３年次生と地域住民が
一緒に受講します。受講者は地元新聞とＨＰにて募集します。

毎週水・金
曜日

加古川南高校 加古川南高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~kakominami-hs

加古川市 ②
県農祭
（学校公開）

農産物・加工品等の販売や文化部の展　　示を地域住民に公開します。 11月23日 農業高等学校 農業高等学校 無料 079-424-3341

加古川市 ② 県農祭
地域の人を学校によんで、授業で作成したものの販売や模擬店を行いま
す。

11月23日 農業高校 農業高校（定時制） 079-424-2996

加古川市 ② ボランティア清掃 県農祭（文化祭）終了後、学校内外の美化活動にあたります。 11月23日 農業高校 農業高校（定時制） 無料 079-424-2996

加古川市 ② 第４５回東播工高祭
本校生徒によるステージ発表や展示発表を中心とした文化祭です。ボラ
ンティアとして献血車を呼び、国際貢献に関するブースを設置します。

11月5日・6
日（一般公

開）
東播工業高校 東播工業高校 無料

079-432-686
http://www.hyogo-c.ed.jp/~toban-ths/

加古川市 ① ふれあい環境・科学教室
第21回加古川ツーデーマーチの一環としておこなわれる環境・科学教室
です。東播工業高校生が身近なものを使った電気の実験と環境広報活動
を行います。

11月13日・
14日

加古川市役所前広
場

加古川市 無料 079-427-9180

加古川市
②③
④

マイコンカーラリー近畿地区大会
マイコン制御による自走式ロボットの競技大会を行います。上位入賞者
は全国大会に進みます。

11月27日 東播工業高等学校 近畿工業高等学校長協会 無料
東播工業高校
079-432-6861

赤穂市 ② PTA実践発表会 各PTAにおける活動の発表と子育てに関する講演会を行います。 11月27日 赤穂市民会館 赤穂市PTA連合会 無料 0791-43-6858

赤穂市 ③ 関西文化の日施設入館料無料
文化施設における入館料を無料にすることで、地域文化への意識高揚を
図ります。

11月20日～
21日

歴史博物館
民俗資料館

赤穂市教育委員会
財団法人赤穂市文化とみどり
財団

無料  0791-43-68580791-43-3269

赤穂市 ③ 学童展 小中学校児童、生徒の書道、絵画作品を展示します。
11月3日～7

日
赤穂市民会館 赤穂市教育委員会 無料 0791-43-6860

赤穂市 ③ 赤穂市民文化祭
市民の文化活動の成果を発表、文化芸術に親しむ機会を設定することに
より、市民文化の向上を図ります。

10月2日～
11月28日

赤穂市民会館
赤穂文化会館

赤穂市文化協会 無料 0791-43-7450

赤穂市 ② 幼・小連携交流 幼稚園児が小学校に行って交流します。 10月20日 赤穂小学校 赤穂幼稚園 無料 0791-42-2615

赤穂市 ③ 幼児画展 赤穂市幼稚園の絵画・作品を展示します。
11月12日～

14日
市立図書館 赤穂市幼稚園長会 無料 0791-42-2615

赤穂市 ② オープンスクール 保護者、地域の方々に幼稚園を公開します
11月12日～

13日
赤穂幼稚園 赤穂幼稚園 無料 0791-42-2615

赤穂市 ② 幼・小連携交流 幼稚園児が小学校に行って交流します。 11月25日 赤穂小学校 赤穂幼稚園 無料 0791-42-2615

赤穂市 ② お茶会教室 年長児がお茶の作法を学びます。
10月～12月

（３回）
赤穂幼稚園 赤穂幼稚園 無料 0791-42-2615

赤穂市 ② 親子陶芸教室 親子で抹茶茶碗・お皿を作ります。
11月18日～

19日
赤穂幼稚園 赤穂幼稚園 無料 0791-42-2615
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赤穂市 ② 幼・保連携交流 保育園就学園児が幼稚園児と交流します。
10月～12月

（３回）
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。
10月～12月

（３回）
赤穂幼稚園 赤穂幼稚園 無料 0791-42-2615

赤穂市 ② 親子で食育 幼稚園で収穫したさつまいもを使って親子で料理教室を行います。 11月 赤穂幼稚園 赤穂幼稚園 無料 0791-42-2615

赤穂市 ①② 三世代交流もちつき 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 赤穂幼稚園 無料 0791-42-2615

赤穂市 ④ サツマイモ掘り 関西電力の工場内のイモ畑で収穫体験をします。 10月21日 関西電力工場内 　関西電力 無料 0791-42-0531

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9日～

10日
城西幼稚園 城西幼稚園 無料 0791-42-0531

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9日 城西幼稚園 城西幼稚園 無料 0791-42-0531
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11日 城西幼稚園 城西幼稚園 無料 0791-42-0531

赤穂市 ③ 市内幼稚園幼児画展 市内幼稚園児の絵画や製作作品を展示します。
11月12日～

14日
赤穂市図書館 赤穂市園長会 無料 0791-42-0531

赤穂市 ② ゲストティーチャー竹馬
地域の民生委員さんに来ていただいて竹馬の乗り方を教えていただきま
す。

10月14日 塩屋幼稚園 塩屋幼稚園 無料 0791-42-0213

赤穂市 ② ゲストティーチャー茶道
地域の婦人会の方に来ていただいて園児に茶道の経験をさせていただ
きます。

10月21日・
18日

塩屋幼稚園 塩屋幼稚園 無料 0791-42-0213

赤穂市 ②
幼稚園ウィーク
幼児画展

赤穗市内の幼稚園児の絵画や作品を展示し、保護者や地域の人に公開
します。

11月12日～
14日

赤穗市立図書館
ギャラリー

赤穂市立幼稚園長会 無料 0791-42-0213

赤穂市 ②
幼稚園ウィーク
オープンスクール

幼稚園教育を公開し、保護者や地域の方に参観していただきます。 11月18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 地域の人を園に招待し参観及び遊びに参加していただきます。 11月10日 赤穂西幼稚園 赤穂西幼稚園 無料 0791-45-1006

赤穂市 ③ 幼児画展 市内幼稚園児年長児絵画、年少児製作物を展示します。
11月12日～

14日
赤穂市立図書館 赤穂市幼稚園長会 無料 0791-45-1006

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17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 地域の高齢者交流会 一人暮らしの高齢の方の交流会に参加して触れ合います。 11月17日 尾崎地区公民館 尾崎地区まちづくり 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18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18日 尾崎幼稚園 尾崎幼稚園  無料 0791-42-5292

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月下旬 尾崎幼稚園 尾崎幼稚園  無料 0791-42-5292

赤穂市 ③ 赤穂市幼児画展 市内幼稚園児全員の作品を集めて、展示します。
11月12日～

14日
赤穂市図書館ギャ
ラリー

赤穂市立幼稚園長会  無料 0791-42-5292

赤穂市 ② オープンスクール 保護者と地域住民に保育を公開します。 11月11日 御崎幼稚園 御崎幼稚園 無料 0791-45-1055

赤穂市 ③ 赤穂市立幼稚園　幼児画展 市内幼稚園年長児全員の絵画と年少児の作品を展示します。
11月12日～

15日
赤穂市立図書館 赤穂市教育委員会 無料 0791-45-1055

赤穂市 ② 人形劇公演 PTA有志の人形劇サークルが園児や地域住民に人形劇を公開します。 11月18日 御崎幼稚園 御崎幼稚園 無料 0791-45-1055

赤穂市 ① ふるさとまつり
小学生・保育所と共にお餅つきをし、交流をします。また、31日は自治会
の各種団体の方と共にPTAが出店します。

10月30日・
31日

坂越小学校・坂越
公民館

坂越自治会 無料 0791-48-8124

赤穂市 ② 赤穂市幼児画展 赤穂市全園児の作品を展示する。
11月12日～

14日
赤穂市立図書館 赤穂市幼稚園長会 無料 0791-48-8124

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 0791-48-7185

赤穂市 ② 赤穂市幼児画展 赤穂市幼稚園児全員の作品を展示します。
11月12日～
11月14日

赤穂市図書館 赤穂市幼稚園長会 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保育を参観していただきます。 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 ③ ふるさとまつり
公民館で学校園所の絵画や書道・製作の作品を地域の方のものと一緒
に展示して頂きます。

10月23日～
24日

有年公民館 有年町づくり 無料 0791-49-2004

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30日 沖田遺跡 東有年自治会 無料 0791-49-2004

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 オープンキンダ－ガーデン
幼稚園を開放し、保護者や地域の方を招待し、お店やごっこをしたり、わ
らべ歌遊びをしたりしてふれあいます。

11月5日 有年幼稚園 有年幼稚園 無料 0791-49-2004

赤穂市 ② 原幼稚園まつり 地域以外の人たちも招き、園児とふれあいます。 10月16日 原幼稚園 原幼稚園 無料 0791-49-3538

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、地域の人たちに自由に幼稚園に
来ていただき幼稚園教育を知っていただきます。

11月5日 原幼稚園 原幼稚園 無料 0791-49-3538

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。
11月26日～

27日
赤穂小学校 赤穂小学校 無料 0791-42-2171

赤穂市  ②  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の場として、教育活動の
全てを公開します。

11月25日～
26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
仲間と協力して劇を作り上げる楽しみを味わうと共に、コミュニケーション
能力や表現力を高めます。

11月26日  城西小学校 城西小学校  無料 0791-42-0698

赤穂市 ② 校内音楽会 音楽発表会を保護者・地域に公開します。 10月20日 赤穂西中学校 教頭　西山 無料 0791-42-2129
赤穂市 ② オープンスクール 始業から学校生活を保護者・地域に公開します。 11月16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・地域に公開します。 11月26日 赤穂西小学校 赤穂西小学校 無料 0791-45-0538

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16日～
19日

御崎小学校 御崎小学校 無料 0791-42-2278

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。ＰＴＡ
コーラス、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20日 御崎小学校 御崎小学校 無料 0791-42-2278

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 0791-42-2278

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 0791-42-2278

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 ② ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 授業公開を行います。
10月25日・

26日
坂越小学校 坂越小学校 無料 0791-48-8408

赤穂市 ② ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ ふるさとまつり親子もちつき大会を実施します。 10月30日 坂越小学校 坂越小学校 無料 0791-48-8408
赤穂市 ③ スマイルコンサート 校内音楽会を実施します。 11月19日 坂越小学校 坂越小学校 無料 0791-48-8408

赤穂市 ② 人権教育実践発表会
当日は、「人権が尊重される授業づくり」のテーマのもとで，低・中・高学年
各1クラスと特別支援級１クラスの４学級を授業公開します。

11月22日 坂越小学校
赤穂市教委
西同教

無料 0791-48-8408

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6日
高雄小学校校区各
地区

高雄地区自治会・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8日～

10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，感謝する集いをもちます。

11月18日 高雄小学校 高雄小学校 無料 0791-48-7870

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18日
赤穂市西有年共有
林

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26日～

27日
有年小学校各教室

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27日 有年小学校体育館
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　稲刈り等を行います。
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バザーを行います。 11月23日 原小学校 原小学校・PTA 無料 0791-49-2083

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8日～

12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10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・ウィーク、演劇などの取り組みを公
開します。

11月12日 赤穂中学校 赤穂中学校 無料 0791-42-2149

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 ④ 関電出前授業
３年生が、環境やエネルギー問題について関西電力の協力を得て学習し
ます。

11月16日 赤穂中学校 赤穂中学校 無料 0791-42-2149

赤穂市 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8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 オープンスクール
１週間、授業を始め給食や部活動、文化祭や合唱コンクールに向けた練
習や取組のようすを保護者や地域の方に公開します。この期間中に、合
唱コンクールや文化祭を開催します。

11月8日～
12日

本校・各教室 赤穂東中学校 無料 0791-42-2320

赤穂市 ③ 合唱コンクール
学年ごとに合唱コンクールを行います。保護者や地域の方々を招待し、
日頃の成果を発表します。

11月10日 本校・体育館 赤穂東中学校 無料 0791-42-2320

赤穂市 ③ 文化祭
３年生の演劇発表を中心にステージ発表をします。１年生は創作展示物
を、２年生はトライやるウィークの展示発表を行います。保護者や地域の
方々を招待し、日頃の成果を発表します。

11月12日 本校・体育館 赤穂東中学校 無料 0791-42-2320

赤穂市 ② ふれあい文化祭
全校が劇を行います（１年学年劇、２年・３年学級劇）また、学級ごとにバ
ザーの実施と学年合唱を行います。

11月20日 坂越中学校 坂越中学校 無料 0791-48-8008

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20日 有年中学校体育館 有年中学校 無料 0791-49-2035

赤穂市 ② 防災教育公開授業 防災に関する道徳の授業公開と講演会を行います｡ 11月中旬 各教室・体育館 有年中学校 無料 0791-49-2035

赤穂市 ③ 文化行事 本校体育館において生徒・保護者による芸術鑑賞を行います。 11月10日 赤穂高校体育館 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・通学路の清掃を行います。 11月20日
赤穂高校周辺・赤
穂駅等

赤穂高校 無料 0791-43-2151

赤穂市 ①② 地域清掃活動
児童生徒が、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26日 本校付近の通学路 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（各５日）実施し、授業参観・学校説明会・講演会等を行いま
す。

11月15日～
19日

本校 赤穂特別支援学校 無料 0791-43-9266

西脇市  ② 授業参観音楽鑑賞
授業参観と先輩西山枝里（バイオリン演奏）と西中吹奏楽部による演奏を
します。

10月23日
西脇小学校
体育館

西脇市立
西脇小学校とＰＴＡ

無料
西脇市立西脇小学校
0795-22-3025

西脇市 ③ 校内音楽会 １・２・３・４年生は学年ごとに発表、５・６年生は学級ごとに演奏します。 11月27日
西脇小学校
体育館

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 参観日・講演会・引き渡し訓練 親子人権学習と講演会、引き渡し訓練を実施します。 10月16日
西脇市立
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 オープンスクール 授業及び学校生活を公開します。
11月18日～

19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
0795-22-3430

西脇市 ③ 防火の集い
比延小鼓笛隊他による鼓笛隊パレードを通じて、防火の呼びかけをしま
す。

10月16日 総合市民ｾﾝﾀｰ にしたか消防本部 無料
西脇市立比延小学校
0795-22-4619

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21日～

22日
比延学園 比延学園 無料

西脇市立比延小学校
0795-22-4619

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23日 比延学園 比延学園 無料
西脇市立比延小学校
0795-22-4619

西脇市 ① コミセンパレード 地域のコミセン式典での鼓笛隊パレードを行います。 11月3日 コミセン比也野 比也野里まちづくり委員会 無料
西脇市立比延小学校
0795-22-4619

西脇市 ② 比延学園音楽会 音楽の学習の成果発表を行います。 11月27日
比延小学校
体育館

比延小学校 無料
西脇市立比延小学校
0795-22-4619

西脇市 ② オープンスクール「親子人権学習」
幼稚園・小学校が各学年ごとに親子で人権学習に取り組み、人権意識を
高めていきます。

10月23日
西脇市立
双葉小学校
幼稚園教室

西脇市立
双葉小学校
幼稚園

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「地域ふれあい
交流・水害訓練」

地域の高齢者の方々に、昔の遊びや道具作りを教わったり、一緒に給食
を食べたりします。また、地域の方と水害を想定した訓練を実施し、緊急
時の備えについて学びます。

10月26日
西脇市立
双葉小学校
幼稚園周辺

西脇市立
双葉小学校
幼稚園

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「朗読会」
保護者や地域の人たちの前で、園児・児童が学年ごとに取り組んできた
朗読を発表します。

10月28日
西脇市立
双葉小学校体育館

西脇市立
双葉小学校
幼稚園

無料
西脇市立双葉小学校
0795-22-8106

西脇市 ②
地域歴史探検
「里山探検」

学校周辺（里山中心）のフィールドワークを実施し、地域の方々に町の歴
史や自然について教えていただきます。

11月11日
西脇市立
双葉小学校
里山周辺

西脇市立
双葉小学校
幼稚園

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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料 45



第５２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

西脇市 ② オープンスクール
授業などを公開します。同時に祖父母交流会を実施します。10月31日に
は音楽会を開催します。

10月28日・
29日・31日

西脇市立
芳田小

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 学校公開及び授業公開、校内音楽会を行います。
11月17日・
19日・20日

西脇市立
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

西脇市 ② オープンスクール 校内音楽会・人権ふれあいｺﾝｻｰﾄ・ﾐﾆ畳作り他を行います。
11月3日～5

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
0795-28-2203

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6日
西脇市立
西脇中学校

西脇市立
西脇中学校

無料
西脇市立西脇中学校
0795-22-2725

西脇市 ② オープンスクール 学校公開及び授業公開を行います。
11月4日～7

日
西脇市立
西脇東中学校

西脇市立
西脇東中学校

無料
西脇市立西脇中学校
0795-22-3905

西脇市 ③ フレッシュコンサート 西脇中学校の吹奏楽部の地域開放コンサートを行います。 10月24日 市民会館
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

西脇市 ② 文化祭 合唱コンクール、有志劇、人権弁論、演奏他を行います。
11月5日・6

日
西脇市立
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

西脇市 ② 創立50周年記念式典 記念式典、記念講演、吹奏楽演奏、昼食会他を行います。 11月7日
西脇市立
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

西脇市 ② オープンスクール 参観授業を行います。
11月4日～7

日
西脇市立
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 文化祭行事を行います。 11月7日
西脇市立
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
0795-28-2073

西脇市 ② 幼小中合同音楽鑑賞
幼稚園・小学校・中学校が一同に集い、小学校のオーケストラ・中学校の
吹奏楽の音楽を鑑賞します。

10月23日
西脇小学校
講堂

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 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楽しく遊びます。 11月2日
西脇市立
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 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・保育公開します。
11月15日～

19日
西脇市立
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 来住邸訪問
市の文化財である旧来住邸を園児が訪問し、地域の方と音楽鑑賞や伝
統芸能を楽しみます。

11月2日
西脇市立
重春幼稚園

来住邸
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 講演会・秋のコンサート 子育てに関する講演会・マリンバと民族楽器の演奏会を行います。 11月18日
西脇市立
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 わくわくクッキング
地域の食育推進グループ「いずみ会」の方に指導いただき、園児と保護
者がクッキングを楽しみます。

11月19日
西脇市立
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 ① 防火のつどい 日野幼稚園児による演技と防火の呼びかけを行います。 10月16日 福祉センター 西多可消防 無料
西脇市立日野幼稚園
0795-22-3430

西脇市 ② 幼稚園ウィーク 幼稚園開放と保育公開を行います。
11月15日～

19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 祖父母参観日
祖父母の方を対象にふれあい遊びをしたり、大正琴の演奏を聞いたりし
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 ② 参観日・講演会 小西達也さんを招き、コンサートをします。 10月23日 比延幼稚園 比延学園ＰＴＡ 無料
西脇市立比延幼稚園
0795-22-3542

西脇市 ② 音楽会
保護者や地域の方を招いて、歌や演奏をします。小学校と合同の音楽会
です。

11月27日 比延小学校 比延学園 無料
西脇市立比延幼稚園
0795-22-3542

西脇市 ②
幼稚園ウィーク「地域ふれあい交
流・水害訓練」

地域の高齢者の方々に、昔の遊びや道具作りを教わったり、一緒に給食
を食べたりします。また、地域の方と水害訓練を行い、いざという時に備
えられるようにします。

10月26日
西脇市立
双葉小学校
幼稚園

双葉小学校・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「英語で遊ぼう」 市内在住の外国の方を講師に、体験を通して外国語を学びます。 10月27日
西脇市立
双葉小学校

双葉小学校・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「朗読会」
保護者や地域の人たちの前で、園児・児童が学年ごとに取り組んできた
朗読を発表します。

10月28日
西脇市立
双葉小学校

双葉小学校・幼稚園 無料
西脇市立双葉幼稚園
0795-22-8106

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28日～
31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28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31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 ① へそっこ広場 子育て学習センターと連携して、未就園児親子と遊びます。 11月16日 楠丘幼稚園 子育て学習センター 無料
西脇市立楠丘幼稚園
0795-28-2173

西脇市 ② 祖父母交流会 昔の遊びを教えてもらいながら一緒に遊び交流を図ります。 10月15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

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 46



第５２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3日 桜丘小学校
西脇市立
桜丘小学校

無料
西脇市立桜丘幼稚園
0795-28-2174

西脇市 ① 西脇市人権教育研究大会
学校園・地域・企業・社会教育団体の日頃の人権教育・啓発活動の実践
について交流を行います。

11月20日
西脇市立
重春小学校

西脇市人権教育協議会 無料 http://www.city.nishiwaki.jp./

西脇市 ①
西脇市
高齢者大学学園祭

式典、記念講演　奈良文化財研究所　馬場　基　氏、作品展示を行いま
す。

10月28日
西脇市総合市民セ
ンター

西脇市教育委員会 無料  総合市民センター0795－22－5996 西脇市民対象

西脇市 ① あそびの広場 親子で楽しむ交流事業を行います。 不定期 市内各地 西脇市教育委員会 無料
子育て学習センター
0795－28－5702

西脇市民対象

西脇市 ④ 星まつり
ダンス、よさこい、星空コンサート、天体観測会（月・木星など）を行いま
す。

10月16日 日本へそ公園 にしわき経緯度地球科学館 無料 0795-23-2772

西脇市 ④ 子ども科学教室 入館者の親子で実験や科学工作を行います。

10月17日～
12月7日

日曜日・祝
祭日

にしわき経緯度地
球科学館

にしわき経緯度地球科学館 無料 0795-23-2772 入館料必要

西脇市 ④ 夜のスターウォッチング 夜の天体観測会を行います。

10月23日～
12月4日

土曜日・休
前日

にしわき経緯度地
球科学館

にしわき経緯度地球科学館 無料 0795-23-2772

西脇市 ④ 人力発電展 楽しい展示物をとおして、発電のしくみを人力体験できます。
開催中～11

月7日
にしわき経緯度地
球科学館

にしわき経緯度地球科学館 無料 0795-23-2772 入館料必要

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  西脇市青少年センター　　　22-4000

西脇市 ①
北播磨青少年健全育成関係機
関・団体合同研修会

子どもNGO「懐」代表の高森 拓也さんの講演会を開催します。 11月27日 西脇市民会館 北播磨補導委員連絡協議会 無料  西脇市青少年センター　　　22-4000

西脇市 ②③ 兵庫労働安全衛生大会 アトラクション「播州織ファッションショー」に西脇高校生徒が出演します。 11月5日 西脇市民会館 西脇労働基準協会 無料  西脇労働基準協会0795-23-3067

西脇市 ②③ 播州織キルト展 西脇高校生が播州織キルトファッションショーと作品展示を行います。 11月28日 西脇市民体育館 播州織キルト作家小東千鶴 無料  キルトあーと彩土里0795-22-8557

西脇市 ①④ 西脇市産業フェスタ 西脇工業高校生の学習成果の発表ならびに生徒作品等を展示します。
11月20日～

21日
西脇総合市民セン
ター

西脇商工会議所 無料 0795-22-5506

西脇市 ② 地域防災訓練 地域住民参加の防災訓練を行います。 10月8日 西脇北高校 西脇北高校 無料 0795-22-5850

西脇市 ②③
高校生地域貢献活動　老人保健
施設訪問

音楽授業選択者によるハンドベル演奏と手作りマスコットの寄贈をしま
す。

11月下旬 しばざくら荘 西脇北高校 無料 0795-22-5850

宝塚市 ④ ラビスタ「ふれあいフェスティバル」
地元自治会主催のお祭りに宝塚北高校の吹奏楽部と演劇科の２年生が
出演すると共に、生徒会始め有志の生徒がボランティアとして参加しま
す。

10月24日
すみれが丘中央公
園

地元自治会 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~takarakita-hs/

宝塚市 ② PTAファミリー参観および講演会
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6日 宝塚北高校 宝塚北高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~takarakita-hs/

宝塚市 ② 学習発表会 舞台発表、作品展示を行います。 11月6日 宝塚市立養護学校 宝塚市立養護学校 無料 0797-84-0953

宝塚市 ② オープンスクール 学校見学を実施します。
11月4日～

10日
宝塚市立養護学校 宝塚市立養護学校 無料 0797-84-0953

宝塚市 ② 授業公開週間
地域住民、保護者及び学校評議員等に対し授業を公開し、授業を研究し
改善します。

11月8日～
12日

宝塚高校各授業教
室

宝塚高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~takarazuka-hs/

宝塚市 ②
高校生地域貢献活動　地域での
茶会

茶華道部がコミュニティセンターにて茶会を開きます。 11月
中山台コミュニティ
センター

中山台コミュニティセンター 0797-89-9605

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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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 m-takarazuka0120@city.takarazuka.lg.jp

宝塚市 ② オープンスクール 保育公開を行います。
11月8日～

10日
良元幼稚園内 良元幼稚園 無料 0797-72-0296

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6日
宝塚市立
小浜小学校

小浜小学校区まちづくり協議
会

無料 0797-86-2351

宝塚市
①②
③

解放文化祭
幼稚園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し
ます。

11月11日～
12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 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15日～

19日
宝塚市立
小浜幼稚園

宝塚市立
小浜幼稚園

無料 0797-87-3635

宝塚市 ② オープンスクール 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15日～

17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 幼稚園での生活の様子を、随時ご覧いただきます。
11月15日～

19日
長尾幼稚園 長尾幼稚園 無料 0797-88-2501

宝塚市 ② 秋フェスタ
秋の自然の中で子どもたちが考え合ってつくった遊びを、親子や地域の
皆さんで楽しみます。

11月17日
予備日18日

長尾幼稚園 長尾幼稚園 無料 0797-88-2501

宝塚市 ②
あいわ苑(特別養護老人ホーム）と
の交流

園児が地域の老人ホームを訪ね、、手紙を渡したり、ふれあい遊びをした
りします。

11月2日
予備日9日

あいわ苑 長尾幼稚園 無料 0797-88-2501

宝塚市 ② 地域老人会との交流
地域の老人会の方々を招いて伝承遊び等を教えていただき、交流を深め
ます。

11月4日 長尾幼稚園 長尾幼稚園 無料 0797-88-2501

宝塚市 ② なかよしうんどうかい 在園児・未就園児が参加する運動会を行います。 10月16日
宝塚市立西谷認定
こども園

宝塚市立西谷認定こども園 無料 0797-91-0320

宝塚市 ④ 家庭教育学級（シアター・手遊び）
在園児・未就園児とその保護者が人形劇を鑑賞します。その後、保護者
対象の講演会を行います。

10月28日
宝塚市立西谷認定
こども園

宝塚市立西谷認定こども園
PTA

無料 0797-91-0320

宝塚市 ③ 収穫祭（作品展示） 地域の収穫祭に園児の作品を展示します。
10月30日～

31日
夢プラザ

宝塚市自然休暇村管理運営
協議会

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16日～

18日
宝塚市立西谷認定
こども園

宝塚市立西谷認定こども園 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～
18日　（土・
日を除く）

西山幼稚園 西山幼稚園 無料 0797-71-7868

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16日～
19日

末成幼稚園 末成幼稚園 無料 0797-71-7865

宝塚市 ② 幼稚園ウィーク オープンスクール・地域参加型保育を行います。
11月8日～

12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歳児保育を行います。 11月24日 安倉幼稚園 安倉幼稚園 無料 0797-86-6570

宝塚市 ② ふれあい広場 敬老会と５歳児親子の交流を行います。 11月29日 安倉幼稚園 安倉幼稚園と敬老会 無料 0797-86-6570

宝塚市 ② オープンスクール
幼稚園の保育を公開し、参観していただいたり、幼児と共に遊んだりして
いただく機会を設けます。

11月15日～
19日

中山五月台幼稚園 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
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9日～
13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 園児の絵画作品を展示します。
11月9日～

13日
丸橋幼稚園 丸橋幼稚園 無料 0797-89-4146

宝塚市 ② オープンスクール「わくわくランド」
保護者・地域の方・未就園児・小学校児童・保育所の幼児等に呼びかけ、
自由に参観、参加してもらいます。

11月9日～
12日

長尾南幼稚園
園庭・保育室

長尾南幼稚園 無料 0797-89-0210

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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宝塚市 ② 親子人権同和参観 保護者参加型の人権同和の参観日です。
10月15日・

18日
良元小学校各教室 良元小学校 無料 0797-71-5511

宝塚市 ② 音楽会 学年ごとに合唱、合奏等を発表します。 11月20日 良元小学校体育館 良元小学校 無料 0797-71-5511

宝塚市 ② 校区人権市民集会
宝梅中学校吹奏楽部の演奏を聴きます。
人権作文の朗読、標語の紹介を行います。

10月23日 宝塚第一小体育館
一小校区人権啓発推進委員
会

無料 0797-71-0492

宝塚市 ② 交通安全教室
３年生を対象に自転車乗り方教室を開き、交通ルールを守る意識の向上
を図ります。

10月29日
宝塚第一小体育館
視聴覚室

一小校区まちづくり協議会
育友会

無料 0797-71-0492

宝塚市 ② 音楽会 宝塚第一小学校の音楽教育の発表を行います。 11月20日 宝塚第一小体育館 宝塚第一小学校 無料 0797-71-0492

宝塚市 ② オープンスクール（作品展）
オープンスクールを兼ねて、小浜小学校の児童の絵画や工作の作品を
展示します。

11月19日～
20日

小浜小学校多目的
室

小浜小学校 無料 0797-87-0296

宝塚市 ② 図工展（オープンスクール） 本校児童の絵画や造形作品の展示をします。
11月12日～

13日
宝塚小学校
体育館等

宝塚小学校 無料 0797-87-0451

宝塚市 ② オープンスクール 地域へ学校教育及び施設を公開します。
10月25日～
27日・11月6

日
長尾小学校 長尾小学校 無料 0797-88-2031

11月6日は 9:00～
12:00

宝塚市 ② 長尾まつり イベントを通して地域と児童・保護者との交流を行います。 11月13日
長尾小学校校庭体
育館

長尾小学校
育友会

無料 0797-88-2031
おやつ引き替え
は本校児童のみ

宝塚市 ② めふっ子秋まつり 保護者・地域と協力して、お店や様々な出し物等を行います。 10月23日 売布小学校 売布小学校 無料 0797-84-2441

宝塚市 ② オープンスクール 音楽会を実施するとともに、各クラスの授業の様子も見て頂きます。
11月12日～

13日
売布小学校 売布小学校 無料 0797-84-2441

宝塚市 ② オープンスクール 学校の教育活動を公開します。 11月10日 長尾南小学校 長尾南小学校 無料 0797-88-3137

宝塚市 ② オープンスクール 学校の教育活動を公開します。
10月25日～

26日
末成小学校 末成小学校 無料 0797-71-5330

宝塚市 ② 音楽会 音楽発表を行います。 11月13日 末成小学校 末成小学校 無料 0797-71-5331

宝塚市 ② Cブロック運動競技会 Cブロック６校が集まり種目毎の記録を取ります。 10月26日 市民グランド 宝塚市小・養校長会 無料 0797-84-8997

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4日～7

日
安倉小学校 安倉小学校 無料 0797-84-8998

宝塚市 ② 音楽会 全学年による合奏・合唱・斉唱の発表を行います。 11月7日 安倉小学校 安倉小学校 無料 0797-84-8999

宝塚市 ② オープンスクール 音楽会児童鑑賞会を中心とした授業の公開です。 11月19日 中山桜台小学校 中山桜台小学校 無料 0797-88-6492

宝塚市 ② オープンスクール 児童の学校生活を参観していただく
10月25日～

27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
人権同和参観日に３校時より保護者・地域の方々に広く学校を見ていた
だく機会とします。

10月18日 美座小学校 美座小学校 無料 0797-87-0018

宝塚市 ② 公開研究会 子どもたちの学習の様子を参観していただきます。 10月22日 光明小学校 光明小学校 無料 m-takarazuka0143@city.takarazuka.lg.jp

宝塚市 ② オープンスクール 保護者や地域在住の方に学校を公開します。
11月8日～1

２日
末広小学校 末広小学校 無料 0797-72-6581

宝塚市 ② 音楽会 児童が日頃の音楽授業の成果を発表します。 11月13日 中山五月台小学校 中山五月台小学校 無料 0797-89-5412

宝塚市 ② 図工展 児童が作成した絵画や工作を展示します。
11月4日～6

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
保護者や地域の方に、児童の日常の学習風景を自由に参観していただ
きます。

11月5日～6
日

丸橋小学校 丸橋小学校 無料 0797-89-4146

宝塚市 ②
図工展
　（オープンスクール）

保護者、地域、中学校、幼稚園、保育所等に呼びかけ、学校の授業、給
食等　学校の教育活動を自由に参観してもらいます。
同時に図工展を開催、日頃の図工学習の成果を保護者、地域等に発表
する機会とします。

11月18日～
20日

安倉北小学校 安倉北小学校 無料 0797-87-5744

宝塚市 ② 図工展 図工展に伴いオープンスクールで授業公開を行います。 11月20日 すみれガ丘小学校 すみれガ丘小学校 無料 0797-87-4405

宝塚市 ② 参観・懇談 学習参観・学級懇談会を行います。 10月18日 山手台小学校 山手台小学校 無料 0797-88-5322
宝塚市 ② 参観・懇談 学習参観・学級懇談会を行います。 10月22日 山手台小学校 山手台小学校 無料 0797-88-5323

宝塚市 ② ＰＴＡ教育講演会 講演会を行います。 11月5日 山手台小学校 山手台小学校ＰＴＡ 無料 0797-88-5324

宝塚市 ② オープンスクール 授業公・山手フェスティバルを行います。
11月17日～

19日
山手台小学校 山手台小学校 無料 0797-88-5325

宝塚市 ② ３年生稲刈り体験学習 稲刈り体験をします。 10月中 三田ふれあい農園 山手台小学校 無料 0797-88-5327

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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宝塚市 ② ５年生稲刈り体験学習 稲刈り体験をします。 10月中 山手台小学校 山手台小学校 無料 0797-88-5328

宝塚市 ② 文化教室
地域の方々に講師になっていただき、全校生徒が２５講座に分かれて学
習します。

11月27日 宝塚第一中学校 宝塚第一中学校、ＰＴＡ 無料 0798-51-1132

宝塚市 ② 文化発表会 午前はステージ発表を、午後は作品展示の鑑賞をします。 10月27日
宝塚中学校体育館
と校舎

宝塚中学校 無料 0797-87-0292

宝塚市 ② オープンスクール 日頃の生徒の活動の様子を見てもらいます。
11月1日～5

日
宝塚中学校校内全
域

宝塚中学校 無料 0797-87-0292

宝塚市 ② 定期演奏会 吹奏楽部の演奏会です。３年生にとっては 後の演奏会になります。 11月3日 宝塚中学校体育館 宝塚中学校 無料 0797-87-0292

宝塚市 ② 文化発表会 合唱、文化部の発表を行います 10月29日 長尾中学校 長尾中学校 無料 0797-89-3010

宝塚市 ② オープンスクール 授業や部活動など学校のありのままを保護者や地域住民に公開します。
11月8日～

12日
長尾中学校 長尾中学校 無料 0797-89-3010

宝塚市 ② 地域ふれあい教室 地域の方を中心に講師として、各講座を実施します。 11月20日
長尾中学校
東公民館

長尾中学校 無料 0797-89-3010

宝塚市 ② オープンスクール 授業公開・部活公開を行います。
11月8日～

12日
西谷中学校 西谷中学校 無料 0797-91-0312

宝塚市 ② 人権講演会 老人介護問題を考えます。 11月11日 西谷中学校 西谷中学校ＰＴＡ 無料 0797-91-0312

宝塚市 ② 創立５０周年記念式典
創立５０周年を記念し、地域、保護者、同窓生との連携により、記念式典
を開催します。

11月20日 宝梅中学校体育館
宝梅中学校創立５０周年記念
事業実行委員会

無料 0797-71-8886

宝塚市 ② オープンスクール 生徒の学校生活を地域へ公開します。
11月8日～

12日
高司中学校 高司中学校 無料 0797-73-3297

宝塚市 ② オータム・コンサート
本校吹奏楽部定期演奏会を行います。地域・保護者の皆さんをお招きす
る人気の演奏会です。(日程は予定)

11月3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 安倉祭 文化発表会、合唱コンク－ル等を行います。 10月29日 安倉中学校 安倉中学校 無料 0797-87-0090

宝塚市 ② 文化発表会
各クラスの合唱発表会や文化部や教科等の学習の取り組みや展示を行
います。

11月5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 オープンスクール 文化発表会の取り組みや授業公開を行います。
11月1日～5

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 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25日～

29日
御殿山中学校 御殿山中学校 無料 0797-86-7770

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7日 御殿山中学校 御殿山中学校 無料 0797-86-7770

宝塚市 ② 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。

11月27日 すみれガ丘小学校 宝塚市青少年市民育成会議 無料 0797-86-7771

宝塚市 ② 総合文化発表会 文化部及び生徒の学習の成果を発表します。 11月5日
光ガ丘中学校教室
及び体育館

光ガ丘中学校 無料 0797-74-3448

宝塚市 ② オープンスクール 授業公開、学校文化祭を行います。
10月25日～

29日
山手台中学校体育
館

山手台中学校 無料 0797-88-1201

三木市 ➁ オープンスクール お祭りごっこの保育公開をします。 10月15日 三樹幼稚園 三樹幼稚園 無料 0794-82-4327

三木市 ➁ さんさん広場 異年齢交流をします。
10月15日・
11月15日

三樹幼稚園 三樹幼稚園 無料 0794-82-4328

三木市 ② 親子自然教室 講師と共に、親子で幼稚園周辺の自然の散策をします。 10月14日 平田幼稚園
平田幼稚園
中央公民館

無料 0794-82-7284

三木市 ②
オープン幼稚園　平田まつり（おま
つりごっこ）

園児たちが作った屋台やお店屋さんで遊びます。 11月18日 平田幼稚園 平田幼稚園 無料 0794-82-7284

三木市 ②
オープンスクール（幼稚園ウイー
ク）

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17日 三木幼稚園 三木幼稚園 無料 0794-82-9012

三木市 ② オープンスクール（音楽会）
地域の方達の和太鼓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19日 三木小学校 三木幼稚園 無料 0794-82-9012

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します。 11月6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 人形劇観劇
地域のボランティアサークルの方が人形劇をしてくださいます。園児･未就
園児・保護者を対象としています。

11月26日 別所幼稚園 別所幼稚園 無料 0794-82-7278
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三木市 ②
全国国公立幼稚園ウィーク
オープンスクール

PTAのサークル活動内容展示を展示します。
園児作品展示を行います。

11月12日～
17日

別所幼稚園 別所幼稚園 無料 0794-82-7278

三木市 ② オープン幼稚園
幼稚園を公開し、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16日 星陽幼稚園 星陽幼稚園 無料 0794-86-2616

三木市 ① なかよし広場 地域の方・未就園児など、ふれあいを楽しみ交流を深めます。 11月5日 緑が丘幼稚園 緑が丘幼稚園 無料 0794-84-0031

三木市 ②
緑が丘幼稚園・小学校合同音楽
会

音楽会に参加し発表します。そして、小学生とのふれあいを楽しみ発表を
鑑賞します。

11月13日
緑が丘小学校体育
館

緑が丘幼稚園緑が丘小学校 無料 0794-84-0031

三木市 ③ 全国国公立幼稚園ウィークIn三木
三木市役所(みっきぃホール)で子どもの作品を展示します。そして、園行
事としてオープン幼稚園・地域の方との伝承遊びを楽しみ交流を深めま
す。

11月12日～
18日

三木市役所
緑が丘幼稚園

「全国幼稚園ウイークIn三木」
実行委員会

無料 0794-84-0031

三木市 ② オープンスクール 日々の幼稚園生活の様子を公開します。カプラ遊びを行います。 11月18日 緑が丘東幼稚園 緑が丘東幼稚園 無料 0794-85-8500

三木市 ② ふれあい遊び
地域の就園前の幼児と保護者に幼稚園児と触れ合っていただき、幼児教
育の理解に努めます。

11月4日 自由が丘幼稚園 自由が丘幼稚園 無料 0794-82-1200

三木市 ② 全国国公立幼稚園ウィーク
「はばタンイベント」や「オープンスクール」等で保護者や地域の方々に園
を公開します。

11月15日～
19日

自由が丘幼稚園 自由が丘幼稚園 無料 0794-82-1200

三木市 ② 音楽会 小学校と合同で開催します。歌や合奏の発表を行います。 11月20日 自由が丘小学校 自由が丘小学校、幼稚園 無料 0794-82-1200

三木市 ② オープンスクール　絵画作品展
子ども達が未就園児とふれあい遊びをしたり、子ども達の絵画や作品を
展示します。

11月17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 ➀ 全国国公立幼稚園ウイーク
幼稚園教育を理解していただくために、三木市幼稚園の歴史、幼児の絵
画などを展示するなどのイベントを行います。

11月13日～
19日

市役所
みっきいホール

三木市幼稚園園長会 無料 0794-84-0777

三木市 ➁ オープン保育 地域の方にも、広野幼稚園の保育を公開します。
11月17日～

18日
広野幼稚園 広野幼稚園 無料 0794-84-0777

三木市 ➂
幼小合同ミュージックフェスティバ
ル

広野小学校の大きな舞台で、歌を歌ったり、楽器を演奏したりします。 11月19日 広野小学校 広野幼稚園　広野小学校 無料 0794-84-0777

三木市 ➂
「ひまわりアンサンブル」によるコ
ンサート

地域の未就園児とその保護者と一緒に、アンサンブルを聴き、いろいろな
楽器の音に親しみます。

11月24日 広野幼稚園 広野幼稚園 無料 0794-84-0777

三木市 ② 運動会 幼稚園単独の運動会を行います。 10月16日 よかわ幼稚園 よかわ幼稚園 無料 0794-73-1171

三木市 ② オープンスクール 園の保育を一般公開します。
11月24日～

25日
よかわ幼稚園 よかわ幼稚園 無料 0794-73-1171

三木市 ②
保育参観・保護者対象子育て講演
会

保育参観後子育て講演を聞きます。 10月中旬
三木市立みなぎ台
幼稚園

みなぎ台幼稚園 無料 0794-73-2830

三木市 ② オープンスクール
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10日
三木市立みなぎ台
幼稚園

みなぎ台幼稚園 無料 0794-73-2830

三木市 ② 全国国公立幼稚園ウィークiｎ三木 ウィーク期間中、園児の作品展示をしています。
11月11日～

18日
三木市立みなぎ台
幼稚園

みなぎ台幼稚園 無料 0794-73-2830

三木市 ② 親子人権学習 道徳授業等の公開を通して、親子で人権に関する学習に取り組みます。 10月21日 三樹小学校各教室 三樹小学校 無料 0794-82-3169

三木市 ② オープンスクール 音楽会を保護者・地域の方に公開します。 11月12日 三樹小学校体育館 三樹小学校 無料 0794-82-3169

三木市 ② オープンスクール ちびっ子秋祭り（１・２年生活科の成果発表）をおこないます。 11月16日 三樹小学校体育館 三樹小学校 無料 0794-82-3169

三木市 ➁
人権ふれあいデー・学校オープン
の日

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21日
三木市立平田小学
校

平田小学校 無料 0794-82-7322

三木市 ➁ 学習発表会・学校オープンの日
各学年で、国語科、生活科、音楽科、総合的な学習の時間等の学習成果
を地域・保護者に披露します。

11月19日
三木市立平田小学
校

平田小学校 無料 0794-82-7322

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17日 三木小学校 三木小学校 無料 0794-82-0341

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18日 別所小学校 別所小学校 無料 0794-83-0350

三木市 ② オープンスクール
授業の様子や給食、休み時間など学校生活を公開します。図書ボラン
ティアによる読み聞かせや芸術鑑賞会も行います。

11月5日 志染小学校 志染小学校 無料 0794-87-3224

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22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「グランドゴルフ」を一緒にしま
す。

10月25日 口吉川小学校 口吉川小学校 無料 0794-88-0224
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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22日
（予定）

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「グランドゴルフ」を一緒にしま
す。

11月29日 口吉川小学校 口吉川小学校 無料 0794-88-0224

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26日 豊地小学校 豊地小学校 無料 0794-86-2224
三木市 ② 共育日・人権教育講演会 授業公開の後、講師を迎え人権について講演をしていただきます。 11月24日 豊地小学校 豊地小学校 無料 0794-86-2224

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13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 オープンスクール 保護者・地域の人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こころの講演会
永原郁子さんを講師にお迎えして、こころやいのちのことについて考えま
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 ② 校内音楽会 子どもたちの日ごろの練習の成果を発表します。 11月19日 緑が丘東小学校 緑が丘東小学校 無料 0794-85-1900

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20日 自由が丘小学校 自由が丘小学校 無料 0794-85-1300

三木市 ② 東っ子学習発表会
各学年ごとに合奏や合唱を通して、これまでの学習成果を発表します。

10月29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 オープンスクール 人権教育等の授業を公開します。 10月14日 広野小学校 広野小学校 無料 0794-85-3000

三木市 ② 芸術鑑賞会
影絵劇団「かかし座」による、①「星の王子さま」　②「長靴をはいたねこ」
を上演します。

10月29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 鍛錬遠足
創立30周年を記念し、創立当時に行っていた雌岡山への歩行遠足を行
います。

10月30日
広野小～雌岡山～
広野小

広野小学校 無料 0794-85-3000

三木市 ② オープンスクール
創立30周年記念式典に続いて、ミュージックフェスティバル（音楽会）を行
います。

11月20日 広野小学校 広野小学校 無料 0794-85-3000

三木市 ② ３年環境体験事業 秋の記念碑山で木々や植物の観察を行います。 10月14日
三木市吉川町大畑
記念碑山

中吉川小学校 無料 0794-73-0026

三木市 ② ３年環境体験事業 ビオトープの観察を通して環境保全の心を育みます。 10月29日
吉川町上荒川「ミツ
カン」

中吉川小学校 無料 0794-73-0028

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4日～5

日
中吉川小学校 中吉川小学校 無料 0794-73-0029

三木市 ② 親子人権学習 道徳の学習参観を行います。 11月5日 中吉川小学校 中吉川小学校 無料 0794-73-0030

三木市 ② 親子人権講演会 保護者と一緒に講演を聴き、学習します。 11月5日
中吉川小学校体育
館

中吉川小学校 無料 0794-73-0031

三木市 ② オープンスクール
授業参観、ふれあい給食(老人会・地域の方との)、親子人権教育講演会
などを行います。

10月21日
東吉川小各教室及
び体育館

東吉川小学校 無料 0794-72-0040

三木市 ②
オープンスクール
(学習発表会)

各学年のステージ発表(劇、合唱、合奏、総合的な学習発表など)を行い
ます。

11月20日 東吉川小体育館 東吉川小学校 無料 0794-72-0040

三木市 ② 環境体験学習
１～３年生がやしろの森公園に出かけ、秋の山に親しみながら、森の豊か
さを体感します。

10月27日 やしろの森公園 上吉川小学校 無料 0794-73-0265

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20日 体育館 上吉川小学校 無料 0794-73-0265

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。 10月14日 みなぎ台小学校 みなぎ台小学校 無料 0794-76-5640

三木市 ② 1年親子人権講演会 １年生の生徒と保護者が人権についての後援を聞きます。 10月19日 三木中学校体育館 三木中学校 無料 0794-82-0404

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28日 三木中学校体育館 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、文化祭際を開催します。 10月30日 三木中学校体育館 三木中学校 無料 0794-82-0404

三木市 ② オープンスクール
学習活動をはじめ生徒たちの学校生活の様子を、保護者や地域住民の
方々に公開します。

10月27日～
29日

三木東中学校 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 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。 11月5日
三木東中学校体育
館

三木東中学校 無料 0794-83-1600
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三木市 ③ 文化祭
各クラスごとに合唱を行います。生徒の各グループがダンスや劇を行い
ます。

10月30日 別所中学校 別所中学校 無料 0794-82-0547

三木市 ② 文化祭 学級劇、各教科の作品展示、ノート展、客演　イリュージョンを行います。 10月30日
志染中学校
体育館等

志染中学校 無料 0794-87-3334

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・音楽部演奏・各教科展示・芸術鑑賞等を行うとともに、保
護者や地域の方に学校の教育活動を公開します。

10月30日 星陽中学校 星陽中学校 無料 0794-86-2336

三木市 ② オープンスクール 地域の人に普段の学校・授業の様子を公開します。
10月27日～

29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します。 10月27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29日 自由が丘中学校 自由が丘中学校 無料 0794-85-3300

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、プロ劇団の演
劇などの鑑賞をします。

11月3日 吉川中学校体育館 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24日 吉川中学校 吉川中学校 無料 0794-72-0142

三木市 ②
市内中学校
連合音楽会

市内中学校の吹奏楽部や音楽部等の生徒が参加し、演奏や合唱を披露
します。

11月10日 三木市文化会館 三木市中学校音楽研修部会 無料 各中学校

三木市 ② 特別支援学校訪問研修会
知的障害教育についての実践的な取り組みや指導についての研修を行
います。

11月2日
三木市立三木特別
支援学校

兵庫県立特別支援センター 無料
0794-84-0830
mikishiens@ns.miki.ed.jp

三木市 ②
教育参観日
進路研修会

将来の自立・就労に向けて、今、家庭や学校で必要なことについての研
修をします。

11月9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 ③ 緑が丘公民館文化祭
芸能発表会、子どもたちの絵画作品を展示するなど地域の方の交流を深
めます。

10月23日 緑が丘町公民館
三木市緑が丘町まちづくり協
議会

無料
緑が丘公民館
0794-85－1336

三木市 ①
自由が丘ウォーキングフェスティ
バル

地域再発見を目的に町内の自治会館・集会所などをめぐるスタンプラ
リーなどを実施します。

11月14日 自由が丘地内
自由が丘地区連合行事推進
協議会

無料
自由が丘公民館
0794-85-4700

三木市 ① 口吉川町地域づくり研究大会
人権教育を推進するため大会を開催します。内容：①小学生による人権
作文の朗読②実践活動の発表③記念講演

11月6日 口吉川町公民館
口吉川地区人権・同和教育
推進協議会（口吉川町公民
館内）

無料 0794-88-0004

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19日・
22日・26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13日 三木市文化会館他
三木市人権・同和教育協議
会

無料
0794-82-2000
（内線2351)

三木市 ②
高校生地域貢献活動　通学路清
掃

三木高校 寄り駅からの通学路を生徒・職員で清掃をします。 11月19日
神鉄三木駅から三
木高校までの通学
路

三木高校 無料 0794-82-5001

三木市 ① 三木金物祭り

三木東高校PTAを中心に、バザーとあしなが育英会の募金活動を実施し
ます。
また、科目アントレプレナーの活動の一環として、三木東高校の生徒が考
案したお菓子“のこぎりクッキー”を販売します。

11月6日・7
日

三木市役所前広場
周辺

三木金物まつり実行委員会 無料 三木金物まつり実行委員会

三木市 ② 地域史
三木や小野地域の歴史を学習する地域史で、１１月は歴史研究者の伊
賀なほゑ氏による「近世三木と金物産業」の講義が２回と小野市立考古
館の粕谷修一氏の講義が２回行われます。

11月5日・12
日・19日・26

日

三木東高校同窓会
館

三木東高校 三木東高校
申し込みは締め
切っています。

三木市 ③ 三美書道講座 一般から募集した「上級・初級の書道講座」を実施します。
11月6日・20

日
三木東高校書道教
室

三美書道講座運営委員会 無料 三木東高校

三木市 ②
高校生地域貢献活動
学校周辺清掃

三木北高校周辺の清掃を生徒・職員で実施します。 11月10日 三木北高校周辺 三木北高校 無料 0794-85-6781

三木市 ② 環境講演会 環境関係の講演会を開催します。 10月13日 三木北高校 三木北高校 無料 0794-85-6781
三木市 ② 地域連携事業　授業公開 地域・地元小中学校職員対象に授業公開を 行います。 11月中旬 吉川高校 吉川高校 無料 0794-73-0068
高砂市 ② 文化祭 文化的な発表会（合唱・展示）を行います。 10月28日 松陽中学校 松陽中学校 無料 079-447-1942

高砂市 ② オープンスクール 保護者や地域の方々に学校教育活動の様子を公開します。
10月25日～

29日
松陽中学校 松陽中学校 無料 079-447-1942

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22日 宝殿中学校 宝殿中学校 無料 079-432-3786
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29日 宝殿中学校 宝殿中学校 無料 079-432-3786

高砂市 ② 人権・福祉教育研究発表会 本校の人権･福祉教育の発表を行います。 11月25日 宝殿中学校 宝殿中学校 無料 079-432-3786
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料金欄が空白の場合、有料又は一部有料 53



第５２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

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22日～

26日
宝殿中学校 宝殿中学校 無料 079-432-3786

高砂市 ② 文化祭 展示・合唱・演劇等を発表します。 10月29日 鹿島中体育館 鹿島中学校 無料 079-447-1179

高砂市 ② オープンスクール 学校を公開します。
10月29日～

11月4日
鹿島中体育館 鹿島中学校 無料 079-447-1179

高砂市 ② 性教育講座 ２・３年生と保護者対象に助産院の先生を講師に招き学習します。 11月1日 鹿島中体育館 鹿島中学校 079-447-1179 助産院院長

高砂市 ② 租税教室 税務署職員のお話を聞き、１年生が税金について学習します。 11月2日 鹿島中体育館 鹿島中学校 無料 079-447-1179 税務署職員
高砂市 ② 授業研修 講師を招聘して教員が授業研修を行います。 11月4日 鹿島中各教室 鹿島中学校 無料 079-447-1179 小畑氏

高砂市 ① 曽根地域一斉クリーン活動
祭礼後の地域主催の清掃活動に参加します。主に生徒会を中心とする
生徒、職員が参加し、地域の環境美化をとおして地域住民と交流をもち、
また地域を愛する心を育みます。

10月17日 曽根町
曽根町青少年健全育成協議
会

無料
松陽高校総務部
079-447-4021

高砂市 ②
高校生地域貢献活動　「花いっぱ
い運動」

生徒がプランターに花を植え、主に公民館や老人施設など地域に配布し
ます。

10月27日 曽根町 松陽高校 無料
松陽高校総務部
079-447-4021

高砂市 ② 園児と芋掘り
生活文化科・普通科の生徒と地元の保育園・幼稚園児で本校の畑におい
て芋掘りを実施します。幼稚園・保育園と連携を図り体験活動、交流活動
を行います。

10月末～１
１月初旬

松陽高校 松陽高校 無料 松陽高校   生活文化科079-447-4021

高砂市 ①
国際交流・地域交流
　「東はりまマダン」

松陽高校KCC部の生徒を中心に「東はりまマダン」に参加をし、チャンゴ
を披露します。また、多くの在日外国人の方や地域の方と交流をします。

10月31日
ユーアイタウン緑道
公園

「東はりまマダン」実行委員会 無料 神谷重章　090-4277-4549

高砂市 ② 松陽祭 映画鑑賞会を行います。保護者と地元自治会に案内を出します。 11月19日
高砂市福祉保健セ
ンター

松陽高等学校定時制課程 無料
松陽高等学校定時制課程
079-447-4022

問い合わせは
13:00～21:30にお
願いします。
会場の都合によ
り、希望者多数の
場合は抽選で30
名に限らせていた
だきます。

高砂市 ② 社会奉仕活動 高砂高校校区内の清掃ボランティアを行います。 10月15日 高砂南高校周辺 高砂南高校 無料 079-443-5900

高砂市 ① ひまわり園訪問
特別養護老人ホームひまわり園を高砂南高校の生徒達が訪問することで
親睦を深めます。

10月下旬・
11月中旬

特別養護老人ホー
ムひまわり園

高砂南高校 無料 079-443-5900

高砂市 ① 鶴林園訪問
特別養護老人ホームを高砂南高校のPTAと生徒達が訪問し、植樹をした
りゲームをしたりすることで親睦を深めます。

11月下旬
特別養護老人ホー
ム鶴林園

高砂南高校 無料 079-443-5900

川西市 ② 文化祭 １年は各教室で展示、２・３年は体育館で劇を実施します。
11月1日～3

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･地域の方に授業等を参観していただきます。 10月23日 川西北小学校 川西北小学校 無料 072-759-3880

川西市 ② 作品展 小学生の絵画や製作の作品を展示します。
11月30日～

12月3日
川西北小学校体育
館

川西北小学校 無料 072-759-3880

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する。 11月27日 多田小学校体育館 多田小学校 無料 072-793-0018

川西市 ③ 校内音楽会 各学年の音楽発表会を行ないます。 11月12日 アリーナ けやき坂小学校 無料 072-799-3946
川西市 ②③ オープンスクール 各クラスの授業公開と演劇鑑賞会を行います。 11月6日 各クラス・アリーナ けやき坂小学校 無料 072-799-3947
川西市 ② 人権参観日 参観授業を行います。 10月22日 牧の台小学校 牧の台小学校 無料 072-794-2537
川西市 ③ 校内音楽会 歌と合奏の発表会を行います。 11月12日 牧の台小学校 牧の台小学校 無料 072-794-2538

川西市 ② 多田東小音楽会
合唱・器楽演奏の発表をします。1日目は児童対象で2日目は保護者対象
に実施します。

11月26日～
27日

多田東小学校体育
館

多田東小学校 無料 072-792-2967

川西市 ② オープン参観 地域の方々〔保護者を含む）への授業参観を行います。 11月11日 各教室 清和台小学校 無料 072-799-0730
川西市 ④ 音楽会（保護者） 音楽学習の発表会（保護者向けの発表）を行います。 11月19日 体育館 清和台小学校 無料 072-799-0730
川西市 ② オープン参観 地域の方（保護者を含む）への授業参観を行います。 11月11日 各教室 清和台小学校 無料 072-799-0730
川西市 ④ 音楽会 音楽学習の発表会を行います。 11月19日 体育館 清和台小学校 無料 072-799-0730
川西市 ① オープンスクール 保護者・地域の方に１日自由に保育を参観していただきます。 11月11日 幼稚園 久代幼稚園 無料 072-759-7698
川西市 ② 音楽会 各学年の合唱・合奏を保護者向けに発表します。 11月20日 体育館 東谷小学校 無料 072-794-0033
川西市 ② 親子人権学習 絵本の読み聞かせによる親子人権学習会です。 10月27日 清和台幼稚園 清和台幼稚園 無料 072-799-0520

川西市 ② 清和台地区文化祭出演 演技披露をします。 10月30日 清和台南小学校
清和台地区コミュニティ推進
協議会

無料 072-799-0520

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10日 清和台幼稚園 清和台幼稚園 無料 072-799-0520
川西市 ② おうちのひとと遊ぼうデー おうちの人と体操やゲームをして楽しみます。 11月13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16日～

17日
清和台幼稚園 清和台幼稚園 無料 072-799-0520
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川西市 ③ 川西養護学校文化活動発表会 各学部が、ステージ・展示発表を行います。 11月20日 川西養護学校 川西養護学校 無料 072-799-1456

川西市 ② 学習発表会 展示（教室）・演劇（体育館）等の発表を行います。
10月29日～

30日
川西市立清和台中
学校

川西市立清和台中学校 無料 072-799-3418

川西市 ② オープンスクール 地域授業参観として、各クラスの授業を公開します 11月20日
川西市立清和台中
学校

川西市立清和台中学校 無料 072-799-3418

川西市 ③ なかよしフェスティバル 公立幼稚園１０園が集まり体操やリズム遊びを楽しみます。 10月21日 市民体育館 各幼稚園 無料 072-759-8342

川西市 ① PTCA文化祭
川西北地区の幼児,児童、生徒、保護者、地域の方々や教師が一堂に集
まって歌や、ダンスの披露などを行います。

10月24日 　川西北小学校 川西北コミニュティ 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行います。 11月10日 　川西北幼稚園 　川西北幼稚園 無料 072-759-8342

川西市 ② 幼稚園ウィーク オープン参観を行います。
11月10日～

17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収穫したお米を使っておにぎりパーティを実施しま
す。

11月17日 　川西北幼稚園 　川西北幼稚園 無料 072-759-8342

川西市 ③ たのしい表現展 市内公立幼稚園10園が集まって作品や絵画を展示します。
11月20日～

22日
川西市中央公民館 教育情報センター 無料 072-758-8680

川西市 ② 多田文化祭 コミュニティーの文化祭に参加します。 11月7日 多田小校内 多田コミニュティ 無料 072-793-0018

川西市 ② オープンスクール 終日の保育計画表を配布し、保護者、地域の方が自由に参観できます。 11月15日 加茂幼稚園 加茂幼稚園 無料 072-759-7205

川西市 ② ハッピーかもっこクラブ 地域の３歳児を対象に保育をしたり、在園児と交流したりします。 11月15日 加茂幼稚園 加茂幼稚園 無料 072-759-7205

川西市 ② 手話で遊ぼう 園児みんなが手話で季節の歌を教えてもらい、一緒にうたいます。 11月16日 加茂幼稚園 加茂幼稚園 無料 072-759-7205

川西市 ③ コミュニティー文化祭
加茂小校区のコミュニティ文化祭に加茂幼稚園５歳児が作品を出展しま
す。

11月27日～
28日

コミュニティーセン
ター「加茂ふれあい
会館」

コミュニティーセンター「加茂
ふれあい会館」

無料 072-757-0210

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を実施します。
11月9日～

11日
保育室 ふたば幼稚園 無料 072-757-8832

川西市  ② 　祖父母交流 園児の祖父母を招待して共に遊びます。 11月16日 保育室 ふたば幼稚園 無料 072-757-8832

川西市 ② 同伴登校奨励日 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5日・15

日
校区の各地域 久代小学校 無料 072-759-3132

川西市 ①② 食でヘルスアップ教室
「食」の大切さを認識し、健康的な食生活を実践する力を身につけるため
に、食育教室を開催します。

11月6日
久代小学校家庭科
室

川西いずみ会 072-783-1231

川西市 ② 作品展 学年のテーマごとに児童の作品を展示しています。
11月26日～

12月3日
久代小学校体育館 久代小学校 無料 072-759-3133

川西市 ② フリー参観 学校生活の様子を自由にご覧いただきます。 11月26日 校内全体 久代小学校 無料 072-759-3134

川西市 ② オープンスクール 自由参観を実施します。
11月13日・

18日
保育室・園庭 川西幼稚園 無料 072-759-1002

川西市 ② 就園児幼児との交流 在園児と一緒に交流して遊びます。 11月10日 保育室・園庭 川西幼稚園 無料 072-759-1002

川西市 ② 地域の方との交流 地域の方と一緒にグランドゴルフを楽しみます。 11月12日 園庭 川西幼稚園 無料 072-759-1002

川西市 ② 川西市指定研究発表会
国語科テーマ「自分の考えを持って表現できる子を育てる」
公開授業・全体会・講演を行います。

11月17日 陽明小学校 陽明小学校 無料 072-793-4415

川西市 ② 校内作品展 図工の作品を中心に個人・共同作品の展示します。
11月30日～

12月3日
陽明小学校 陽明小学校 無料 072-793-4415

川西市 ③ 学習発表会 展示と演劇等のステージ発表をします。
10月29日～

30日
教室・体育館 川西中学校 無料 072-759-2473

川西市 ② オープンスクール 全クラス、授業を公開します。
11月15日～

16日
教室 川西中学校 無料 072-759-2474
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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12日 教室・会議室 川西中学校 無料 072-759-2475

川西市 ② 幼稚園ウィーク
保護者、地域の方などが自由参観できる機会をもち、幼稚園教の理解を
図る。

11月15日～
19日

牧の台幼稚園 牧の台幼稚園 無料 072-794-3496

川西市 ② おひさま広場 地域の就園前幼児と在園児が一緒にふれあって遊びます。 11月25日 牧の台幼稚園 牧の台幼稚園 072-794-3496
料金は保険代の
み徴収しています

川西市 ② なかよしクラブ
地域の３歳児に遊びの場や友達とのかかわりの場を提供するとともに、
保護者の交流の場とする。

11月11日･
18日・26日

牧の台幼稚園 牧の台幼稚園 072-794-3496
料金は保険代の
み徴収しています

川西市 ② よっといデー 就園前幼児と在園児との交流遊びを行います。 11月4日 園庭 東谷幼稚園 無料 072-794-1006
川西市 ② ひよこクラブ ３歳児保育（プレ保育）を行います。 11月9日 園庭 東谷幼稚園 無料 072-794-1006
川西市 ② オープンスクール 保育参観（１日の内自由な時間に参観）を行います。 11月10日 保育室 東谷幼稚園 無料 072-794-1006

川西市 ② 文化発表会 中学生が展示や演劇等のステージ発表を行ないます。
10月29日～

30日
緑台中学校 緑台中学校 無料 072-793-8322

川西市 ②
川西中学校区
人権教育研修会

川西中学校区の幼・小・中学校が合同で行う人権教育研修会。本年度は
桜が丘小学校にて開催します。

11月17日
桜が丘小学校
教室等

桜が丘小学校 無料 072-758-9450

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10日
県立川西緑台高校
周辺

県立川西緑台高校 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。
11月1・2・4・

5日
県立川西緑台高校 県立川西緑台高校 無料 072-793-0361

川西市 ② 幼稚園児に英語を教える 国際教養コースの生徒の英語教育実習を行います。 10月28日 東谷幼稚園 川西北陵高校 無料 072-794-7411

川西市 ② リーダー体験
科学教育類型対象に社会貢献できるリーダーの育成を目指して、川西北
消防署による集団行動訓練および放水体験を実施します。

11月1日
川西北陵高校外敷
地

川西北陵高校 無料 072-794-7411

川西市 ③ 芸術鑑賞会
演劇「ＥＤＤＩＥ」（劇団イング）鑑賞を行い、保護者の方にも参加いただき
ます。

11月2日 川西文化会館 川西北陵高校 無料 072-794-7411

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、川西明峰高校の生徒
とともに画像処理の基礎･応用を学んでいただきます。

通年 川西明峰高校 川西明峰高校
072-757-8826
川西明峰高校

川西市 ①③ グリーンアップ 生徒が栽培から収穫まで行った野菜や花を地域の施設に配ります。 10月18日 川西明峰高校 川西明峰高校 無料
072-757-8826
川西明峰高校

川西市 ② 文化祭
模擬店、加茂小・ハピネス川西・本校生の作品展示、ステージ発表を行い
ます。

11月3日 川西高校 川西高校 無料 072-759-3394

小野市 ② 環境体験学習
３年生による環境学習（ビオトープ見学・絶滅危惧種の観察・水生生物の
観察等）をします。

10月20日・
21日

キリンビアパーク 小野小学校 無料 0794-63-2725

小野市 ② オープンスクール
親子人権学習・PTA主催「子育て講演会・献血運動・使用済み食用油回
収」を行います。

10月28日 小野小学校 小野小学校 無料 0794-63-2725

小野市 ②
兵庫県小学校教育研究会体育部
会総会並びに研究大会

公開授業・分科会・総会・研究発表・講演を行います。
講師　奈良教育大学准教授　　高田俊也氏

11月12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を行います。 11月20日 小野小学校 小野小学校 無料 0794-63-2725

小野市 ② 音楽発表会
前日に校内音楽会を開催（児童のみ）当日は、保護者対象に各学年ごと
に音楽発表をします。

10月29日
小野東小学校体育
館

小野東小学校 無料 0794-63-3192

小野市 ②
オープンスクール
親子人権学習
ＰＴＡ人権講演会

各学級で人権に関わる教材を使い、親子で考える人権学習を行います。
また、ＰＴＡ主催による人権講演会を実施します。

11月13日
小野東小学校教室
並びに体育館

小野東小学校
小野東小ＰＴＡ

無料 0794-63-3192

小野市 ②
小中合同
人権講演会

河合小・中連携教育の一貫として、小中に関連した人権課題解決に向け
た取り組みを実施します。一人芝居の『モモ子』の講演を行います。

11月2日 河合小学校 河合小・中学校 無料 0794-66-2913
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小野市 ① 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人権文化に
ついて発表会を行います。

11月13日・
14日

コミセンかわい
河合小学校

コミセンかわい 無料 0794-66-2913

小野市 ②
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会を計画しています。児童が育てた小麦や米、イ
モなどの収穫祭を各学年で実施するところもあります。

11月20日 河合小学校 河合小学校 無料 0794-66-2913

小野市 ② オープンスクール
児童の学校での学びと地域の方々の学びを発表（きすみのまつり）しま
す。午後は、子育てセミナーを実施します。

10月23日 来住小学校 来住小学校 無料 0794-63-2735

小野市 ① きすみのまつり サークル生作品発表会、模擬店等出展等を行います。 10月24日 コミセンきすみの
コミセン
きすみの

無料 0794-63-2735

小野市 ② 収穫祭
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。

11月24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をします。
10月29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を行います。 11月17日 市場小学校 市場小学校 無料 0794-63-2745

小野市 ②
ICT活用
授業研究会

ICTを授業展開の中でどのように効果的に活用するかとともに教師のICT
活用力の向上を目指した研究会です。

11月2日  大部小学校 大部小学校 無料 0794-63-2755

小野市 ②
オープンスクール
（親子人権学習）

道徳の参観授業や「影あそび劇団ジョイホナ」の公演を通して、親子で人
権について考えます。

11月26日 大部小学校 大部小学校 無料 0794-63-2755

小野市 ② 中番フェスティバル
５．６年生の誉田太鼓演奏と縦割りの仲良し班やPTAによる出店もあり、
地域の方を招いての祭りを計画しています。

10月23日
中番小学校
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を行います。 11月19日
中番小学校
各教室・体育館

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

親子人権学習を行います。 10月23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」探検をします。 10月29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を行います。 11月5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
方と交流を行います。

11月26日 下東条小学校 下東条小学校 無料 0794-67-0033

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サロンを実施します。

10月14日・
28日・11月
11日・25日・

12月9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 ９クラブが地域の方のご指導を得ながら実施します。 11月19日 下東条小学校 下東条小学校 無料 0794-67-0033

小野市 ②
学校改革
研究発表会

モジュール学習及び授業の公開をします。また、脳科学の理論に立った
実践発表を行います。

11月5日 小野中学校 小野中学校 無料 0794-63-2720

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）、生徒会活動の取組の発
表を行います。

11月12日 河合中学校 河合中学校 無料 0794-66-2907

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います。

11月13日 コミセンかわい
かわい
地域づくり協議会

無料 0794-66-2907

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 終日の取り組みとして、人権劇と人権弁論大会を行いま
す。

11月12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
東・北播磨地区中学校道徳教育
研究大会

全学級の公開授業、研究発表、講演会を行います。
講師　兵庫教育大学大学院准教授　淀澤勝治氏

11月18日 小野南中学校
東・北播磨地区中学校教育
研究会道徳部会小野南中学
校

無料 0794-63-2731

小野市 ② 人権旬間 人権教育の強化･推進を行います。
11月1日～

12日
旭丘中学校 旭丘中学校 無料 0794-63-2750
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小野市 ② オープンスクール 道徳授業の学習参観を実施します。 11月5日 旭丘中学校 旭丘中学校 無料 0794-63-2750

小野市 ③
ふれあい
フェスティバル

小野市民会館大ホールで、オペレッタ「ももたろう」（小学部）「セロ弾きの
ゴーシュ」（中学部）を発表する。ゲスト出演としてラテン音楽のエスペラン
サのミニコンサートをおこないます。

11月27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 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みます。 11月9日 わか松幼稚園 わか松幼稚園 無料 0794-62-2113

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を実施します。
11月11日～

12日
小野東幼稚園 小野東幼稚園 無料 0794-62-2666

小野市 ② 保育研修会
講師先生を招いて園内研修会（保育公開）をおこないます。
講師：兵庫教育大学准教授　淀澤勝治先生

11月17日 小野東幼稚園 小野東幼稚園 無料 0794-62-2666

小野市 ① 川島隆太講演会
子どもの保護者を中心に、「脳を育て　夢をかなえる　～今　子育てに必
要なこと～　」（仮題）と題して、脳科学と子育て・教育をテーマに教育講演
会を実施します。

11月6日 小野市民会館
小野市教育委員会
学校教育課

無料 0794-63-2409

小野市 ①
第6回
小野市1周ウォーク2010

スポーツの秋に小野市内の観光名所を巡り、小野市の魅力を感じなが
ら、達成感を味わいましょう。小野市観光協会と共催。抽選で100名に「白
雲谷温泉ゆぴか」入浴券をプレゼントします。

10月16日 ひまわりの丘公園
小野市１周ウォーク実行委員
会
（教育委員会体育保健課）

無料 0794-63-2591

小野市 ①
11月ハートフルウォーキングデー
紅葉ゆぴか小野ハミングウェイ
ウォーク

高山・ゆぴかコース８kmと山田川沿いハミングウェイコース12kmに分かれ
て、小野市の紅葉を楽しんでいただきます。神戸電鉄・小野市観光協会
共催。参加者には「白雲谷温泉ゆぴか」入浴半額券をプレゼントします。
昼食時には「いちば美食クラブ」より小野産ふくほの香ラーメンを100円で
販売します。

11月27日
小野市立市場小学
校

市場地区地域づくり協議会お
のハートフル人会
（教育委員会体育保健課）

無料

0794-62-2454
（コミセンいちば）
0794-63-2591
（体育保健課）

小野市 ①
第7回
スポーツギネスＯＮＯ

市民が跳び箱、静止倒立、倒立歩行、短なわ二重とび、大なわとび、ア
ジャタ（スポーツ玉入れ）・夫婦で二人三脚、親子で二人三脚の８種目で、
小野市ナンバーワンを目指してチャレンジすることを目的に開催します。

11月7日
小野市総合体育館
（アルゴ）アリーナ

スポーツギネスＯＮＯ実行委
員会
（教育委員会体育保健課）

無料 0794-63-2591

小野市 ① 第4回小野名画劇場 「イヴの総て」「帰郷」を上映します。 10月16日 小野市民会館 小野市民会館 0794-63-1020

小野市 ① きすみの祭り サークル生出品発表会、模擬店等出店他を行います。
10月23日・

24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 いちばふれあい祭り サークル生出品発表会、模擬店等出店他を行います。
10月30日・

31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 ① 第32回下東条文化祭 サークル生出品発表会、模擬店等出店他を行います。
11月6日・7

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 ① かわい快適の森里山フェスタ
産業化と共催、夢の森公園にてハイキング、丸太きり等様々なイベントの
開催します。

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

サークル生出品発表会、模擬店等出店他を行います。
11月6日・7

日
コミセンおおべ 大部地区地域づくり協議会 無料 0794-63-6100

小野市 ①
かわいふれあいの
　　まつり

サークル生出品発表会、模擬店等出店他を行います。
11月13日・

14日
コミセンかわい 河合地区地域づくり協議会 無料 0794-66-2030

小野市 ① 第5回小野名画劇場 「心の旅路」「切腹」を上映します。 11月20日 小野市民会館 小野市民会館 0794-63-1020

小野市 ① 図書リサイクルフェア
広く一般を対象とし、読書普及のため、図書館や家庭で不用となった本を
無償譲渡します。

10月24日
小野市立
　図書館
（２階ホール）

小野市立図書館 無料 0794-62-0456

小野市 ① 図書館探検 児童を対象とし、図書館の説明と仕事の体験を行います。
11月6日・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 館内お話会
幼児、児童を対象とし、絵本の読み聞かせやストーリーテリングを行いま
す。

毎土曜日
小野市立　図書館
（１階おはなしの部
屋）

小野市立図書館 無料 0794-62-0456

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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小野市 ① 出前お話会
市内の幼稚園や保育所に、図書館職員とボランティアがお話会の出前を
行います。

11月1日・2
日・4日・8
日・9日・10
日・15日・17
日・18日・19

日

各幼稚園、保育所 小野市立図書館 無料 0794-62-0456

小野市 ① 工作教室
幼児、児童を対象とし、本を見るだけでは分かりにくい工作を、図書館職
員や友達と一緒に作って楽しみます。

11月14日・
12月12日

小野市立図書館
（２階アトリエ工作
室）

小野市立図書館 無料 0794-62-0456

小野市 ①
いじめ等防止
　　　　　　ウィーク

市内全域で、いじめ等防止に関する研修会、イベントを開催します。
11月15日～

21日
市内全域

小野市市民安全部ヒューマン
ライフグループ

無料 0794-63-4311

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16日・
17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
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13日
小野工業高校等学
校

小野工業高校等学校 無料  小野工業高校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

小野工業高校等学校 無料  小野工業高校0794-63-1941

小野市 ②
高校生地域貢献活動　地域清掃
奉仕活動

学校周辺の清掃活動と 寄り駅（神鉄小野駅）の清掃を、生徒、保護者、
職員で行います。

10月23日
小野工業高校周
辺、神鉄小野駅

小野工業高校 無料 0794-63-1942

三田市 ①
展示特別企画「ひょうごの生物多
様性　瀬戸内海ＶＳ日本海

国連が定めた国際生物多様性年に合わせた特別企画です。海と海辺の
生物を中心に、二つの海に面した兵庫県の瀬戸内海側と日本海側を特
徴づける動植物、景観、生業、文化などを紹介します。

7月17日～
12月26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
特別企画「化石大集合2010－過
去に起こった生物大量絶滅事件」

篠山層群の恐竜化石のほかに、太古の生物多様性を示す化石などを紹
介しながら、過去に起こった生物の大量絶滅事件を解説します。

10月2日～4
月11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 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7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 自然災害と日本の国立公園
自然災害は表（害）と裏（益）の両面を持ち合わせています。裏（益）の１つ
として、日本の国立公園をとりあげ、箱庭的な景観美が創出された訳を考
えます。

11月2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 石ころクラブ（全9回）
地形模型の作成などをしながら、地質見学などの計画を立てていきます。
成果は２月11日（金）の共生のひろばで発表します。

11月3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

９回のうちの第５
回

三田市 ① 立版古（たてばんこ）を作ろう
2007年の企画展で好評だった江戸時代の立体カード「立版古（たてばん
こ）」を、ハサミとのりで作ります。

11月3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 兵庫の恐竜

2006年に丹波市で発見された恐竜の化石は、国内で発見された恐竜化
石の中では も保存が良いものです。この丹波の恐竜化石の他にも県内
からはさまざまな大型脊椎動物化石が発見されています。これらを紹介し
ながら中生代から現在に至る脊椎動物の進化を説明します。

11月5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 六甲山「森の植物」観察会（秋）
新神戸駅から六甲山系・再度山周辺まで歩きます。様々な樹林において
秋の植物を観察します。

11月6日
六甲山（新神戸駅
から）

県立人と自然の博物館
http://hitohaku.jp/
079-559-2001

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6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。

11月7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

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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三田市 ①
君も発掘隊員！丹波の恐竜化石
をさがしだそう

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。

11月7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 人と自然のピクニック！
ひとはくフェスティバルにあわせて、みんなでピクニックをしましょう！日を
浴び、風を感じながら、みんなで食べる食事は格別の味です。ラグの上で
食べ物を挟んで向き合えば、はじめての人とも自然と会話が弾みます。

11月7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
兵庫県立高等学校ＰＴＡ連合会研
究大会

県立高等学校ＰＴＡ会員が一堂に会し、ＰＴＡ活動の推進のための研究・
協議を行います。

11月26日
三田市総合文化セ
ンター

兵庫県立高等学校ＰＴＡ連合
会

無料
兵庫県立高等学校ＰＴＡ連合会
078-911-0567

三田市 ② 第21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・発表等を行います。

10月16日・
17日

三田市
有馬冨士公園付近

兵庫県高等学校教育研究会
工業部会

無料
県立兵庫工業高等学校
078-671-1431

三田市 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16日・１
７日

県立有馬富士公園
周辺

ひょうごエコフェスティバル実
行委員会

無料 http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw23/hw23_000000001.html

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 生徒によ演劇発表、合唱、教科等の展示をします。 11月6日 上野台中学校 長坂中学校 無料 079-563-0234
三田市 ② 人権教育講演会 NPO地球のステージによる公演を行います。 10月26日 狭間中学校 狭間中学校 無料 079-564-6492
三田市 ② 文化祭 生徒による合唱、演劇、教科発表をします。 11月3日 狭間中学校 狭間中学校 無料 079-564-6492
三田市 ② リサイクル活動 資源ゴミの回収を行います。 11月13日 狭間中学校 狭間中学校 無料 079-564-6492
三田市 ② 文化祭 全校生の合唱、学習展示、部活動発表、芸術鑑賞をします。 11月3日 八景中学校 八景中学校 無料 079-563-2204

三田市 ② 文化祭 生徒作品の展示、講演会、生徒による合唱をします。 10月30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 生徒の日常生活や学習の様子を公開します。部活動の参観を行います。 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
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6日 富士中学校 富士中学校 無料 079-562-7224

三田市 ② 護身術教室 小中学生が地域住民が参加し、「護身術教室」を行います。 10月17日 つつじが丘小学校 藍中学校 無料 079-568-3747

三田市 ② 文化祭 各学年による生徒劇、部活動発表、強化等の展示発表をします。 10月30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・地域によるリサイクル回収活動を行います。 11月14日 藍中学校 藍中学校 無料 079-568-3747

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します。（教科、部活
動、総合学習）

10月30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13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 音楽会 児童による合唱、合奏等をします。 11月6日 三田小学校 三田小学校 無料 079-562-4751
三田市 ② 音楽会 児童による合唱、合奏等をします。 11月6日 三輪小学校 三輪小学校 無料 079-564-4087
三田市 ② 音楽会 児童による合唱、合奏等をします。 11月3日 志手原小学校 志手原小学校 無料 079-563-4406
三田市 ② 人権参観日 授業参観と講演会を行います。 10月21日 志手原小学校 志手原小学校 無料 079-563-4406

三田市 ②
人権学習参観日
オープンスクール

休み時間、清掃、授業を公開します。 10月20日 藍小学校 藍小学校 無料 079-568-0001

三田市 ② 音楽会 児童による合唱、合奏等をします。 11月6日 藍小学校 藍小学校 無料 079-568-0001

三田市 ② 親子科学教室
PTA家庭教育学級親子体験教室を行います。教育委員会指導主事によ
る科学実験体験教室を行います。

11月25日 藍小学校 藍小学校 無料 079-568-0001

三田市 ② 算数科研究発表会 授業公開、研究発表、講演会を行います。 11月27日 藍小学校 藍小学校 無料 079-568-0001
三田市 ② 音楽会に向けての取組参観 児童による合唱、合奏等をします。 10月25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、合奏等をします。 10月30日 本庄小学校 本庄小学校 無料 079-568-1002

三田市 ②
かがやきの森フェスティバル（音楽
会）

児童による合唱、合奏等をします。 11月6日 広野小学校 広野小学校 無料 079-567-0024

三田市 ② 算数科教育研究発表会
「生活を豊かにする『根っこ』の力の育成」をテーマにした公開授業研究会
を行います。

11月26日 広野小学校 広野小学校 無料 079-567-0024

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 小野小学校 小野小学校 無料 079-562-4751
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30日 高平小学校 高平小学校 無料 079-569-0142

三田市 ② 学習発表会
児童による合唱、合奏、演劇等の発表をします。神楽の舞い及び作品展
示をします。

11月23日 母子小学校 母子小学校 無料 079-566-0200

三田市 ② 淡路体験宿泊学習 淡路で４年生全員が１泊２日で環境体験学習等総合学習を行う。
10月14日～

15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19日 武庫小学校 武庫小学校 無料 079-563-1761
三田市 ② 授業参観 高学年の人権教育参観を行います。 11月19日 武庫小学校 武庫小学校 無料 079-563-1761
三田市 ② オープンスクール 「武庫フェスティバル」を行います。 11月26日 武庫小学校 武庫小学校 無料 079-563-1761
三田市 ② ふれあい音楽会 児童による合唱、合奏等をします。 11月6日 松が丘小学校 松が丘小学校 無料 079-563-4320
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三田市 ② 資源ゴミ回収活動 資源ゴミ回収を行います。 11月13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、合奏等をします。 10月30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18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 音楽会 児童による合唱、合奏等をします。 11月6日 狭間小学校 狭間小学校 無料 079-562-2145
三田市 ② 校内研究発表会 6年生の英語活動の授業公開、事後研修会を行います。 11月19日 狭間小学校 狭間小学校 無料 079-562-2145
三田市 ② わくわくハイキング 学校・家庭・地域による鉱区オリエンテーリングを実施します。 10月17日 富士小学校 富士小学校 無料 079-562-8245

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31日 富士小学校 富士小学校 無料 079-562-8245

三田市 ② 音楽会 児童による合唱、合奏等をします。 11月6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 道徳教育研究発表会
「自己を見つめ、よりよく生きようとする子どもの育成」をテーマに全クラス
公開授業を行います。

11月25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 防災参観 防災教育の参観を行います。地域防災訓練（水害想定）を行います。 10月30日 弥生小学校 弥生小学校 無料 079-562-5175

三田市 ② 音楽会 音楽学習発表会を行います。 11月6日 弥生小学校 弥生小学校 無料 079-562-5175

三田市 ② マラソン大会 全校生でマラソン大会を行います。 11月26日 つつじが丘小学校 つつじが丘小学校 無料 079-568-3771

三田市 ② 音楽会 全校生による合唱、合奏等をします。 11月6日 つつじが丘小学校 つつじが丘小学校 無料 079-568-3771

三田市 ② アートフェスタ 児童による合唱、合奏等をします。図工科の作品展示を行います。 11月6日 けやき台小学校 けやき台小学校 無料 079-565-1950

三田市 ② 音楽会 児童による合唱、合奏等をします。 11月6日 学園小学校 学園小学校 無料 079-565-8100

三田市 ②
アートフェスティバルinゆりのき音
楽の部

児童による合唱、合奏等をします。 11月6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 音楽会 園児による合唱、合奏等をします。 11月19日 三田幼稚園 三田幼稚園 無料 079-563-2324
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 三輪幼稚園 三輪幼稚園 無料 079-563-6529
三田市 ② 音楽会 園児による合唱、合奏等をします。 11月6日 志手原幼稚園 志手原幼稚園 無料 079-563-2845
三田市 ② 音のカーニバル 園児による合唱、合奏等をします。 11月16日 小野幼稚園 小野幼稚園 無料 079-566-0502

三田市 ②
オープンスクールウィーク一緒に
遊ぼう

園児とともに遊ぶ保育参加を行います。
10月25日～

29日
小野幼稚園 小野幼稚園 無料 079-566-0502

三田市 ② 学習発表会 園児・児童や地域の方の劇や歌を発表します。 11月23日 母子幼稚園 母子幼稚園 無料 079-566-0549
三田市 ② 音楽会 園児による合唱、合奏等をします。 11月21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19日 本庄幼稚園 本庄幼稚園 無料 079-568-1039
三田市 ② 音楽会 園児による合唱、合奏等をします。 11月6日 藍幼稚園 藍幼稚園 無料 079-568-0225
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 松が丘幼稚園 松が丘幼稚園 無料 079-563-4326
三田市 ② 音楽会 園児による合唱、合奏等をします。 11月27日 高平幼稚園 高平幼稚園 無料 079-569-0673

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行います。 毎週月曜日
三田市立図書館本
館

よみきかせグループかたつむ
り

無料
三田市立図書館本館
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行います。 毎週水曜日
三田市立図書館本
館

よみきかせグループかたつむ
り

無料
三田市立図書館本館
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行います。
11月6日・27

日
三田市立図書館本
館

6日：よみきかせグループかた
つむり
27日：図書館司書

無料
三田市立図書館本館
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）を行います。 11月20日
三田市立図書館本
館

三田おはなしを語る会 無料
三田市立図書館本館
079-562-7300

三田市 ① おはなし会 おはなし会を行います。 11月20日
三田市立図書館藍
分室

あいっ子おはなし隊 無料
三田市立図書館藍分室
079-560-7552

三田市 ① 園内ガイド 園内を学習指導員と一緒に歩いて、季節の生き物を観察します。
11月7日・21

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
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三田市 ① ウィークエンドセミナー いりこの解剖を行います。 11月28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 事前申し込み

三田市 ① 企画展「ひもの・かんぶつ」 自然の食べ物をご紹介します。
10月23日～

1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

無料 079-569-7727

三田市 ①
ミニ企画展「ありまふじのいきも
の」

有馬富士公園に住むいきものをご紹介します。
9月18日～
12月12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

無料 079-569-7727

三田市 ① 企画展「江戸時代の三田」 藩主九鬼家１３代の事跡と、江戸時代の三田の歴史を紹介します。
11月1日～1

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  079-563-5587（三田ふるさと学習館）

三田市 ① 市民駅伝大会 市民駅伝競走大会を実施します。 10月31日
関学神戸三田キャ
ンパス

文化スポーツ課 079-559-5146

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を実施します。
11月20～21

日
城山陸上競技場 三田市サッカー協会 079-559-0075

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、有馬高校吹奏楽部員がステー
ジ演奏を行い交流を行います。

11月7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 有馬高校の授業を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8日～

19日
有馬高校 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13日 有馬高校 有馬高校 無料 079-563-2881

三田市 ② 夜響祭 定時制高校の文化祭を行います。 11月2日 清陵会館 有馬高校・定時制課程 無料 079-563-2883

三田市 ② 高校生地域貢献活動
ハイマートフェストという名の地域の人や保護者対象の文化部ミニ発表会
をします。

10月16日
フラワータウン市民
センター

北摂三田高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~hokusetsusanda-hs/

三田市 ④ インスパイア・ハイスクール講演会
JAXAから教授を呼び、「宇宙の神秘―はやぶさの軌跡」の演題で講演会
をします。

11月1日
北摂三田高校体育
館

北摂三田高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~hokusetsusanda-hs/

三田市 ① ふれ愛コンサート
地域の方を対象に本校吹奏楽部、合唱部、近隣中学校吹奏楽部、地域
コーラス・サークル等による合同コンサートを実施します。

10月23日
三田西陵高校体育
館

三田西陵高校 無料 http://www2.hyogo-c.ed.jp/~sandaseiryo-hs/netc/htdocs/

三田市 ② 授業研究会
授業を公開し、各教科ごとの分科会を行います。中学校や他高校からも
参加者を募り、共に授業研究できる機会とします。

10月25日 三田祥雲館高校 三田祥雲館高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~shoun-hs/

三田市 ② 人権教育講演会 ＤＶをテーマとした講演会を実施します。保護者の参加も可能です。 10月27日
三田祥雲館高校
（体育館）

三田祥雲館高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~shoun-hs/

三田市 ③ 祥雲文化セミナー
地域の歴史と江戸時代文化をテーマに、高校生と地域住民が学習を通し
て交流します。

11月中旬
三田祥雲館高校
（大講義棟）

三田祥雲館高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~shoun-hs/

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
上野ケ原特別支援
学校

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13日
上野ケ原特別支援
学校

上野ケ原特別支援学校 無料 079-563-3434

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27日 さくら療育園 上野ケ原特別支援学校 無料 079-568-5336

三田市 ② 学校見学 学校の様子を紹介します。(定員８０名） 11月4日 高等特別支援学校 高等特別支援学校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~koto-sn/

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 62



第５２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

加西市 ② オープンスクール 授業や学校行事を保護者等に公開します。
10月13日～

15日
北条小学校 北条小学校 無料 0790-42-0062

加西市 ② 心のフォーラム
家庭・地域と協働して行う道徳教育の一環として、声楽家の時田直也氏を
招き、親子「ふれあいコンサート」を行います。

10月15日 北条小学校体育館 北条小学校 無料 0790-42-0062
15日のオープンス
クールは、13時か
ら開始

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、避難訓練等
を行います。

11月11日～
13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、音楽鑑賞を行います。 11月27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 オープンスクール 保護者や地域住民に平常授業を公開します。
10月28日～

29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 保護者による授業参観と講演会及び引き渡し訓練を行います。 10月30日
富田小学校各教
室・体育館・運動場

富田小学校 無料 0790-42-0262

加西市 ② 富田っ子発表会 学年ごとに、児童が学習等の発表を行います。 11月27日 富田小学校体育館 富田小学校 無料 0790-42-0262

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

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 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4日～6

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27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 平常授業を公開します。
11月25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 保護者や地域の人を招いて音楽発表会を行います。 11月27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 地域の方に、普段の授業や対級リレー等を公開します。
11月11日・
12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 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2日～5
日

日吉小学校 日吉小学校 無料 0790-45-0019

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4日～6

日
宇仁小学校 宇仁小学校 無料 0790-45-0017

加西市 ② 全校体験学習 稲刈りを行います。
10月21日
予備22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、給食試食会、対級リレーを行います。
10月13日～

15日
西在田小学校 西在田小学校 無料 0790-44-0049

加西市 ① ふるさと散歩 西在田文化施設巡りを行います。 11月13日 西在田地域 青少年育成会 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27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 学校教育活動の公開を行います。
11月16日・
18日・19日

泉小学校 泉小学校 無料 0790-44-0029
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加西市 ② 学習発表会 学習内容の公開発表を行います。 11月27日
泉小学校
体育館

泉小学校 無料 0790-44-0029

加西市 ② オープンスクール
平常日における授業や部活動の参観、また、 終日にはPTA参観を兼ね
て講演会を開催し、教育活動や生徒の学習状況等を地域に公開します。

10月12日～
16日

北条中学校 北条中学校 無料 0790-42-6300

加西市 ② 研究発表会
２年間にわたる研究の成果を発表します。PTA参観を兼ねた公開授業、
研究発表、講演会を予定しています。

11月2日 北条中学校 加西市教育委員会 無料 0790-42-6300

加西市 ② 音楽祭
合唱コンクール形式で、各学級が練習の成果を披露します。ＰＴＡ参観を
兼ねており、ＰＴＡ合唱も予定しています。

11月20日 市民会館 北条中学校 無料 0790-42-6300

加西市 ② 合唱コンクール 校内合唱コンクールを公開します。 11月6日 加西市民会館 善防中学校 無料 0790-48-2188

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～

15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13日 加西市民会館 加西中学校 無料 0790-49-0200

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20日～

22日
泉中学校 泉中学校 無料 0790-45-0151

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14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・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
動を参観していただく。

11月22日～
26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 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13日～

15日
北条幼稚園 北条幼稚園 無料 0790-42-0420

加西市 ② 幼稚園教育研究発表会 幼小連携教育研究発表をします。 11月19日 北条幼稚園 北条幼稚園 無料 0790-42-0420

加西市 ①② 幼稚園ウイーク
オープンスクールで、保育園児との交流や、お芋掘りなどの行事も行いま
す。

10月13日～
15日

北条東幼稚園 北条東幼稚園 無料 0790-43-1654

加西市 ①② オープンスクール
園庭開放をして、園児の遊びを見てもらったり、保育参加をしていただい
たりします。

11月17日～
18日

北条東幼稚園 北条東幼稚園 無料 0790-43-1654

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13日～

15日
賀茂幼児園 賀茂幼児園 無料 0790-46-0313

加西市 ③ 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。

11月8日 賀茂幼児園 賀茂幼児園 無料 0790-46-0313

加西市 ①② にこにこの集い 地域の方と遊びます。（自然物を使って物作り体験をします。） 11月9日 賀茂幼児園 賀茂幼児園保護者有志 無料 0790-46-0313

加西市 ①② 園庭開放 未就園児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 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13日～

15日
九会幼稚園 九会幼稚園 無料 0790-49-2363

加西市 ③ アスティア絵画展 園児の絵画の作品を展示します。
10月2日～

15日
アスティアかさい

加西市教育委員会
こども未来課

無料 0790-49-2363

加西市 ①② オープンスクール 園活動を地域全般に公開します。
10月13日～

15日
別府幼児園 別府幼児園 無料 0790-47-0601

加西市 ② 稲刈り
地域、保護者、園児の共同作業で稲刈りをし、稲木足にかけ乾燥させま
す。

10月21日 別府中町の田んぼ 別府幼児園と地域 無料 0790-47-0601

加西市 ② おにぎりパーティー
園児、保護者、地域の人が一緒に、収穫したお米でおにぎりや豚汁を作
り会食をします。

11月6日 別府幼児園 別府幼児園 無料 0790-47-0601

加西市 ①② 幼稚園ウｲｰク 子どもの活動を見学したり参加できます。 10月13日 日吉幼稚園 日吉幼稚園 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楽しみます。 10月25日 遊戯室 日吉幼稚園 無料 0790-45-1745

加西市 ① 絵本の日 ボランテｲアの方によるお話を聞きます。 10月20日 遊戯室 日吉幼稚園 無料 0790-45-1745

加西市 ① 保育自由参加 子どもの遊びに参加し一緒に遊びます。 11月19日 日吉幼稚園 日吉幼稚園 無料 0790-45-1745

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。 11月4日
宇仁幼児園
5歳児保育室

宇仁幼児園 無料 0790-45-1524
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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22日・
11月中旬

宇仁幼児園遊戯室 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 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13日～

15日
西在田幼稚園 西在田幼稚園 無料 0790-44-2310

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13日～

15日
泉幼稚園 泉幼稚園 無料 0790-44-2217

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。

10月31日
加西市健康福祉会
館

加西市連合PTA 無料 0790-42-8775

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 0790-42-8775

加西市 ① 市民教養講座
市民の文化教養を高めるために、市民教養講座を開催します。
「不思議な笛の世界～神谷徹のストロー笛コンサート～」

11月13日 アスティアかさい 加西市教育委員会 0790-42-8775

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 http://www.city.kasai.hyogo.jp/01kura/04koky/kominkan/tyuou/tyuou.htm

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 http://www.city.kasai.hyogo.jp/01kura/04koky/kominkan/tyuou/tyuou.htm

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 http://www.city.kasai.hyogo.jp/01kura/04koky/kominkan/tyuou/tyuou.htm

加西市 ① 楽しく学ぼう手話講座
日常生活の中で 低限必要な手話を習得する、手話の初心者講座で
す。

毎月第２・第
４水曜日

加西市民会館 中央公民館 無料 http://www.city.kasai.hyogo.jp/01kura/04koky/kominkan/tyuou/tyuou.htm

加西市 ① どきどきウイークエンド

茶道や陶芸などの様々な体験を通して、人との触れ合いや思いやりの心
を育み、想像力、コミュニケーション力など、今後の社会を担っていく世代
に欠かせない人格的資質を培います。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 http://www.city.kasai.hyogo.jp/01kura/04koky/kominkan/zembou/zembou.htm

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 http://www.city.kasai.hyogo.jp/01kura/04koky/kominkan/hokubu/hokubu.htm

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 http://www.city.kasai.hyogo.jp/01kura/04koky/kominkan/hokubu/hokubu.htm

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ま
す。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 http://www.city.kasai.hyogo.jp/01kura/04koky/kominkan/hokubu/hokubu.htm

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ます。

毎月第２・第
４月曜日

北部公民館 北部公民館 http://www.city.kasai.hyogo.jp/01kura/04koky/kominkan/hokubu/hokubu.htm

加西市 ③
図書館まつり
第一弾

雑誌のリサイクルフェア、フェルト絵本を作ろう、子どもお茶会、二胡コン
サートを開催します。

11月14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 0790-42-3722 　

加西市 ③
図書館まつり
第二弾

人形劇クラルテによる人形劇とお話しを行います。
「三びきのこぶた」「ふうふう　ぱたぱた　あ－うまい」

11月23日
アスティアかさい３
階
多目的ホール

かさい・えほんの森 無料 0790-42-3722 　

加西市 ② クリーンキャンペーン 北条高校生徒・保護者・加西市職員、他ボランティアで行います。 10月22日 北条町内 北条高校 無料 0790-48-2311 総務部
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加西市 ② 高校生地域貢献事業　陶芸教室
地域在住の陶芸家にお世話になり陶芸教室を実施します。地域住民の
方へも参加を呼びかけ、楽しく作品づくりを行います。

11月8日・9
日

北条高校定時制
学習室

北条高校定時制   県立北条高等学校定時制0790-48-2311
料金は、参加人
数が多くなった場
合のみ徴収

加西市 ② 播磨農高祭
学校の農産物販売や学習内容の実演・展示を行います。同時にオープン
ハイスクールを実施します。

11月23日 播磨農業高校 播磨農業高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~harima-ahs/

篠山市 ③
展覧会記念講演会「海を渡った古
伊万里」

陶芸専門家を招いて展覧会関連の講演会を実施 11月6日 兵庫陶芸美術館 兵庫陶芸美術館 http://www.mcart.jp

篠山市 ② オープンスクール 保護者や地域の人に授業等を公開します。
11月1日～5

日
篠山小学校
各教室

篠山小学校 無料 079-552-0069

篠山市 ③ キンコンカンコンサート 安永早絵子さん他２名の演奏を聴きます。 11月2日
篠山小学校
講堂

シューベルティアーゼたんば
実行委員会

無料 0795-72-5170

篠山市 ② 学習発表会 児童の学習の成果を発表します。 11月19日
篠山小学校
講堂

篠山小学校 無料 079-552-0069

篠山市 ② 親子高城山登山
八上城跡が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付
けて実施します。

10月27日 高城山 八上小学校 無料 079-552-0598
幼稚園児は山に
登りません。

篠山市 ② 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、劇や音楽などで、児
童・園児が発表します。

11月20日
八上小学校
講堂

八上小学校
八上幼稚園

無料 079-552-0598
オープンスクール
にも位置づけてい
ます。

篠山市 ② オープンスクール 授業・保育をはじめ、さまざまな教育活動を公開します。
11月24日～

25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 ほのぼの学習
さつまいもの収穫と試食会を行います。また、高齢者の方とのグランドゴ
ルフを行います。

10月20日 畑小学校 畑小学校 無料 079-552-0236

篠山市 ② 公開授業 日々の学習活動を広く公開します。
10月21日～

22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）をします。 11月20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、スクールブリッジを実施します。
11月10日～

12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
３日間授業公開しますが、特に27日は3・4校時「ふるさと音楽ひろば」、29
日は5校時人権授業を行います。

10月27日～
29日

岡野小学校
教室・体育館等

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20日
岡野小学校
体育館

岡野小学校 無料 079-552-0553

篠山市 ② オープンスクール
授業参観を含め、学校の様子を保護者をはじめ、広く地域住民の方々に
公開します。

10月20日～
22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 児童の日頃の学習の成果を、保護者や地域住民に発表します。 11月20日 城東小学校体育館 城東小学校 無料 079-556-2034

篠山市 ② オープンスクール
３日間、地域、保護者に学校を開放し授業や行事を参観していただきま
す。

10月27日～
29日

福住小学校 福住小学校 無料 079-557-0027

篠山市 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を地域、保護者に発表します。 11月20日 福住小学校 福住小学校 無料 079-557-0027

篠山市 ①② 大芋まつり
総合的な学習の時間や生活科の舞台発表,芋料理,育友会や地域の方々
による屋台、老人会による昔の遊び、作り物御輿の実施などをします。

11月20日 大芋小学校 大芋まつり実行委員会 無料 079-558-0014

篠山市 ③ あすなろコンサート プロの音楽家による生演奏があります。 11月30日 大芋小学校
あすなろコンサート実行委員
会

無料 079-558-0014

篠山市 ①②
オープンスクール
（オリエント回廊
ウオークラリー）

校区の史跡等を保護者地域の方とともに巡ります。 10月30日
村雲小学校並びに
校区史跡

村雲小学校
村雲まちづくり協議会

無料 079-558-0016

篠山市 ②
オープンスクール
（学習発表会）

生活科、総合的な学習の時間の成果を学年毎に劇等で発表します。 11月27日
村雲小学校並び体
育館

村雲小学校 無料 079-558-0016

篠山市 ① オープンスクール 平常の学習の様子を公開します。
10月19日～

21日
西紀南小学校
各教室等

西紀南小学校 無料 079-593-0028

篠山市 ① 学習発表会 学年ごとに学習の発表を行います。 11月19日
西紀南小学校
体育館

西紀南小学校 無料 079-593-0028
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篠山市 ② 食育研修発表会 食育推進事業、給食参観、授業公開、講演会をします。 10月29日
西紀小学校
各教室

県教育委員会
(財)兵庫県体育協会

無料 079-593-0024

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20日
西紀小学校
体育館

西紀小学校 無料 079-593-0024

篠山市 ② グランマと遊ぼう グランマと１・２年生のいも料理教室をします。 11月20日
西紀小学校
家庭科室

西紀小学校 無料 079-593-0024

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10日 観音湯広場 草山郷づくり協議会 079-592-0007

篠山市 ② 学習発表会 各学年の学習成果を発表します。 11月20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 学習発表会 各学年の学習成果を発表します。 11月20日
大山小学校
体育館

大山小学校 無料 079-596-0013

篠山市 ③ 篠山吹奏楽団演奏会 素晴らしい音楽に触れます。 11月20日
大山小学校
体育館

大山小学校 無料 079-596-0013

篠山市 ② 朗読朝会 ５学年児童全員で、群読等を行います。 11月1日
味間小学校
体育館

味間小学校 無料 079-594-0019

篠山市 ② 人権朝会 人権をテーマに、2年児童が学習発表を行います。 11月4日
味間小学校
体育館

味間小学校 無料 079-594-0019

篠山市 ③
篠山市小学校・特別支援学校音
楽会

市内各小学校が参加して音楽発表を行います。 11月9日
たんば田園交響
ホール

市音楽研究部会 無料 079-594-0019

篠山市 ② オープンスクール 日々の学習活動を広く公開します。
11月17日～

18日
味間小学校内 味間小学校 無料 079-594-0019

篠山市 ② 学習発表会
保護者や地域の方に、総合的な学習の時間・国語・音楽等日頃の学習の
成果を発表します。

11月19日 城南小学校体育館 城南小学校 無料 079-594-0728

篠山市 ② オープンスクール
古市小学校の教育活動を保護者・地域に公開することにより学校からの
積極的な情報公開を図ります。

10月19日・
21日・22日

古市小学校
教室・体育館

古市小学校 無料  http://furuichi-el.sasayama.jp/079-595-0019

篠山市 ② 学習発表会
日常の学習成果を総合的に発表することにより学習の深化を図るととも
に、児童の自主的・創造的な活動を通して助け合い、高め合う学習集団
作りを目指します。

11月19日
古市小学校
体育館

古市小学校 無料  http://furuichi-el.sasayama.jp/079-595-0019

篠山市 ② 陶器祭り出店
ペーパ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
を環境客や地域の方々にアピールをします。

10月16日 陶の郷 陶器祭実行委員会 無料 079-597-3053

立杭地区の陶芸
家も生活日常品
などを販売されま
す。

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20日～

26日
今田小学校 今田小学校 無料 079-597-2019

篠山市 ② ふるさと音楽広場 音楽家３名によるワークショップとミニコンサートを開催します。 10月22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
篠山市の元教師で目の不自由な酒井雅和氏の話を保護者と３年生以上
の児童が聞きます。

11月18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24日
今田町まちづくりセ
ンター

今田地区文化祭実行委員会 無料 079-597-2255

篠山市 ③ 吹奏楽部定期演奏会 篠山中学校吹奏楽部が演奏を発表します。 10月24日
たんば田園交響
ホール

篠山中学校吹奏楽部 無料 079-552-1155

篠山市 ②③ 篠山中学校文化祭
学年発表，合唱コンクール，弁論，吹奏楽部演奏、絵画や書道の作品展
示を行います。

10月30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 中学生が各事業所において体験活動を行います。
11月15日～

19日
市内各事業所 篠山中学校 無料 079-552-1155

篠山市 ② オープンスクール 授業公開・行事公開・講演等を行います。
10月12日～

14日
篠山東中学校学校
全体

篠山東中学校 無料 079-556-3781

篠山市 ② 　文化祭 演劇・合唱コンクール・展示作品を行います。 10月31日
篠山東中学校
体育館

篠山東中学校 無料 079-556-3781

篠山市 ③ 第４5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30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31日 西紀体育館 篠山市中央公民館 無料 079-594-1180
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篠山市 ② オープンスクール
学校公開をします。（授業・部活動及び清掃活動等の学校生活全般の様
子を公開します。）

11月8日～
12日

西紀中学校 西紀中学校 無料 079-593-0032

篠山市 ②
「ひょうご学力向上プロジェクト推
進に係る国語力向上のための実
践研究」　発表会

2年間の指定を受け、国語力向上への取り組みの実践発表を行います。
公開授業・実践報告・講演会を予定しています。

11月10日 西紀中学校 兵庫県教育委員会 無料 079-593-0032

篠山市 ② オープンスクール 学校見学及び授業公開を行います。
10月12日～

15日
丹南中学校 丹南中学校 無料 079-597-1164

篠山市 ①② 人権講演会 講演会を行います。 10月14日 丹南中学校 ＰＴＡ・丹南中学校 無料 079-597-1164 実施日変更有り

篠山市 ②③ 文化祭 合唱や演劇のクラス発表を行います。 10月30日 丹南中学校 丹南中学校 無料 079-597-1164

篠山市 ① トライやる・ウィーク 地域と連携した体験活動を行います。
11月15日～

19日
校区内の事業所 推進委員会 無料 079-597-1164

篠山市 ③ 吹奏楽部定期演奏会
定期演奏会も10回目になりました。３年生を含む24名の部員全員で演奏
します。

11月3日 さぎそうホール 今田中吹奏楽部 無料 079-597-3160

篠山市 ② オープンスクール
授業、部活動など普段の学校の様子を知って頂くためオープンスクール
を実施します。

11月15日～
19日

今田中学校 今田中学校 無料 079-597-3160

篠山市 ② トライやる・ウィーク 中学部の生徒が市内事業所に於いて体験活動を行います。
11月15日～

19日
市内各事業所 篠山養護学校 無料 079-552-5237

篠山市 ③ ささよう展 児童生徒作品展を行い、地域の皆様に本校の活動を公開します。
11月10日～

19日
篠山市立中央図書
館

篠山養護学校 無料 079-552-5237

篠山市 ② オープンスクール
保護者・地域の皆様に来校していただき、普段の児童生徒の様子を理解
していただきます。

11月10日～
19日

篠山養護学校 篠山養護学校 無料 079-552-5237

篠山市 ② オープンスクール 保護者や地域の人に保育等を公開します。
11月1日～5

日
篠山幼稚園各教室 篠山幼稚園 無料 079-552-2437

篠山市 ③ キンコンカンコンサート 安永早絵子さん他２名の演奏を聴きます。 11月2日 篠山小学校講堂
シューベルティアーデたんば
実行委員会

無料 079-572-5170

篠山市 ② 学習発表会 園児の学習の成果を発表します。 11月19日 篠山小学校講堂 篠山幼稚園 無料 079-552-2437

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10日～
12日

たまみず幼稚園 たまみず幼稚園 無料 079-552-3171

篠山市 ② オープンスクール
民生児童委員さんと交流を行います。
（収穫祭：やきいも等）

10月21日～
22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 さつま芋を使ったクッキング等をします。
10月27日～

28日
たき幼稚園 たき幼稚園 無料 079-557-0112

篠山市 ① オープンスクール 平常の保育の様子を公開します。
10月19日～

21日
西紀みなみ幼稚園
各保育室等

西紀みなみ幼稚園 無料 079-593-1600

篠山市 ② 学習発表会 舞台発表を行います。 11月20日
大山小学校
体育館

大山小学校 無料 079-596-0013

篠山市 ② オープンスクール 保護者、地域の方に保育参観をしていただきます。
11月17日～

18日
味間幼稚園
本園

味間幼稚園 無料 079-594-2259

篠山市 ③ PTA親子活動
イルージョンマジック・クラウンなどのステージショーを幼稚園・小学校の
親子が一緒に楽しみます。

11月6日 城南小学校体育館 城南幼・小PTA 無料 079-563-2550

篠山市 ② 丹南校ふれあい育児体験 丹南校の生徒と交流します。 11月17日 古市幼稚園 古市幼稚園 無料 079-595-0889

篠山市 ② オープンスクール
全日保育を公開し、園や園児の様子を参観して頂き、地域や保護者の方
に園教育解を深めます。

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・８０２０運動・人権研修
会

親子で８０２０運動を行った後、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 ③ ししまい見学 伝統芸術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 079-597-2303

篠山市 ② インターンシップ 高校生が各事業所において軽作業を体験します。
11月8日～

12日
篠山市内各事業所 たかしろ保育園 無料 079-552-2402
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篠山市 ① 園庭開放
保育園に入園していない子どもたちが保育園の園庭であそび、交流しま
す。

11月18日
たかしろ保育園園
庭

たかしろ保育園 無料 079-552-2402

篠山市 ② インターンシップ 篠山産業高校生による社会体験をします。
11月8日～

12日
城東保育園 篠山産業高校 無料 079-556-2300

篠山市 ① 園庭開放 未入園児に園庭を開放します。 11月19日 城東保育園 城東保育園 無料 079-556-2300

篠山市 ① 園庭開放 就学前未入園児に園庭を開放します。 第４金曜日
篠山市立保育園園
庭

篠山市立保育園 無料 079-593-0144

篠山市 ② インターンシップ 高校生の実習を受け入れます。
11月8日～
12日・15日

～19日
にしき保育園 にしき保育園 無料 079-593-0144

篠山市 ② 食育体験事業
食育に関する講話と体験実習を行い、生活リズムや食事づくり、料理の
楽しさについて保護者が学ぶ機会とします。

11月13日 にしき保育園 こども未来課 無料 079-552-1115

篠山市 ② インターンシップ 高校生が保育園において体験活動を行います。
11月8日～

12日
味間保育園 篠山産業高校 無料 076-594-0180

篠山市 ① 園庭開放 未就園児親子に園庭を開放し遊びの場を提供します。 11月24日 味間保育園 味間保育園 無料 079-594-0180

篠山市 ① 園庭開放 保育園入園前の子の体験学習を行います。 第４木曜 今田保育園 未だ保育園 無料 079-597-2200

篠山市 ②
地域貢献活動（秋のボランティア
デー）

篠山鳳鳴高校生（生徒会、部活動などの有志）がＰＴＡや地域の方々とも
交流しながら、通学路などの清掃活動を行います。

10月21日
篠山鳳鳴高校周辺
通学路

篠山鳳鳴高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~homei-hs/

篠山市 ②
地域貢献活動（県駅伝大会ボラン
ティア）

篠山市（本校を主会場）で開催される県高校駅伝大会で、陸上部の生徒
等がボランティアで運営スタッフとして参加します。

11月6日 篠山鳳鳴高校
兵庫県高等学校体育連盟
陸上競技部

無料
篠山鳳鳴高校
079-552-1194

篠山市 ②
学力向上のための公開授業及び
授業研究会

授業を地域の中学校・高校の教員等に公開するとともに、研究授業につ
いての意見交換等を行います。

11月中旬 篠山鳳鳴高校 篠山鳳鳴高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~homei-hs/

篠山市 ② 産高フェスティバル 篠山産業高校の文化祭を行います。 10月30日 篠山産業高等学校 篠山産業高等学校 無料 079-552-1194

篠山市 ②③ 文化祭
一般公開をします。「環境フォーラム」を行い、参加者で地域の環境につ
いて考えます。そのほか、展示や模擬店などもあります。

11月13日
篠山産業高校丹南
校

篠山産業高校丹南校 無料 079-595-0007

篠山市 ①② 地域オープン講座「里山文化」 地域住民が篠山産業高校丹南校の生徒とともに里山の文化や環境につ
いて実習を通じて学びます。

11月25日 ささやまの森公園 篠山産業高校丹南校 079-595-0007
申込みは終了し
ています。

篠山市 ② 農業クラブ奉仕作業 地元での清掃活動です。 10月下旬 福住校区
篠山産業高校東雲校
農業クラブ

無料  総務部079-557-0039

篠山市 ③ 第１４回福住祭 地元地域と共催で行う文化祭です。 11月7日
篠山産業高校東雲
校

篠山産業高校東雲校 無料  総務部079-557-0039

養父市 ② オープンスクール 授業参観、マラソン大会、ＰＴＡ講演会を行います。
11月10日～

12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 授業参観及び教育講演会を開催します。 10月15日 広谷小学校 広谷小学校 無料 079-664-0023

養父市 ② マラソン大会 全校生のマラソン大会を実施します。 10月21日
広谷小学校
及び学校周辺

広谷小学校 無料 079-664-0023

養父市 ② 県警音楽隊演奏会 県警音楽隊の演奏会を行います。 10月26日 広谷小学校 広谷小学校 無料 079-664-0023

養父市 ② オープンスクール 道徳の授業公開を実施します。 11月19日 広谷小学校 広谷小学校 無料 079-664-0023

養父市 ②
研究発表会
（市教育研修所指定）

「自分の考えを持ち表現する子の育成」
～算数科を通して～　をテーマに授業公開を行います。

11月2日 浅野小学校 養父市教育研修所 無料 079-664-0031
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養父市 ② オープンスクール 授業参観とマラソン大会を実施します。
11月1日～5

日
浅野小学校 浅野小学校 無料 079-664-0031

養父市 ② オープンスクール
校内マラソン大会、芸術鑑賞会（独唱会）、避難訓練、収穫祭（絵本発表、
餅つき大会等）を実施します。３日間公開で地域の方々に参観、参加して
いただき、児童の表現力・活用力の実践の場としています。

11月5日～7
日

建屋小学校 建屋小学校 無料 079-666-0240

養父市 ②
但馬造形教育展
但馬造形教育研究発表会

但馬造形教育展の絵画特選作品と市内小中学校の造形作品の展示と、
第52回但馬造形教育研究発表会を開催します。

11月16日
大屋小学校
校舎・体育館

但馬造形教育研究会 無料 079-669-0016

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27日
大屋小学校
校舎・体育館

大屋小学校 無料 079-669-0016

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り組みを保護者・校区の方々に公開
します。

11月20日・
24日～26日

関宮小学校 関宮小学校 無料 http://www.fureai-net.tv/sekisyo/

養父市 ② 学習発表会
全校生が日頃の学習の成果をステージ発表します。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の発表や音楽発表（太鼓・
全校合唱・器楽クラブの演奏など）を披露します。

11月14日 高柳小学校体育館 高柳小学校 無料 078-662-2058

養父市 ②
第60回兵庫県小学校国語教育研
究会中央大会但馬大会

県下の先生を招き、研究大会を開催します。内容は本校職員による「公
開授業」､県下各地区代表による「提案授業」、児童による表現活動、分
科会、全体会、講演会です。

11月5日
八鹿小学校各教室
体育館

県小学校教育研究会国語部
会
県国語連盟
但馬地区小学校教育研究会
国語部会

http://www.fureai-net.tv/youkael/s/

養父市 ②
学習発表会
オープンスクール

各学年で、１・２学期に学習した成果を15分程度の内容にまとめ、ステー
ジ発表します。当日はオープンスクールとし、地域の方や保護者に公開し
ます。

11月26日 八鹿小学校体育館 八鹿小学校 無料 http://www.fureai-net.tv/youkael/s/

養父市 ② オープンスクール 普段学校において行っている授業を、保護者・地域住民に公開します。
11月12日～

14日
小佐小学校 小佐小学校 無料 079-662-2094

養父市 ② 学習発表会 児童が日ごろの学習の成果を発表します。 11月14日
小佐小学校
多目的ホール

小佐小学校 無料 079-662-2094

養父市 ②
学習発表会
地区文化祭

午前中は小学校の学習発表会です。午後からは地区の文化祭（発表・展
示）です。

11月13日 伊佐小学校体育館
伊佐小学校
伊佐地区文化祭実行委員会

無料 079-662-2087

養父市 ②③ 学習発表会 総合学習の発表と作品展示、合唱披露を行います。 11月21日
体育館・
各教室

宿南幼稚園・小学校 無料 079-662-2857

養父市 ③ 文化祭
体育館では、中学生からのメッセージ・合唱コンクール・吹奏楽部演奏・学
年演劇などをステージ発表します。また教室棟では、学年展示や教科展
示などを行います。

11月7日
養父中学校体育館
及び教室

養父中学校 無料 079-664-1001

養父市 ②③ 文化祭 演劇、合唱等の発表及び作品展示を行います。 11月3日 大屋ホール 大屋中学校 無料 079-669-0111

養父市 ②③ オープンスクール 普段の授業の様子を公開します。
10月28日～

11月3日
大屋中学校 大屋中学校 無料 079-669-0111

養父市 ② 文化祭 合唱コンクールや演劇の舞台発表などを行います。 11月14日 関宮ノビアホール 関宮中学校 無料 079-667-2759

養父市 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などを見ていただき、意見を聞いた
りするなど開かれた学校づくりを推進します。

11月8日～
14日

関宮中学校 関宮中学校 無料 079-667-2759

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を行いま
す。

11月6日 八鹿青渓中学校 八鹿青渓中学校 無料 079-662-2237

養父市 ② オープンスクール 学校開放をし、授業や部活動の様子を公開します。
11月1日～5

日
（3日を除く）

八鹿青渓中学校 八鹿青渓中学校 無料 079-662-2237

養父市 ② 懸崖菊の展示 地域の公共施設に生徒の育てた懸崖菊をかざります。
11月上・中

旬
備考欄に記載

但馬農業高校
農業クラブ

無料  但馬農業高校079-662-6107

ようか但馬蔵
養父市役所
養父市消防署
和田山総合庁舎
豊岡総合庁舎
円山川公苑
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養父市 ② 但農祭 本校学校祭の中で農業学習内容の展示や作物の販売をします。
11月13日～

14日
但馬農業高等学校 但馬農業高校

但馬農高
079-662-6107

一部有料

養父市 ① ふれあい感謝祭
地元老人会の収穫感謝祭に但馬農業高校の生徒が参加し、運営の協力
をします。

11月下旬予
定

八鹿町高柳 高柳ふれあい倶楽部 無料
勝地貞一
079-662-8822

養父市 ① 長寿の郷まごころ祭
長寿の郷まごころ祭へ但馬農業高校の生徒が参加し、行事の司会進行
等を協力します。

11月下旬予
定

但馬長寿の郷 まごころクラブ 無料
中川博雄
079-662-8456

養父市 ② 訪問発表会 八鹿高校西洋画部・書道部の作品展示を行います。 11月上旬
八鹿文化会館・
ショッピングセン
ター

八鹿高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~yoka-hs/
現時点で詳細な
日程は不明

丹波市 ①
平成２２年度
子ども読書推進講座

文庫「もののなか」こどものとしょかん主宰の今西茂子さんを講師に迎え、
「子どもに伝える物語の楽しみ」をテーマに子どもと本の橋渡しを進めま
す。

11月20日 中央図書館 中央図書館 無料 0795-82-7100

丹波市 ①
第33回兵庫・丹波もみじの里ハー
フマラソン大会

体力の向上、健康の増進を目指し、フラットな川沿いのコースを走りま
す。「ハーフの部」「10ｋｍの部」「5ｋｍの部」「ジョギングの部」があります。

11月7日
青垣総合運動公園
（グリーンベル青
垣）

丹波市教育委員会
実行委員会

丹波市中央公民館スポーツ推進係
0795-82-0409

丹波市 ①
第10回
田捨女青春俳句祭

「小学生の部」「中学生の部」「高校生の部」「大学生・一般の部」があり、
俳句文化の振興を目指します。

11月27日 柏原公民館 中央公民館 無料
丹波市中央公民館
人権・生涯学習推進係
0795-82-0409

丹波市 ③ 八代亜紀アートの世界展
歌手として活躍する八代亜紀が、フランスの「ル・サロン展」に入選し、銅
賞を受賞しました。身近な題材を描き鑑賞者の心を捉えます。

10月9日～
11月28日

植野記念美術館 植野記念美術館 0795-82-5945

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26日 春日文化ホール
丹波市小学校
音楽研究部

無料
黒井小学校
0795-74-0035

丹波市 ②③
丹有地区
中学校音楽会

丹有地区の各中学校代表による吹奏楽・合唱を行います。 11月11日 丹波の森公苑
兵庫県総合文化祭実行委員
会

無料
春日中学校
0795-74-2075

丹波市 ②③
丹波市中学校
連合音楽会

丹波市内の各中学校代表による吹奏楽・合唱を行います。 11月12日 丹波の森公苑
丹波市
音楽研究部会

無料
春日中学校
0795-74-2075

丹波市 ② 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公開します。会場の関係で前日に児童向け
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20日
崇広小学校
体育館

崇広小学校 無料 0795-72-0533

丹波市 ② 食育（ｸｯｷﾝｸﾞ）
クッキング体験～幼稚園で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20日
崇広幼稚園及び崇
広小家庭科室

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25日
崇広幼稚園
遊戯室

崇広幼稚園 無料 0795-72-0532

丹波市 ② 音楽会 学年ごとに歌や演奏を披露します。 11月23日 新井小学校 新井小学校 無料 0795-72-0346

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20日 上久下小学校 上久下小学校 無料 0795-78-0504

丹波市 ② オープンスクール 校内音楽会を開催します。 11月20日
久下小学校
体育館

久下小学校 無料 0795-77-0607

丹波市 ② ふれあい音楽会 PTAや地域の有志も参加する音楽会を行います。 11月20日 小川小学校 小川小学校 無料 0795-77-0048

丹波市 ③ 校内音楽会 和田小学校・幼稚園のオープン参観日として音楽発表会を行います。 11月20日
和田小学校
体育館

和田小学校
和田幼稚園

無料 0795-76-0002

丹波市 ② 学習発表会
日頃の学習（総合的な学習の時間・音楽）の成果を、保護者・地域の方々
にみていただくことで、学校教育への理解を促します。

11月20日 南小学校
南小学校
南幼稚園

無料 0795-82-0011

丹波市 ② 音楽表現発表会
中央小学校の児童と中央幼稚園の園児による合奏・合唱等の発表をしま
す。

11月19日
中央小学校
体育館

中央小学校
中央幼稚園

無料 0795-82-1033

丹波市 ② ふれあい発表会
幼稚園・小学生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20日
西小学校
体育館

西小学校
西幼稚園

無料 0795-82-0204

丹波市 ② 校内音楽会 小学生が校内音楽会を行います。 11月20日
北小学校
体育館

北小学校 無料 0795-82-7030

丹波市 ② 校内音楽会
歌や合奏など、１年間の音楽学習の成果を保護者や地域の皆様に発表
します。

11月20日
東小学校
体育館

東小学校
東幼稚園

無料 0795-82-0334

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を展示公開します。 11月19日 芦田小学校 芦田小学校 無料 0795-87-0101
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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20日 芦田小学校 芦田小学校 無料 0795-87-0101

丹波市 ① 校内音楽会 地域・保護者に、日頃の音楽学習の成果を発表します。 11月20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15日～

20日
佐治小学校 佐治小学校 無料 0795-87-0043

丹波市 ② 神楽小音楽会 保護者や地域住民に開かれた音楽発表を行います。 11月20日
神楽小学校
体育館

神楽小学校 無料 0795-87-5155

丹波市 ② 輝く遠阪っ子発表会

「総合的な学習の時間」「音楽科」「国語科」等の取り組みを学年毎に発表
します。地域の方々の趣味の作品も展示し、地域一体となった交流の場と
なります。また、発表会の後、音楽コンサートなどを予定しています。（内
容は未定）

2010/11/20
遠阪小学校
体育館

遠阪小学校 無料 0795-88-0004

丹波市 ② 音楽会
２クラス合同で、歌をうたったり簡単な楽器遊びをしたりしながら、ミニオペ
レッタをします。

11月18日
青垣幼稚園
みんなの部屋

青垣幼稚園 無料 0795-87-0082

丹波市 ②
氷上西高等学校生徒とのふれあ
い

青垣幼稚園の11月生まれの誕生会に、氷上西高の3年生が来園し、手作
りの大型パネルシアターを演じてくれます。

11月26日
青垣幼稚園
みんなの部屋

氷上西高校
青垣幼稚園

無料  青垣幼稚園0795-87-0082

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20日 竹田小学校
竹田小学校
竹田幼稚園

無料 0795-86-0465

丹波市 ③ 前山っ子フェスタ 音楽を中心とした学習発表会です。職員やPTAの演奏も計画しています。 11月20日
前山小学校
体育館

前山小学校 無料 0795-85-0427

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23日
吉見小学校
体育館

吉見小学校 無料 0795-85-0017

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27日
鴨庄小学校
体育館

鴨庄小学校 無料 0795-85-0491

丹波市 ② 音楽会 各学年の児童と幼稚園児が合唱と合奏を披露します。 11月20日 三輪小学校
三輪小学校
三輪幼稚園

無料 0795-85-0671

丹波市 ②
ミュージックフェスタ
（キンコンカンコンサート）

例年行っている学年毎の児童と幼稚園児の音楽発表会にゲスト演奏とし
て、シューベルティアーデたんば２０１０ふるさと音楽ひろば・キン・コン・カ
ン・コンサートを行います。

11月20日
春日部小学校
体育館

春日部小学校
春日部幼稚園

無料 0795-74-0112

丹波市 ② 校内音楽会
本校の全児童とこども園の園児（4・5才児）が日ごろの音楽の学びを発表
します。

11月19日 大路小学校 大路小学校 無料 0795-75-0458

丹波市 ① 第12回アグリフェスタinおおじ
農産物を主とした販売等の農業祭に、児童会活動の一環として６年生が
参加します。

11月7日 春日総合運動公園
大路地区
自治協議会

無料
大路地区自治協議会
0795-75-1777

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触れ合います。 11月4日
春日農村環境改善
センター

ひだまりハウス 無料
進修幼稚園
0795-75-0402

丹波市 ② 進修幼小ふれあい発表会
子どもたちが学習したこと(幼は音楽)を発表します。図工の作品も展示し
ます。

11月20日
進修小学校
体育館

進修小学校
進修幼稚園

無料 0795-75-0037

丹波市 ①② 黒井城祭り 地域学習とその発表会を行います。保月城跡登山等も行います。 11月6日
黒井小学校
黒井幼稚園

黒井地区自治協議会
黒井小学校
黒井幼稚園

無料
黒井小学校
0795-74-0035

丹波市 ② 黒井ふれあい音楽会 幼・小学校における音楽科教育の発表会を行います。 11月19日
黒井小学校
体育館

黒井小学校
黒井幼稚園

無料 0795-74-0035

丹波市 ①② おかの花訪問交流
地域の特別養護老人ホームに出かけ、一緒に歌をうたったり、触れ合っ
たりしてふれあいをもちます。

11月上旬
おかの花特別養護
老人ホーム

船城幼稚園 無料
船城幼稚園
0795-74-2440

丹波市 ② 校内音楽会
広く地域の方を招いて、幼稚園児が日頃の歌を歌ったり、小学生が演奏
をしたりします。

11月20日
船城小学校
体育館

船城小学校
船城幼稚園

無料 0795-74-0142

丹波市 ② 第３９回文化祭
全校生徒が一致団結し、合唱に演劇、学習発表を行います。いきいきとし
た姿を披露し、皆さんの胸に感動を刻みたいと思います。

11月6日～7
日

柏原中学校
体育館

柏原中学校 無料 0795-72-0079

丹波市 ② 文化祭

ステージ発表として、体育館にて全クラスが合唱と演劇に取り組みます。
吹奏楽部は活動の成果を演奏します。展示発表は教科の作品展、研究
発表などを行います。生徒会・専門委員会・平和推進委員会の発表も行
います。PTAはバザーを行います。

11月6日～7
日

山南中学校 山南中学校 無料 0795-77-0077
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丹波市 ①② オープンスクール
３日間、オープンスクールとして学校開放を行います。27日（土）は、人権
参観授業の後、人権学習会として中倉茂樹さんを講師に山南中PTAと連
携して教育講演会を行います。

11月25日～
27日

山南中学校
山南中学校
山南中PTA

無料 0795-77-0077

丹波市 ② AED講習会 ２年生に救急救命講習を行います。 11月4日
和田中学校
体育館

和田中学校 無料 0795-76-0040

丹波市 ② 文化祭 合唱コンクール、３年生の演劇、各教科の作品を展示します。
11月6日～7

日
氷上中学校 氷上中学校 無料 0795-82-1148

丹波市 ② リサイクル活動 校区ごとにリサイクル活動を行います。
11月14日・

21日
氷上町各地区

氷上中学校
氷上中PTA

無料 0795-82-1148

丹波市 ② オープンスクール 普段の授業等学校の様子を広く地域に公開します。
11月25日～

26日
氷上中学校 氷上中学校 無料 0795-82-1148

丹波市 ② 創立50周年記念講演
創立50周年記念講演会をオープンスクールの一環として本校卒業生田邊
浩太さん(JAXA)を招き、実施します。

11月26日 氷上中学校
氷上中学校
氷上中PTA

無料 0795-82-1148

丹波市 ② オープンスクール 学校の教育活動を地域に公開します。
11月15日～

20日
青垣中学校 青垣中学校 無料 0795-87-0212

丹波市 ③ 青垣ゆかりの絵画展 青垣出身の４人の画家の絵画を展示します。
11月15日～

20日
青垣中学校

青垣中学校
５０周年記念事業委員会

無料 0795-87-0212

丹波市 ③ 青垣中学校「今と昔写真展」 創立当時から今日までの青垣中学校の写真を展示します。
11月15日～

20日
青垣中学校

青垣中学校
５０周年記念事業委員会

無料 0795-87-0212

丹波市 ② 文化祭 合唱コンクール・演劇発表・ＰＴＡうどん給食等を実施します。
11月6日～7

日

市島公民館
ライフピアいちじま
市島中学校

市島中学校 無料
市島中学校
0795-85-0046

丹波市 ② 校内意見発表会
各学級で予選会を実施し、選ばれた生徒が全校生、保護者・地域の方の
前で発表します。

11月17日 市島中学校 市島中学校 無料 0795-85-0046

丹波市 ② 文化祭 クラス合唱演劇など、文化的発表を行います。
11月6日～7

日
春日中学校 春日中学校 無料 0795-74-2075

丹波市 ① 丹波地域教育フォーラム
丹波地域教育推進委員会主催の行事に篠山鳳鳴高校有志生徒が実行
委員として参加し、企画運営を行います。

11月21日 未定（丹波市） 丹波地域教育推進委員会 無料
篠山鳳鳴高校
079-552-0047

丹波市 ② オープンスクール
授業公開、生徒の作品展示、ミニコンサート（コーラス部・吹奏楽部）及び
文化講演会(立体会談：一龍斎貞水）を行います。午前か午後の公演を保
護者に公開します。

10月21日～
27日

柏原高校 柏原高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~kaibara-hs/

授業公開21～26
日
作品展示21～27
日
コーラス部22日
吹奏楽部26日
講演会21日

丹波市 ② 保健講演会
環太平洋大学次世代教育学部　学級経営学科　教授　住本克彦氏の講
演をおこないます。

10月下旬 校内 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」の授業でギターの演奏を習います。 9月～10月
丹波市立
芦田小学校

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を制作します。 10月～12月
丹波市立
芦田小学校

柏原高校 http://www.hyogo-c.ed.jp/~kaibara-hs/ 材料費のみ徴収

丹波市 ②
高校生就業体験事業
インターンシップ

氷上西高校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20日～
22日

旧青垣町内の事業
所

氷上西高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~hikaminishi-hs/

丹波市 ②
健康福祉増進活動
青垣ボランティアまつり参加

青垣町ボランティア連絡会が主催する青垣ボランティアまつりに氷上西高
校の太鼓部がアトラクション出演、生徒有志が運営ボランティアとして参
加します。

10月23日
青垣福祉交流セン
ター

氷上西高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~hikaminishi-hs/

丹波市 ②
高校生地域貢献事業
丹波もみじの里ハーフマラソン大
会全校生参加

近隣の施設を利用して開催される全国規模のマラソン大会の5kmの部に
氷上西高校全校生が参加します。参加できない生徒は運営ボランティア
として協力します。

11月7日
グリーンベル青垣
及び周辺コース

氷上西高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~hikaminishi-hs/
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丹波市 ② 授業公開 １週間、すべての授業を公開します。
11月9日～

13日
氷上西高校 氷上西高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~hikaminishi-hs/

丹波市 ② 文化祭
氷上西高校の生徒の発表や展示だけでなく、近隣の保育園児の発表、
地域の方の演奏や作品展示も行います。

11月13日 氷上西高校 氷上西高校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~hikaminishi-hs/

丹波市 ② 商業科販売実習 氷上高校商業科３年生が校内の生産物を販売します。
10月下旬
11月下旬

市内量販店 氷上高校 0795-74-0104

丹波市 ② 桃陵祭（文化祭） 氷上高校文化部の発表、農産物の販売、物産販売等を行います。 11月3日 氷上高校 氷上高校 無料 0795-74-0104

丹波市 ② 第32回学習発表会
舞台発表・作品展・作品販売・バザーなど日頃の学習の成果を披露しま
す。

11月14日
氷上特別支援学校
体育館

氷上特別支援学校 無料 0795-75-1737

南あわじ
市

② オープンスクール
10月29日には三世代交流グランドゴルフ大会と炊き出し訓練を実施しま
す。

10月25日～
29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
学校を公開し、授業や行事等での児童の様子を地域の方に参観していた
だきます。

10月26日～
28日

沼島小学校 沼島小学校 無料 0799-57-0101

南あわじ
市

② オープンスクール
学校を公開し、授業や行事等での児童の様子を地域の方に参観していた
だきます。

11月1日・2
日・4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
学校を公開し、授業や行事等での児童の様子を地域の方に参観していた
だきます。

11月1日･2
日・4日・5日

市小学校 市小学校 無料 0799-42-0114

南あわじ
市

② オープンスクール
学校を公開し、授業や行事等での児童の様子を地域の方に参観していた
だきます。

11月4日・5
日

八木小学校 八木小学校 無料 0799-42-0128

南あわじ
市

② 文化祭 学年ごとに発表を行います。 11月6日 辰美中学校 辰美中学校 無料 0799-38-0241

南あわじ
市

② オープンスクール １１月６日は文化祭で、各クラスで劇を行います。
１１月１日・２
日・４日・５
日・６日

御原中学校 御原中学校 無料 0799-36-2063

南あわじ
市

② 親子人権講演会 保護者とともに人権について学習します。 11月10日 南淡中学校 南淡中学校 無料 0799-52-0111

南あわじ
市

② オープンスクール 11月13日には「ふくちゃんまつり」として福祉体験活動を行います。
11月12日・

13日
倭文小学校 倭文小学校 無料 0799-46-0009

南あわじ
市

② オープンスクール
学校を公開し、授業や行事等での児童の様子を地域の方に参観していた
だきます。

11月16日・
17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
学校を公開し、授業や行事等での児童の様子を地域の方に参観していた
だきます。

11月16日～
18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
学校を公開し、授業や行事等での児童の様子を地域の方に参観していた
だきます。

11月19日 神代小学校 神代小学校 無料 0799-42-0037

南あわじ
市

② 幼稚園ウィーク 南あわじ市内６園の園児の絵画を展示します。
11月19日～
12月12日

ショッピングセン
ターシーパ

阿那賀幼稚園 無料 0799-39-0240

南あわじ
市

② 文化祭 学年ごとの劇が評判です。 11月20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
学校を地域に公開し、児童の様子を地域の方に見ていただくと同時に芸
術鑑賞会も実施します。

11月20日 灘小学校 灘小学校 無料 0799-56-0020

南あわじ
市

② 文化祭 学年ごとに発表を行います。 11月21日 三原中学校 三原中学校 無料 0799-42-1239

南あわじ
市

② 親子ふれあいフェスティバル 自衛隊の音楽隊を招いたり、親子で模擬店を出店したりします。 11月21日 西淡公民館 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
学校を公開し、授業や行事等での児童の様子を地域の方に参観していた
だきます。

11月22日・
24日・25日・

26日
阿万小学校 阿万小学校 無料 0799-55-0047
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南あわじ
市

② 学習発表会 学年ごとの発表の他に、だんじり唄や浄瑠璃を演じます。 11月27日 市小学校 市小学校 無料 0799-42-0114

南あわじ
市

② 学習発表会 学年ごとの発表を行います。 11月27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 沼島小・中が合同で実施します。 11月27日 沼島総合センター
沼島小学校
沼島中学校

無料 0799-57-0101

南あわじ
市

② オープンスクール
学校を公開し、授業や行事等での児童の様子を地域の方に参観していた
だきます。

11月29日～
12月1日

辰美小学校 辰美小学校 無料 0799-37-3211

南あわじ
市・洲本
市組合

② オープンスクール 期間中に授業参観、教育講演会（10月28日（木）午後）を実施します。
10月25日～

29日
広田中学校 広田中学校 無料 0799-45-0039

南あわじ
市・洲本
市組合

② 文化祭 クラス劇、学年合唱、吹奏楽部の演奏、PTA合唱を行います。 11月13日 広田中学校 広田中学校 無料 0799-45-0039

南あわじ
市・洲本
市組合

② オープンスクール 午前中地域の方々に学校を開放し教育活動を参観していただきます。
11月25日～

27日
広田小学校 広田小学校 無料 0799-45-0013

朝来市 ③ 山東町文化祭
人権文化講演会や薄茶席、菊花展、芸能祭等を開催します。
同時開催の作品展では、保育園～一般の作品を展示します。

10月31日～
11月3日

山東緑風ホール
山東公民館・体育
館

山東文化協会
山東公民館

無料  santo-kouminkan@city.asago.hyogo.jp079-670-7300

朝来市 ③ あさご文化祭 朝来文化協会所属団体また一般の作品展示や、芸能発表を行います。
10月30日～

11月3日
朝来公民館及びさ
さゆりホール

朝来公民館 無料 079-677-1165

朝来市 ② 音楽会
こども園全員で歌を歌い保護者や地域の人たちに聞いてもらいます。（小
学校と合同開催）

11月20日 マインホール 生野小・こども園 無料  079-679-2044079-679-2566

朝来市 ② オープンスクール 保護者・地域の方に園や園児の様子を公開します。 10月16日 竹田幼稚園 竹田幼・小学校 無料 079-674-2835

朝来市 ② オープンスクール マラソン大会や普段の授業風景を広く地域に公開します。
11月4日・5

日
粟鹿幼稚園 粟鹿幼稚園 無料 079-676-4041

朝来市 ② 参観日・人権講演会 幼稚園児の園での様子を見てもらった後、人権講演会を開催します。 10月22日 幼稚園及び小学校 中川幼・小学校 無料 079-678-0347

朝来市 ② オープンスクール お店屋さんごっこ等活動に一緒に参加していただきます。 11月25日 幼稚園 中川幼稚園 無料 079-678-0347

朝来市 ②
オープンスクール
PTA教育講演会

授業公開とPTA教育講演会を開催します。 10月22日 生野小学校 生野小学校 無料 079-679-2044

朝来市 ②
オープンスクール
マラソン大会

授業とマラソン大会を公開します。 11月2日 生野小学校 生野小学校 無料 079-679-2044

朝来市 ② ふれあい音楽会 学年ごとに合唱や合奏を発表します。 11月20日 生野小学校 生野小学校 無料 079-679-2044

朝来市 ② ミニ音楽祭
３・４年生が市内音楽祭で発表する合唱を全校生や保護者・地域の人々
に聞いていただきます。

10月19日 糸井小学校体育館 糸井小学校 無料 079-675-2812

朝来市 ② 校内マラソン大会 校内マラソン大会を保護者・地域の人々に見ていただきます。 11月5日 糸井小学校運動場 糸井小学校 無料 079-675-2812

朝来市 ② 授業参観・PTA教育講演会
保護者・地域の方に授業公開や、教育講演会を通して、みんなで子育て
について考えていただきます。（予定講演者　リピート山中氏）

11月12日
授業参観　各教室
講演会　体育館

糸井小学校・糸井小PTA 無料 079-675-2812

朝来市 ② オープンスクール 心の参観日（道徳の授業公開）とPTA教育講演会を開催します。 10月29日 大蔵小学校 大蔵小学校 無料 079-679-2800

朝来市 ② オープンスクール 授業参観および教育講演会を行います。 11月19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 マラソン大会をはじめ、授業公開を行います。 11月5日 朝来市東河小学校 東河小学校 無料 079-672-2804

朝来市 ② オープンスクール 収穫祭(餅つき大会、太鼓演奏）をはじめ、授業公開を行います。 11月11日 朝来市東河小学校 東河小学校 無料 079-672-2804
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朝来市 ② 道徳教育参観日
全学年が、５時間目に道徳の授業をおこないます。そして、親子で命の大
切さについて考える機会を作り出していきます。

11月19日 各教室 竹田小学校 無料 079-674-2644

朝来市 ②
思いやりと勇気の
記念日集会

児童も教師も地域の方々も、改めて自分の「生き方」や「いのち」を見つめ
直す日ととらえ、毎年この時期に集会をしています。

11月20日 梁瀬幼･小学校 梁瀬幼稚園・小学校 無料 079-676-2014

朝来市 ② 収穫祭 保護者や地域の方と共に育てた米で餅つきをします。 11月8日 与布土小学校 与布土小学校 無料 079-676-2022

朝来市 ② オープンスクール 授業公開をします。 11月4日 粟鹿小学校 粟鹿小学校 無料 079-676-2032
朝来市 ② オープンスクール マラソン大会を公開します。 11月5日 粟鹿小学校区 粟鹿小学校 無料 079-676-2033
朝来市 ② 人権参観日・講演会 人権教育に関する授業や講演会を行います。 10月22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 授業参観後、保護者対象に教育講演会を開催します。 11月5日 山口小学校 山口小学校 無料 079-677-0040

朝来市 ② 文化祭・授業公開
合唱コンクールと意見発表会・ブックトーク及び吹奏楽部の演奏をステー
ジ公開します。

10月19日 生野マインホール 生野中学校 無料 079-679-3063

朝来市 ② 進路説明会・授業公開 ３年進路説明会と１・２年生参観授業と放課後の部活動を公開します。 10月30日
視聴覚教室
各教室

生野中学校 無料 079-679-3063

朝来市 ② 関西電力出前授業・授業公開 ３年体験学習と１・２年生参観授業と放課後の部活動を公開します。 11月2日
体育館
各教室

生野中学校
関西電力

無料 079-679-3063

朝来市 ②
福祉講演会・
授業公開

「盲導犬の福祉講話」を公開します。 11月9日
生野中学校
体育館

生野中学校
盲導犬協会

無料 079-679-3063

朝来市 ② 国語力向上研究会 研究会発表の内「全クラスの研究授業」を公開します。 11月19日
生野中学校
各教室

生野中学校 無料 079-679-3063

朝来市 ② 文化祭
合唱コンクール、文化作品展示、アメリカジュニア使節団報告会を実施し
ます。

10月14日 ジュピターホール 和田山中学校 無料 079-672-3351

朝来市 ②
授業公開・
進路説明会

授業公開の実施と3年生対象の進路説明会の開催します。 10月下旬 和田山中学校 和田山中学校 無料 079-672-3351

朝来市 ②
授業公開・
教育講演会

授業公開の実施と教育講演会の開催します。 11月5日 和田山中学校 和田山中学校 無料 079-672-3351

朝来市 ②
授業公開・
進路説明会

授業公開の実施と3年生対象の進路説明会の開催します。 11月中旬 和田山中学校 和田山中学校 無料 079-672-3351

朝来市 ② 校区内小学生学校見学 校区内小学6年生による授業・施設見学を開催します。 11月下旬 和田山中学校 和田山中学校 無料 079-672-3351

朝来市 ② オープンスクール
授業参観、部活動参観、環境教育講座などを保護者・住民参加で行いま
す。

11月2日～5
日

梁瀬中学校 梁瀬中学校 無料 079-676-2041

朝来市 ② 地域交流事業 地域の方々が指導者となり、伝統文化を教わります。 11月11日 朝来中学校 朝来中学校 無料 079-677-0527

朝来市 ② 公開授業週間 本校の全ての授業を原則公開します。
11月15日～

19日
生野高校 生野高校 無料 079-679-3123

朝来市 ③ 芸術鑑賞会 桂米朝一門の落語会を鑑賞します。 11月9日 生野マインホール 生野高校 無料 079-679-3123

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、知っていただ
きます。

11月15日～
19日

和田山高校 和田山高校 無料 079-672-3269

朝来市 ② 「なごみカーニバル」
保護者及び地域の住民、小・中学校等関係機関に、小学部、中学部、高
等部の学習成果を舞台で発表したり、児童生徒の作品を展示します。

10月30日
和田山特別支援学
校体育館他

和田山特別支援学校 無料 079-674-0214

朝来市 ② オープンスクール
保護者や地域住民、学校評議員等に授業等の教育活動を見てもらった
り、給食の試食、寄宿舎生活の様子などを公開します。

11月1日～5
日

和田山特別支援学
校教室、食堂、寄宿
舎他

和田山特別支援学校 無料 079-674-0214

淡路市 ② トライやるアクション 中学生が学校他で体験活動を行います。 10月16日 岩屋中学校　他 岩屋中学校 無料 0799-72-3117

淡路市 ② オープンスクール
授業や休み時間・清掃等、学校生活を公開します。併せて自転車交通安
全教室、1年給食試食会も行います。

10月19日～
20日

浦小学校 浦小学校 無料 0799-74-4112

淡路市 ② ＰＴＡ教育講演会
元保夫・小崎恭弘氏を迎え、「パパの子育て　家族の子育て」と題した講
演会を開催します。

10月20日 浦小学校 浦小学校 無料 0799-74-4112

淡路市 ② ＰＴＡ人権教育講演会 人権教育の講演会を生徒、保護者、地域の方々が視聴します。 10月26日 東浦中学校 東浦中学校ＰＴＡ 無料 0799-74-4113　

淡路市 ② オープンスクール 授業公開等を行います。
11月1日～2

日
多賀小学校 多賀小学校 無料 0799-85-0017
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淡路市 ② オープンスクール
老人会と地域有志の指導で、昔遊びや手作りおもちゃの体験学習を行い
ます。

11月4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
盲目のピアニスト清水紘子氏を招聘し、ふれあいコンサートを開催しま
す。

11月5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 行事のない日常の学校生活を公開します。 11月9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 保護者・地域に呼びかけ、朝から自由な学校参観を行います。
11月9日～

11日
中田小学校 中田小学校 無料 0799-62-0013

淡路市 ② １年給食試食会 １年児童と１年保護者が給食を共に食します。 11月10日 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 授業参観等を行います。 11月10日 石屋小学校 石屋小学校 無料 0799-72-3120

淡路市 ② 祖父母参観・交流活動
授業参観と老人クラブの協力を得て、学年ごとにふれあい交流活動を行
います。

11月10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
授業、休み時間、給食、清掃等普段どおりの学校生活を公開をします。午
後は、消防団・保護者等と地域総合防災訓練を行います。

11月10日 富島小学校 富島小学校 無料 0799-82-0068

淡路市 ③ 文化発表会
美術、書道、技家作品、体験学習等の発表並びに合唱、選択発表等を実
施します。

11月17日 東浦中学校 東浦中学校 無料 0799-74-4113

淡路市 ③ 文化発表会 中学生の合唱、吹奏楽、絵画や書道の作品展示などを行います。 11月19日 アソンブレホール 岩屋中学校 無料 0799-72-3117

淡路市 ② 学習発表会 各学年ごとの劇と合奏を発表します。 11月27日 富島小学校 富島小学校 無料 0799-82-0068

淡路市 ② 防災訓練 児童・保護者・地域の方々と防災訓練を実施します。（オープンスクール） 11月30日 石屋小学校 石屋小学校 無料 0799-72-3120

淡路市 ① 公開授業 淡路地区県立私立部会研究授業を行います。 11月17日 津名高校 淡路地区人教 無料 0799-62-0071

淡路市 ② 地域クリーンアップ活動 淡路高校周辺の地域清掃を行います。 10月29日
淡路高校周辺の地
域

淡路高校 無料
0799-82-1137
http://www.hyogo-c.ed.jp/~awaji-ahs/

淡路市 ②
近隣保育園との交流
近隣社会福祉施設との交流

「総合的な学習の時間」の授業の一環として、近隣の保育園（多賀保育
所・郡家保育園・恵泉保育園）や社会福祉施設（あいあい作業所・ゆうゆ
うライフ・しおさいグループホーム）で体験学習をして、園児や高齢者との
交流を深めます。

10月７日・21
日・11月4

日・11日・18
日

淡路高校一宮校 淡路高校一宮校 無料 0799-85-1183

淡路市 ② 高校生地域貢献活動（秋の茶会）
地域の人々を文化祭に招いて、箏曲演奏とお点前を披露し、地域の人々
との交流を深めます。

11月13日 淡路高校一宮校 淡路高校一宮校 無料 0799-85-1183

宍粟市 ②
中高連携研究協議会（インスパイ
ア・ハイスクール）

連携型中高一貫教育による地域に根ざした学校づくりの今後の方向性に
ついて、兵庫教育大学長等を招き、基調講演やパネルディスカッションを
行います。

11月15日 県立千種高等学校 県立千種高等学校 無料  県立千種高等学校0790-76-2033　

宍粟市 ③
第６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応募し、展示する。
10月30日～

11月3日
宍粟防災センター

宍粟市
宍粟市教育委員会

無料 0790-63-3117

宍粟市 ③
第37回
波賀文化のつどい

波賀市民局管内の各学校・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・将棋の競技会を行いま
す。

11月13日～
14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 ① やまさき老人大学 笑いをテーマに、落語を通じて元気をもらいます。 11月18日 山崎文化会館 学遊館 0790-64-7700
市民大学講座～
学びパスポート～
としての公開講座

宍粟市 ① 元気をもらおう講座
ＰＴＡと共催で、人権研修会として映画会を開催し、人権や命の大切さに
ついて学習してもらいます。

11月19日 山崎文化会館 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3117
市民大学講座～
学びパスポート～
としての公開講座
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宍粟市 ② オープンスクール 文化祭・公開授業をします。
11月6日・9
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・出前授業・服育教育講演会・行政相談出前教室をしま
す。

11月4日・8
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・文化祭をします。
11月1日・2
日・4日～7

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 オープンスクール 公開授業・文化祭・教育講演会をします。
11月6日・16
日～19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・進路説明会をします。
11月6日・9
日～12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・文化祭をします。
11月1日・2
日・4日～7

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 公開授業・部活動見学・文化祭・学習発表会をします。
11月7日・9
日～12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 公開授業・芸術鑑賞をします。
11月4日～

10日
三土中学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 三校連合音楽会 音楽を通しての三校（三土中・三河小・土万小）の交流をします。 10月26日 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 授業公開、ふれあい集会、学習発表会をします。

10月17日～
22日・10月
17日・11月

14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 公開授業・学習発表会をします。
11月4日・7
日・12月1日

～3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 ふれあい集会、学習発表会、授業公開・マラソン大会をします。
11月18日・
28日・12月3

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・公開授業・交流体験活動をします。
11月14日・
22日・24日

～26日
戸原小学校 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・ロードレースをします。
11月16日～

20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・学習発表会をします。
11月4日・5
日・17日～

20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・学習発表会をします。
11月4日～9

日・27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・食育講演会・マラソン大会をします。わら細工（しめ縄・わら草
履など）を行います。

11月1日～5
日・26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・防災教育をします。
10月13日・
26日・11月9
日・12月3日

土万小学校（10月
26日は三河学校）

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・地域ふれ合い行事（もちつき）をします。
11月10日～

13日
神戸小学校 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118
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宍粟市 ② オープンスクール 学習発表会・公開授業をします。
11月28日・
11月30日～

12月3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・高齢者とのふれあい活動・福祉教育・性教育・学習発表会をし
ます。

11月26日・
29日 ～30

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・学習発表会をします。
10月8日・11
月10日～12

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・学習発表会・西同教発表会をします。
10月26日・
27日・11月
14日・26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・マラソン大会・学習発表会をします。
11月8日～１
0日・19日・

28日

波賀小学校・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
校内マラソン大会・公開授業・学習発表会・ふれあいもちつき大会をしま
す。

11月17日・
22日・24日・
27日・12月5

日

野原小学校 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・公開事業・マラソン大会・収穫祭をします。
11月3日・15
日～19日

道谷小学校 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・給食試食会・学習発表会・合同文化祭をします。
10月26日～
28日・11月7

日・28日

千種南小学校
千種中学校（11月7
日）

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、幼小中高合同文化祭、学習発表会をします。
10月19日・
11月7日・28

日

千種東小学校
千種中小学校
千種東小学校

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 合同文化祭・授業公開・学習発表会をします。
11月7日・15
～17日・21

日

千種中学校(11月7
日)
千種北小

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・いずみ会とのふれあい
をします。

11月4日～5
日・9日～10

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・ふれあいバザーをします。
11月１7日・
19日・21日

菅野幼稚園 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 幼稚園ウイーク 公開保育・保育参観日（バザー）・幼児茶道体験をします。
10月20日～
22日・25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・未就園児や地域の方との交流をします。
11月10日・
11日・12日

河東幼稚園 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 　幼稚園ウイーク 公開保育・ふれあいバザーをします。
11月5日・8
日～10日

神野幼稚園 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118
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宍粟市 ② 幼稚園ウィーク 公開保育・未就園児との交流・老人会との交流をします。
11月4日・5

日・8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・未就園児・地域の方々との交流をします。
10月18日～

24日
都多幼稚園 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

宍粟市 ② 幼稚園ウィーク
公開保育・高齢者とのふれあい・未就園児との交流・地区農業文化祭・親
子遊びをします。

11月10日・
14日・19日・

25日

土万幼稚園・土万
ふれあいの館

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・地域の高齢者との交流をします。
11月2日～5

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します。
11月2日・4
日～5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・講演会・未就園児との交流をします。
11月2日・4

日・5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 参観日・未就園児、地域の祖父母との交流をします。
11月8日～

10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 公開保育・未就園児との交流をします。
11月11日～
12日・26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・未就園児、小学生との交流をします。
11月17日～

19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・未就園児及び地域の人との交流をします。
11月2日・22
日・23日・27

日

野尻幼稚園
野原小学校

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・祖父母との交流をします。
10月18日～

20日
千種幼稚園 宍粟市教育委員会 無料 0790-63-3118

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練習成果として発表会をします。 10月17日 センターちくさ 千種文化協会 無料 0790-76-2210

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23日～

24日
センターちくさ 宍粟市教育委員会 無料 0790-76-2210

宍粟市 ① リーダー研修会
児童・生徒・保護者が同じ映画を観ることで、共通したテーマについて考
え、交流を図る機会を提供します。今年は、「ウルルの森の物語」を上映
します。

11月11日～
12日

一宮北中学校・神
戸小学校

一宮生推協・市教委 無料 0790-72-2330

宍粟市 ②
一宮北中学校区人権教育実践発
表会（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、人権文化を育むまちづくり」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26日
一宮北中学校区各
学校園所

一宮北中学校区地域指定人
権教育実践発表会実行委員
会

無料 0790-72-2330

宍粟市 ③ 芸術鑑賞会
講談師の一龍斎貞水氏（人間国宝）を招き、山崎高校全校生及び保護者
（希望者）対象に鑑賞会を開催します。なお、学校評議員及び近隣の方々
（地域住民）も招待します。

11月9日 山崎高校体育館 山崎高校 無料 0790-62-1730

宍粟市 ② 山高街の駅
山崎町山崎の旧店舗を活用し、生徒が作製した木工品や手芸品、ケーキ
等を展示・販売したり、学校の教育活動全般を紹介するなどの体験活動
をとおして地域住民との交流を深め、地域の活性化に寄与します。

11月4日・11
日・※20日・
25日・12月
13日・※23

日
（予定）

山崎町山崎「御菓
子司あらき」旧店舗

山崎高校 無料 0790-62-1730

11月4日・11日・25
日・12月13日は放
課後開店16:00～
17:30
12月13日のみ
14:00～17:３０

宍粟市 ②
兵庫西農協　山崎農業祭バザー
出店

山崎高校森林環境科学科、生活創造科の生徒が作製した物品（木工品、
ケーキ、手芸品等）を地域の農業祭バザーに出店して販売します。

11月20日～
21日

兵庫西農協山崎支
店

兵庫西農協山崎支店 無料 0790-62-1730
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宍粟市 ② オープンスクール 授業公開とカルチャー講座を開講します。
11月4日～5

日
県立千種高等学校 県立千種高等学校 無料

0790-76-2033
http://www.hyogo-c.ed.jp/~chikusa-hs/

宍粟市 ②
第２回連携型中高一貫教育校研
究協議会（フォーラム）

加治佐哲也氏（兵庫教育大学学長）による基調講演。連携型中高一貫教
育についての取組状況と今後の方向性について公開研究協議会を行い
ます。

11月15日 県立千種高等学校 県立千種高等学校 無料
0790-76-2033
http://www.hyogo-c.ed.jp/~chikusa-hs/

加東市 ③ 地域コミュニティ・アワード2010
県民交流広場実施団体が一堂に会して相互に活動のノウハウや課題を
共有し、意欲を高める交流の場です。

11月7日
兵庫県立嬉野台生
涯教育センター

県民交流広場全県連絡協議
会・兵庫県

無料 http://www.hyogo.kouryu-hiroba.jp/

加東市 ③ うれしの秋のフェスタ 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7日
兵庫県立嬉野台生
涯教育センター

（財）兵庫県生きがい創造協
会

無料 http://www.h-ikigai.com/ikigai/

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20日 社小学校 社小学校 無料 0795-42-0004
加東市 ② 学校オープン 授業公開、給食試食会等を行います。 10月20日 福田小学校 福田小学校 無料 0795-42-1043
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27日 福田小学校 福田小学校 無料 0795-42-1043

加東市 ①② ふれあい稲刈り
うれしの台生涯大学(高齢者大学)の方と児童が、交流しながら稲刈りを行
います。

10月13日 やしろの森公園
生涯教育センター
米田小学校

無料 0795-44-0004

加東市 ①② 三世代交流会
校区４地区に分かれ、グランドゴルフ・シャッフルボード・囲碁ボール・食事
づくりなどで３世代交流を行います。

10月23日
米田小学校校区内
各地区

米田小学校
米田小ＰＴＡ

無料 0795-44-0004

加東市 ①② 全校登山 全校児童が保護者、地域の方とともに、三草山に登り自然に親しみます。 10月27日 三草山
米田小学校
スポーツクラブ21米田

無料 0795-44-0004

加東市 ② 米田小いきいきオープン オープンスクール、給食試食会、ＰＴＡ教育講演会を行います。
11月17日～

18日
米田小学校 米田小学校 無料 0795-44-0004

加東市 ① 農業交流稲刈り 猪名川町阿古谷小との交流体験学習を行います。 10月中旬 加東市吉馬
三草小学校
交流広場

無料 0795-42-0221

加東市 ② 学校オープン 授業及び学校生活の公開　し、教育講演会を行います。 11月2日 三草小学校
三草小学校
三草小ＰＴＡ

無料 0795-42-0221

加東市 ③ 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23日 社国際学習塾 三草小学校 無料 0795-42-0221

加東市 ② 三世代ふれあいふるさと学習
児童が育てた餅米を使い、赤飯や山菜おこわ作りに挑戦します。そして
食事会で保護者や地域住民との交流を図ります。

10月24日 鴨川小学校 鴨川小学校 無料 http://www.city.kato.lg.jp/users/kamogawashogakko/kamogawasyougakkoutop.html

加東市 ② 学校オープン
授業公開後、学級懇談会を行います。そのうち1時間は道徳の授業をしま
す。地域の伝統文化（獅子舞）の学習もします。

10月29日 滝野東小学校 滝野東小学校 無料 0795-48-2037

加東市 ② 学校オープン
授業公開、学級懇談会教育講演会（演題「携帯電話やゲーム機に潜む危
険」－インターネット社会の現状ー）を行います。

11月12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 オープンスクール 授業公開と教育講演会を行います。 10月23日 東条東小学校 東条東小学校 無料 0795-47-0044

加東市 ② 東条川クリーン活動 児童・生徒・PTAが東条川のゴミ拾いをします。 10月23日 東条川 東条東小学校 無料 0795-47-0044

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20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 ５年親子活動 ５年生の親子のふれあい活動を行います。 10月26日 ダイハツ工業 東条西小学校PTA 無料 0795-46-0044

加東市 ② ファミリー参観 授業参観、教育講演会を行います。 11月16日 東条西小学校 東条西小学校 無料 0795-46-0044

加東市 ② 食育推進事業研究発表会
組織的・計画的・継続的な学校における食育の推進について研究発表を
します。

11月12日 社中学校 社中学校 無料 0795-42-0152

加東市 ② 弁論大会・文化発表会

弁論大会：各クラス、ＰＴＡ、うれしの学園生涯大学生代表者による弁論大
会を開催します。
文化発表会：文化的な取り組みや鑑賞を通じて芸術に触れる機会として
文化発表会を開催します。

11月20日 社中学校 社中学校 無料 0795-42-0152

加東市 ② 学校オープン 授業公開を行います。
10月14日～

15日
滝野中学校 滝野中学校 無料 0795-48-2032

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6日 滝野文化会館 滝野中学校 無料 0795-48-2032

加東市 ① ふれあい活動 生徒が保護者と一緒になってふれあい活動をします。 11月13日 スカイピア 滝野中学校 無料 0795-48-2032

加東市 ② 文化祭
合唱コンクール、人権弁論、劇、ダンス、演奏総合学習の発表、ブックトー
ク等を実施します

10月31日 東条文化会館 東条中学校 無料 0795-47-0024
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加東市 ② 親子で音探し ５歳児とその保護者（親子）一緒に音楽に触れながらながら過ごします。 10月13日 幼稚園：遊戯室 社幼稚園 無料 0795-42-5800

加東市 ② どんぐりクラブ ５歳児が未就園児をリードしながらサツマイモの収穫をします。 10月20日
幼稚園保育室・遊
戯室

社幼稚園 無料 0795-42-5800

加東市 ② 幼稚園オープン：餅つき大会
いずみ会の方の援助を受けながら、五穀豊穣の実りを感謝し、お餅をつ
いて食べます。

11月15日 幼稚園庭 社幼稚園 無料 0795-42-5800

加東市 ② 幼稚園オープン：つるし柿作り 老人会の補助を受けながら、つるし柿つくりの体験をします。 11月16日 幼稚園テラス 社幼稚園 無料 0795-42-5800

加東市 ① 幼稚園オープン：教育講演会
保護者、老人会、園近くの方などに園へ来ていただき、講演会聴講や園
児との楽しいひと時を過ごしていただきます。

11月17日 幼稚園：遊戯室 社幼稚園 無料 0795-42-5800

加東市 ③ 秋の定期演奏会
社吹奏楽団によるファミリーコンサートに参加、出演。楽団をバックにし、
歌を歌います。

11月28日 国際学習塾 社吹奏楽団 無料 0795-42-5800

加東市 ② 祖父母参観 祖父母による保育参観を行います。 10月15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園児の交流（さつまいも掘り）を行います。 10月18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園児の交流（ハロウインへご招待）を行いま
す。

10月29日 福田幼稚園 福田幼稚園 無料 0795-42-8701

加東市 ② 幼稚園オープン 地域への幼稚園公開、講演会を行います。 11月13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園児の交流を行います。（音楽会17日・親子
サッカー大会29日）

11月17日・
29日

福田幼稚園 福田幼稚園 無料 0795-42-8701

加東市 ② 学校経営発表会
研究主題「学び合う心　伝え合う力　ともに伸びる子」をもとに、授業公開
を行います。

11月2日 社小学校
社小学校
加東市教委

無料 0795-42-0004

加東市 ② 学校経営発表会
研究主題「意欲的に学び、高め合う児童の育成」をもとに、授業公開を行
います。

11月11日 米田小学校
米田小学校
加東市教委

無料 0795-44-0004

加東市 ② 学校経営発表会
研究主題「たくましい生徒を育てる感動のある授業の創造」をもとに、授
業公開を行います。

11月18日 東条中学校
東条中学校
加東市教委

無料 0795-47-0024

加東市 ①
北播磨地域男女共同参画セミ
ナー

「男女共同参画社会」についての基本的な知識を習得し、身近な問題とし
て理解してもらいます。

11月10日・
24日・12月8

日

加東市滝野図書館
会議場

加東市
北播磨県民局
県立男女共同参画セミナー

無料 0795-48-3598

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。

10月30・31
日・12月2日

～14日

加東市社中央体育
館
Ｂｉｏ社店

加東市教育委員会 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

高齢者の介護に視点をあて、羽成幸子氏の講演「介護体験は自分の老
いのリハーサル」などを行います。

11月28日
加東市滝野文化会
館

加東市教育委員会 無料 0795-48-3598

加東市 ② 公開授業 研究授業週間として授業を公開します。
11月1日～

12日
社高校 社高校 無料 0795-42-2055

たつの市 ② わくわくどきどき事業 市立幼稚園の合同絵画展を開催します。
11月6日～

12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
・児童生徒発明工夫展
・幼児学童美術展

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30日～

11月3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 ①
『ミケランジェロ・ラ・ドッタ・マーノ』
一般公開

世界に限定33部の貴重本を一般公開します。
11月5日～7

日
たつの市立龍野図
書館

たつの市教育委員会 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6日・13
日・20日・27

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 移動図書館
移動図書館車で公民館など市内12箇所の施設で図書の貸し出しを行い
ます。

11月10日・
17日・18日

たつの市立龍野図
書館

たつの市立龍野図書館 無料 http://tatsulib.city.tatsuno.hyogo.jp/

たつの市 ① 親子絵本講座 絵本の読み聞かせやわらべうたを親子で楽しみます。 11月11日
たつの市立龍野図
書館

たつの市立龍野図書館 無料 http://tatsulib.city.tatsuno.hyogo.jp/
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たつの市 ① 揖西かるた愛好会 小学生を対象とした百人一首のかるたとり講習会です。
11月13日・

27日
たつの市立揖西公
民館

たつの市立揖西公民館 無料 0791-66-2410

たつの市 ① えほんのじかん ０～３才と保護者を対象に絵本の読み聞かせ、手遊び等を楽しみます。
11月13日・

20日
たつの市立龍野図
書館

たつの市立龍野図書館 無料 http://tatsulib.city.tatsuno.hyogo.jp/

たつの市 ① おはなしのじかん ４才児～小学２年を対象にストーリーテリングを行います。 11月14日
たつの市立龍野図
書館

たつの市立龍野図書館 無料 http://tatsulib.city.tatsuno.hyogo.jp/

たつの市 ① はじめまして絵本事業 ７、８カ月児の保護者を対象に絵本の紹介をします。 11月17日
たつの市はつらつ
センター

たつの市立龍野図書館 無料 http://tatsulib.city.tatsuno.hyogo.jp/

たつの市 ① はじめまして絵本事業 ７、８カ月児の保護者に絵本の効用を紹介します。 11月1日
たつの市新宮総合
支所

たつの市立新宮図書館 無料 http://tatsulib.city.tatsuno.hyogo.jp/

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8日・22
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 学校訪問 新宮地区の各小学校（６校）に本の紹介及び図書の貸し出しをします。
11月10日・

12日

播磨高原東、西栗
栖、東栗栖、
新宮、香島、越部小
学校

たつの市立新宮図書館 無料 http://tatsulib.city.tatsuno.hyogo.jp/

たつの市 ① えほんのじかん
対象：３～５歳児
内容：絵本の読み聞かせを行います。

11月13日・
20日

たつの市立揖保川
図書館

たつの市立揖保川図書館 無料 http://tatsulib.city.tatsuno.hyogo.jp/

たつの市 ① おはなしのじかん
対象：小学生以上
内容：ストリーテリング、読み聞かせを行います。

11月13日・
20日

たつの市立揖保川
図書館

たつの市立揖保川図書館 無料 http://tatsulib.city.tatsuno.hyogo.jp/

たつの市 ① わらべうた講座
対象：幼児とその保護者
内容：わらべうた講座を行います。
定員：15組

11月16日
総合文化会館アク
アホール

たつの市立揖保川図書館 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10日・

11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 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14日・
21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 平成の寺子屋漢字ランド 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20日
たつの市立揖保公
民館

たつの市立揖保公民館 0791-67-1440

たつの市 ① はじめましてえほん ７、８ヶ月児の保護者へ絵本を紹介します。 11月30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 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し
ます。

11月30日
たつの市立揖保公
民館

たつの市立揖保公民館 0791-67-1440

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5日～
11月2日

県立龍野北高等学
校

県立龍野北高等学校（定時
制課程）

0791-75-2900
10月5日～11月2
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5日
県立龍野北高等学
校

県立龍野北高等学校（定時
制課程）

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12日
県立龍野北高等学
校

県立龍野北高等学校（定時
制課程）

無料 0791-75-2900
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たつの市 ②
播磨特別支援学校の文化発表会
での作品展示・販売

山崎高校生徒会執行部、森林環境科学科、生活創造科、吹奏楽部、ボラ
ンティア同好会の生徒が学校を訪問して行事に参加し交流する。また、作
品の展示発表や販売を行います。

11月中旬 播磨特別支援学校 播磨特別支援学校 無料  山崎高校0790-62-1730

たつの市 ②③ たつの市皮革まつり
龍野北高校デザイン科の生徒が行政、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ョーを開催します。また西脇高校生が播
州織ファッションショーに出演します。

11日20日・
21日

赤とんぼ文化ホー
ル

たつの市
たつの市皮革産業総合推進
協議会

無料

龍野北高校
0791-75-2900
西脇高校
0795-22-3566

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15日～
19日

西はりま特別支援
学校

西はりま特別支援学校 無料 0791-59-8277

たつの市 ② 地域清掃活動
生徒、ＰＴＡ、地域の方々一緒になり学校周辺の地域清掃活動を行いま
す。

11月2日
西はりま特別支援
学校・西播磨総合リ
ハビリセンター周辺

西はりま特別支援学校・ＰＴＡ 無料 0791-59-8277

たつの市 ② 就業技術科職業体験実習
就業技術科１・２年生が地域の様々な職場で職業体験実習に取り組みま
す。

10月12日～
22日・11月
15日～26

日・12月6日
～17日

各企業 播磨特別支援学校 無料 0791-66-0091

たつの市 ② 就業技術科木曜市 就業技術科２年生が近隣地域の方々との交流活動を充実します。
10月28日・
12月9日

播磨特別支援学校 播磨特別支援学校 無料 0791-66-0091

たつの市 ② 文化発表会
生徒会が中心となり、午前は本校、交流校の音楽や劇のステージ発表。
午後は本校、交流校の展示、PTAバザー等を行っています。

11月13日 播磨特別支援学校 播磨特別支援学校 無料 0791-66-0091

たつの市 ②
就業技術科
販売実習

本校の実習で作成した製品の販売会を実施します。
10月14日・
12月2日

10月14日：姫路リ
バーシティー
12月2日：赤とんぼ
広場
ホームセンタアグロ

播磨特別支援学校 無料 0791-66-0091

播磨高原
広域事務

組合
② 音楽会 平素の音楽学習の一端を発表します。 10月29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18日 播磨高原東小学校 播磨高原東小学校 無料 0791-58-0328

猪名川町 ② オープン参観
４歳児・５歳児が協同で開く「お店屋さんごっこ」に、お客さんとなって参加
していただきます。

11月4日～5
日

猪名川幼稚園 猪名川幼稚園 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/dept/06111/index.html

猪名川町 ② 子育て支援
４歳児・５歳児が協同で開く「お店屋さんごっこ」に、お客さんとなって参加
していただきます。

11月4日 猪名川幼稚園 猪名川幼稚園 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/dept/06111/index.html

猪名川町 ② オープン参観 保護者、地域の方を対象にお店屋さんごっこをして対話を楽しみます。
11月5日～6

日
松尾台幼稚園 松尾台幼稚園 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/dept/06112/index.html

猪名川町 ② 子育て支援
未就園児と地域の方・保護者が一緒に収穫祭をします。茶巾絞りを作り
ながら交流します。

11月12日 松尾台幼稚園 松尾台幼稚園 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/dept/06112/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、園生活を公開します。 11月25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】
・園児との交流と給食試食会を行います。

10月27日 六瀬幼稚園 六瀬幼稚園 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/dept/06113/index.html

給食試食会参加
希望の場合は事
前の申し込みが
必要です。
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猪名川町 ② ふれあい広場
【子育て支援】
・園児と一緒に楽器遊びをします。

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 ふれあい広場
【子育て支援】
・園児と一緒にクリスマス制作をします。

11月25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 保育や給食・弁当等の園生活を公開します。
11月10日～

12日
つつじが丘幼稚園 つつじが丘幼稚園 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/dept/06114/index.html

猪名川町 ② 子育て支援 制作遊びや親子で触れ合い遊びをします。 11月19日 つつじが丘幼稚園 つつじが丘幼稚園 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/dept/06114/index.html

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いも掘りをします。 10月19日 差組 つつじが丘幼稚園 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/dept/06114/index.html

猪名川町 ② 収穫祭 収穫したさつまいもでお菓子づくりをします。 11月2日 つつじが丘幼稚園 つつじが丘幼稚園 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/dept/06114/index.html

猪名川町 ②
支援ボランティア紙芝居読み聞か
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24日 つつじが丘幼稚園 つつじが丘幼稚園 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/dept/06114/index.html

猪名川町 ② オープン参観 学校給食を活用した食育について授業公開します。 11月15日 猪名川小学校 猪名川小学校 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/~inagawa-es/

猪名川町 ②
①合同防災訓練
②あこたにまつり
③ミニ図工展

①地域と連携し、防災訓練を行います。
②児童が保護者や地域の人を招きお店を開きます。
③肩肘を張らず、児童が普段の授業で制作した作品を展示致します。

11月20日 阿古谷小学校 阿古谷小学校 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/~akotani-es/

猪名川町 ② オープン参観
授業や朝の会等学校生活を公開します。午後からは、引き渡し訓練をお
こない地域の方といっしょに校区合同防災訓練に参加します。

11月27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 防災教育（防災訓練）
大島小学校区まちづくり協議会が実施する地域総合防災訓練に防災教
育の一環として学校も参加します。

11月13日 大島小学校 大島小学校 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/~ooshima-es/

猪名川町 ② 人権教育参観・懇談会 保護者対象の人権教育参観並びに懇談会を実施します。 11月15日 大島小学校 大島小学校 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/~ooshima-es/

猪名川町 ② オープン参観 日常の教育活動を公開します。 11月15日 大島小学校 大島小学校 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/~ooshima-es/

猪名川町 ② 校内図工展 全学年の図工作品を展示し、公開します。
11月30日～

12月3日
大島小学校 大島小学校 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/~ooshima-es/

猪名川町 ② オープン参観 音楽会を行います。 11月20日 松尾台小学校 松尾台小学校 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/~matsuodai-es/

猪名川町 ② 人権（同和）教育参観及び懇談会
人権（同和）学習の授業を公開した後に、保護者学習会として学級懇談会
を開きます。

11月14日～
15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 オープン参観 授業や給食・掃除等の学校生活を公開します。 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 人権・同和学習
人権学習に関する授業参観及び学級懇談会を実施し、保護者啓発を図
ります。

11月9日
（低）

11月11日
（高）

つつじが丘小学校 つつじが丘小学校 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/~tsutsujigaoka-es/

猪名川町 ① 地域住民運動会
まちづくり協議会及びスポーツ21が実施する地域住民運動会に本校の教
職員も参加します。

10月23日 つつじが丘小学校
住民運動会実行委員会・つつ
じが丘小学校区自治会・ス
ポーツクラブ21つつじ

無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/~tsutsujigaoka-es/

猪名川町 ①② 総合防災訓練
まちづくり協議会が実施する地域防災訓練に本校も防災教育の一環とし
て参加します。

11月20日 つつじが丘小学校
つつじが丘小学校・つつじが
丘小学校区まちづくり協議会

無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/~tsutsujigaoka-es/

猪名川町 ② 音楽会 保護者・地域住民対象の音楽発表を行います。 10月30日 つつじが丘小学校 つつじが丘小学校 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/~tsutsujigaoka-es/

猪名川町 ③ 文化祭
保護者や地域住民を対象に、学級の「演劇」の上演とともに、「合唱」を披
露します。

10月28日～
29日

中谷中学校 中谷中学校 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/~nakatani-jh/

猪名川町 ② 福祉教育講演会 生徒、保護者、地域住民を対象に、福祉教育の講演会を開催します。 10月27日 中谷中学校 中谷中学校 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/~nakatani-jh/
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猪名川町 ③ 文化祭 全校で取り組む学級演劇を地域住民に発信します。
10月28日～

29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
校区の小学６年生を招いて、協同学習を実践します。その後部活動見学
を行います。

11月18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 文化祭
総合的な学習や教科で取り組んだことを舞台や掲示を通して発表しま
す。

10月28日～
29日

猪名川中学校 猪名川中学校 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/~inagawa-jh/

猪名川町 ② 合唱コンクール
音楽の授業や総合的な学習の時間、部活動などで取り組んだことをス
テージで発表します。

11月5日 イナホール 猪名川中学校 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/~inagawa-jh/

猪名川町 ② オープン・ジュニア・ハイスクール
小学校の６年生に、中学校授業の導入になるような内容の公開授業と部
活動見学を行います。

11月26日 猪名川中学校 猪名川中学校 無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/~inagawa-jh/

猪名川町 ① 人権教育セミナー
人と人が豊かにつながり、人のぬくもりを感じる人権のまちづくりをめざし
開催します。今回は「高齢者の人権」をテーマに男女共同参画いき生きラ
イフの広瀬隆さんに講演していただきます。

11月5日
猪名川町中央公民
館

猪名川町コミュニティ課人権
教育推進室

無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/dept/02220/index.html

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。今年度は
日曜日なので、学校・園では前後に読み聞かせ等イベントを組みます。

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。昨年度は
新型インフルエンザ感染拡大防止により中止されたので、今年度は５年
生も加わって発表します。

11月12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8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
特別支援教育の取組を発表してもらいます。

11月27日
猪名川町文化体育
館

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 ① 人権教育セミナー
人と人が豊かにつながり、人のぬくもりを感じる人権のまちづくりをめざし
開催します。今回は「子どもの人権」をテーマに神戸学院大学の神原文子
さんに講演していただきます。

11月19日
猪名川町中央公民
館

猪名川町コミュニティ課人権
教育推進室

無料 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/dept/02220/index.html

多可町 ② オープンスクール 授業風景や学校生活の様子を公開します。
10月14日～

16日
中町南小学校 中町南小学校 無料 0795-32-0011

廃油の回収を行
います。
15日　芸術鑑賞
会
16日　講演会

多可町 ② オープンスクール 学校の普段の様子を保護者や地域の方に見ていただきます。
10月22日･

23日
中町北小学校 中町北小学校 無料 http://www.schoolweb.ne.jp/weblog/index.php?id=2810001

多可町 ② オープンスクール 授業公開、ＰＴＡ行事、芸術鑑賞等を予定しています。
10月28日～

30日
松井小学校・松井
幼稚園

松井小学校・松井幼稚園 無料 0795-35-0001
芸術鑑賞が未定
のため料金も未
定

多可町 ② オープンスクール 保護者や地域の人に学校を知っていただきます。
11月18日～

20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 授業風景や学校生活の様子を公開します。
11月17日～

19日
八千代北小学校 八千代北小学校 無料 0795-37-0043

19日:命の授業
講師：　藤井真弓
助産婦

多可町 ② 第2回オープンスクール兼参観日 授業公開・県民芸術劇場学校公演鑑賞を行います。 10月23日 八千代西小学校 八千代西小学校 無料 0795-38-0022

多可町 ② 第3回オープンスクール兼参観日 ふれあい祭り（児童の自治活動参観）、ふれあい食事会を行います。 11月13日 八千代西小学校 八千代西小学校 無料 0795-38-0022

多可町 ② オープンスクール 授業風景や学校生活の様子を公開します。
10月12日～

16日
中町中学校 中町中学校 無料 naka-chu@takacho.jp

多可町 ② オープンスクール 地域の人に学校を公開します。
11月10日～

11日
加美中学校 加美中学校 無料 www.takacho.jp/kamijhs/
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多可町 ② オープンスクール 授業や学校生活、学校行事を地域の方や保護者に公開します。
11月6日～7
日・10日～

11日
八千代中学校 八千代中学校 無料 http://www.takacho.jp/yachiyo-jr-hi/

多可町 ③ 芸術鑑賞会
県民芸術劇場学校講演でピッコロ劇団による演劇「銀河鉄道の夜」を鑑
賞します。

10月28日
杉原谷小学校体育
館

杉原谷小学校・杉原谷幼稚
園

無料 http://www.takacho.jp/sugisyou/

地域の方の入場
の可能ですが客
席に限りがありま
すので事前に申
込んで下さい。

多可町 ③ 杉っ子フェスティバル 学年ごとに音楽や劇、学習成果の発表などを行います。 11月27日
杉原谷小学校体育
館

杉原谷小学校・杉原谷幼稚
園

無料 http://www.takacho.jp/sugisyou/ 　

多可町 ② 人権弁論大会 学級代表１１名が人権作文等を発表します。 10月16日 中町中学校体育館 中町中学校 無料 naka-chu@takacho.jp

多可町 ② 文化祭 合唱や演劇を学級や学年で発表します。 11月13日 ベルディーホール 中町中学校 無料 naka-chu@takacho.jp

多可町 ③ 文化祭 生徒会が中心となった文化活動の発表会です。
11月6日～7

日
加美中学校 加美中学校 無料 www.takacho.jp/kamijhs/

多可町 ② 校内文化祭
合唱コンクールや吹奏楽の演奏をはじめとする演技と芸術鑑賞を行いま
す。

11月7日
八千代中学校体育
館

八千代中学校 無料 http://www.takacho.jp/yachiyo-jr-hi/

多可町 ② 校内弁論大会 各学級の代表による弁論大会を行います。 11月19日
八千代中学校体育
館

八千代中学校 無料 http://www.takacho.jp/yachiyo-jr-hi/

多可町 ①② スクラムハートプロジェクト
中学生と消防団員の交流事業です。地域住民へも活動の見守りを呼び
かけます。

中区11月7
日

加美区未定
八千代区
11月21日

町内各地区 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20日 多可町中央公民館 多可町PTA協議会 無料 0795-32-2385

多可町 ③ ニッコール写真展
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２７１点を展示し
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22日～
24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22日～
24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30日～
31日

多可町文化会館・
加美体育館・ガルテ
ン八千代体育館

多可町 無料 0795-32-1300

多可町 ③ 弓張美季ピアノリサイタル
世界的に活躍されているピアニストの音楽に触れることを目的とし開催し
ます。

11月3日 多可町文化会館
多可町文化会館自主公演部
会

0795-32-1300

多可町 ③ 演奏会 西脇工業高校吹奏楽部の活動成果を地域に発表します。 11月20日 ベルディーホール 西脇工業高校 無料 0795-22-5506

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」に多可
高校生徒会が企画から参加し、多可高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14日 那珂ふれあい館 多可高校 無料  多可高校0795-32-3214

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。 10月30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 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11日～

12日
中町幼稚園 中町幼稚園 無料 0795-32-2816

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18日～

19日
八千代幼稚園（キッ
ズランドやちよ）

八千代幼稚園（キッズランド
やちよ）

無料 0795-37-0001

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
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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30日～
31日

(中区）ベルディー
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

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5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13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20日 天満東小学校 天満南小PTA 無料 079-492-2340

稲美町 ① 読み聞かせ講演会 保護者・読み聞かせボランティアを対象とした講座を開催します。 11月
文化の森ふれあい
交流館
２Fホール

稲美町立図書館 無料 079-492-7800

稲美町 ② 愛・ふれあいコンサート
いなみ野特別支援学校ふれあいコンサートにおいて、加古川東高校吹奏
楽部が訪問演奏します。

11月6日
いなみ野特別支援
学校

加古川東高校 無料 079-424-2726

稲美町 ② 職業人講演会
２年生とＰＴＡ会員を対象に職業人による職業意識を養う講演を行いま
す。

11月19日 東播磨高校 東播磨高校 無料 079-492-3111

稲美町 ② オープンスクール 保護者、教育関係者及び地域の方々に授業公開を行います。
11月10日～

12日
いなみ野特別支援
学校

いなみ野特別支援学校 無料 079-492-6161
詳細は後日ＨＰで
お知らせします。

稲美町 ② 学習発表会 保護者、教育関係者及び地域の方々に学習発表会を公開します。 11月27日
いなみ野特別支援
学校

いなみ野特別支援学校 無料 079-492-6161
詳細は後日ＨＰで
お知らせします。

播磨町
①③
④

特別展
「茶すり山古墳－巨大円墳に眠る
但馬の王－」

朝来市にある近畿地方 大級の円墳である茶すり山古墳から出土した
副葬品を展示します。古墳時代の但馬の王の実像に迫ります。

10月2日～
11月28日

県立考古博物館
特別展示室

県立考古博物館  http://www.hyogo-koukohaku.jp079-437-5590

播磨町 ①③ 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ようすを実演公開します。 10月17日
県立考古博物館
展示室前

県立考古博物館  http://www.hyogo-koukohaku.jp079-437-5597

播磨町
①③
④

講演会
「武具からみた茶すり山古墳」

開催中の特別展関連講演会です。講師は宮内庁書陵部の加藤一郎氏で
す。

10月23日
県立考古博物館
講堂

県立考古博物館 無料  http://www.hyogo-koukohaku.jp079-437-5598 定員120名

播磨町 ①③ 考古博で赤米をつくろう（稲刈り）
６月に植えた赤米をいよいよ収穫します。古代人の苦労を体験してみま
しょう。

10月24日 実験水田 県立考古博物館  http://www.hyogo-koukohaku.jp079-437-5599 定員30名

播磨町 ①③ どんぐりであそぼう 大中遺跡で拾ったどんぐりをいろんな遊び道具の材料にします。 10月24日
県立考古博物館
体験学習室

県立考古博物館  http://www.hyogo-koukohaku.jp079-437-5600
定員20名
～小学生

播磨町
①③
④

講演会
「武器の保有形態からみた大王墓
と茶すり山古墳」

開催中の特別展関連講演会です。
講師は池田市立歴史民俗資料館長の田中晋作氏です。

10月30日
県立考古博物館
講堂

県立考古博物館 無料  http://www.hyogo-koukohaku.jp079-437-5601 定員120名

播磨町 ①③
古墳時代の兜づくりにチャレン
ジ！

特別展関連の体験講座です。厚紙を使って古代の兜作りに挑戦します。 10月31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.jp079-437-5602
定員20名
小学5年生～

播磨町 ①③ 第３回考古博・古代体験・秋まつり 日本の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6日
県立考古博物館
体験ひろば

県立考古博物館  http://www.hyogo-koukohaku.jp079-437-5603

播磨町 ①③ 無料開放日 特別展も無料でごらんいただけます。 11月6日 県立考古博物館 県立考古博物館 無料  http://www.hyogo-koukohaku.jp079-437-5604

播磨町 ①③ 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。 11月6日
県立考古博物館
遺物整理室

県立考古博物館  http://www.hyogo-koukohaku.jp079-437-5605 定員15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
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播磨町 ①③ 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ようすを実演公開します。 11月7日
県立考古博物館
展示室前

県立考古博物館  http://www.hyogo-koukohaku.jp079-437-5606

播磨町
①③
④

講演会
「武器からみた茶すり山古墳」

開催中の特別展関連講演会です。講師は島根大学准教授の岩本崇氏で
す。

11月13日
県立考古博物館
講堂

県立考古博物館 無料  http://www.hyogo-koukohaku.jp079-437-5607 定員120名

播磨町
①③
④

講演会
「但馬の中の茶すり山古墳」

開催中の特別展関連講演会です。講師は大手前大学教授の櫃本誠一氏
です。

11月20日
県立考古博物館
講堂

県立考古博物館 無料  http://www.hyogo-koukohaku.jp079-437-5608 定員120名

播磨町 ①③ 関西文化の日 特別展も無料でごらんいただけます。
11月20日～

21日
県立考古博物館 県立考古博物館 無料  http://www.hyogo-koukohaku.jp079-437-5609

播磨町 ①③ 古代のかごづくり
古代人たちがつくっていたかごはどんな作り方をしていたのか、解説を聞
きながら作っていきます。

11月21日
県立考古博物館
体験学習室

県立考古博物館  http://www.hyogo-koukohaku.jp079-437-5610 定員10名

播磨町 ①③ 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ようすを実演公開します。 11月21日
県立考古博物館
展示室前

県立考古博物館  http://www.hyogo-koukohaku.jp079-437-5611

播磨町
①③
④

講演会
「茶すり山古墳と二人の被葬者」

開催中の特別展関連講演会です。講師は大阪府立近つ飛鳥博物館長白
石太一郎氏です。

11月27日
県立考古博物館
講堂

県立考古博物館 無料  http://www.hyogo-koukohaku.jp079-437-5612 定員120名

播磨町 ①③ 遺跡ウォーク 加古川の平荘湖周辺で特産の石材を使った石造物を巡ります。 11月28日
加古川市平荘湖周
辺

県立
考古博物館

 http://www.hyogo-koukohaku.jp079-437-5613 定員30名

播磨町 ② 授業参観・教育講演会 授業参観と人権の講演会を行います。 10月21日 播磨小学校体育館 播磨小学校 無料 079-437-9849

播磨町 ② 音楽会 音楽学習の発表会を行います。 11月13日 播磨小学校体育館 播磨小学校 無料 079-437-9849

播磨町 ② オープンスクール
昔の遊び(１年…老人会との交流）や考古博物館見学(４年…PTA学年行
事）、及び授業を公開します。

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 職業人と語ろう(６年…キャリア教育）、及び授業を公開します。 10月21日 各教室・体育館 蓮池小学校 無料 078-943-2211
1･2年は5時間目
のみ

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13日 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 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22日 学校 播磨西小学校 無料 079-435-3264

播磨町 ② 校内音楽会 保護者や地域の方々対象に音楽会を開催します。 11月13日 学校 播磨西小学校 無料 079-435-3264
播磨町 ② 音楽会 保護者と地域の方々対象に、各学年が歌と合奏を披露します。 11月13日 播磨南小学校 播磨南小学校 無料 078-942-0730

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29日 本校体育館 播磨中学校 無料 079-437-8147

播磨町 ② 授業参観 全学級の公開授業を実施します。 11月13日 各教室 播磨中学校 無料 079-437-8147
播磨町 ② 文化祭 全クラスの合唱、 文化部の発表を行います。 10月29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 授業参観等の公開をします。 11月12日 播磨南中学校 播磨南中学校 無料 078-943-6622

播磨町 ① なかよしクリーン大作戦 町内3園の年長児が地域の人とクリーンキャンペーンを行います。 11月12日 播磨町内 町内三幼稚園 無料 079-437-0729

播磨町 ② オープンスクール 幼稚園での園児の活動を公開します。
11月15日～

19日
播磨幼稚園 播磨幼稚園 無料 079-437-0729

播磨町 ② 保育参観・幼児教育学級 保育参観及び食育に関する保護者学習会を実施します。 10月19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23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 ② 図工化研究会（公開保育）
町内幼・小・中学校の図工化担当者教諭が中心になって公開保育をし、
研修を深めます。

11月2日 幼稚園 町教育委員会 無料 078-942-8328

播磨町 ② 公開保育
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。

年少11月8
日

年長11月9
日

年中11月11
日

幼稚園 蓮池幼稚園 無料 078-942-8328

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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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 保育参観
食育教室の一環で、弁当の準備、食べる、片付け、マナ－などの様子を
参観してもらいます。

11月9日 播磨西幼稚園 播磨西幼稚園 無料 079-435-3265

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はりまのイベント二酸化します。町内三園の年長児
が地域の人と町をきれいにします。

11月12日 播磨町内 町内三幼稚園 無料 079-435-3265

播磨町 ② オ－プンスク－ル 地域の人たちに新園舎や本園の取り組みなどを公開します。
11月15日～

20日
播磨西幼稚園 播磨西幼稚園 無料 079-435-3265

播磨町 ① ふれあいまつり
シニアクラブの人たち中学生との交流、地域やお家の人とのゲ－ムや食
べ物などのお店を楽しみます。 11月20日 播磨西幼稚園 播磨西幼稚園 無料 079-435-3265

播磨町 ① もちつき
保護者やシニアクラブ、地域の人たちなど様々な人と餅つきを楽しみま
す。

11月30日 播磨西幼稚園 播磨西幼稚園 無料 079-435-3265

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をしま
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ープ
079-435-0565

播磨町 ① 播磨町菊花展 菊愛好家の福助、大菊、懸崖等の作品展示をします。
10月27日～

11月8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ープ
079-435-0565

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6日 大中遺跡 大中遺跡まつり実行委員会 無料
播磨町生涯学習グループ
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です。
11月13日～

14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ープ
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14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ープ
079-435-0565

播磨町 ① 長なわとび大会 町内在住・在勤の住民を対象にした長なわとび大会を実施します。 11月27日 播磨町総合体育館 ＮＰＯスポーツクラブ22はりま 無料
播磨町生涯学習グループ
079-435-0565

播磨町 ② 子ども美術展 町内の幼・小・中学校の児童生徒の作品展示をします。
11月25日～

28日
播磨町中央公民館
大ホール

学校教育グループ 無料
播磨町生涯学習グループ
079-435-0565

播磨町 ② クリーンキャンペーン 播磨南高校 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23日
播磨町・西二見駅
から高校までの通
学路

播磨南高校 無料  播磨南高校078-944-1157

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います。

11月9日
播磨町立蓮池小学
校

播磨町教育委員会 無料  播磨南高校078-944-1157

播磨町 ② オープンスクール
本校での教育等の取り組みを地域・保護者等に啓発するために行いま
す。

10月12日～
15日

東はりま特別支援
学校

東はりま特別支援学校 無料 http://www.hyogo-c.ed.jp/~higashiharima-sn/

市川町 ② トライやる発表会 トライやる・ウィーク事業での学んだことのグループ発表を行います。 11月5日 市川中学校 市川中学校 無料 0790-26-0030

市川町 ② 教育講演会 講師を招聘した人権講話を行います。 11月5日 市川中学校 市川中学校ＰＴＡ 無料 0790-26-0030
市川町 ② 校内合唱コンクール クラスごとの合唱コンクールを行います。 11月20日 市川中学校 市川中学校 無料 0790-26-0030

市川町 ② オープンスクール
学校公開（授業・教育活動の公開）を行います。 終日に学習発表会を
開催します。

11月15日～
20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 各学級・学年・全校での劇・合奏・合唱を発表します。 11月20日 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 バザー・校内音楽会・アルミ缶収集を行います。
11月15日～

20日
鶴居中学校 鶴居中学校 無料 0790-28-0021

市川町 ② オープンスクール 学習発表会を行います。
11月15日～

19日
川辺小学校 川辺小学校 無料 0790-26-0007

市川町 ③ 県民芸術劇場 芸術鑑賞を行います。 11月26日 川辺小学校 川辺小学校 0790-26-0007

福崎町 ③ 参観音楽会 音楽会を実施し、保護者・地域に公開します。 11月20日 福崎小学校体育館 福崎小学校 無料 0790-22-0101

福崎町 ② オープンスクール 授業・その他の教育活動を保護者・地域に自由に公開します。
11月20日～

30日
福崎小学校 福崎小学校 無料 0790-22-0101
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福崎町 ② 参観日・人権講演会 授業参観と講演会を実施します。 10月6日
高岡小学校教室・
体育館

高岡小学校 無料 0790-22-1113

福崎町 ① 郡ＰＴＣＡ実践発表会 ＰＴＡによる実践発表をします。 10月31日 神崎公民館 郡連合ＰＴＡ 無料 0790-22-1113

福崎町 ② ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 地域の方に学校を開放します。
11月18日～

25日
高岡小学校教室・
体育館

高岡小学校 無料 0790-22-1113

福崎町 ② 学習発表会 各学年の太鼓の披露と学習したことの発表をします。 11月20日 体育館 高岡小学校 無料 0790-22-1113

福崎町 ② 田原っ子フェスティバル
各クラス・学年毎に学習発表や地域の方々の協力のもと、もちつき・もち
むぎレストラン等の体験活動を行います。

11月13日 田原小学校 田原小学校 無料 0790-22-0102
おもちともちむぎ
は引換券持参者
のみ

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18日～
25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 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6日 八千種幼稚園 八千種幼稚園PTA 無料 0790-22-1207

福崎町 ② 学習発表会
高岡小学校と一緒に発表会に参加させていただき、劇遊び等の練習の成
果を発表します。

11月20日 高岡小学校体育館 高岡小学校 無料
高岡小学校
0790-22-1113

福崎町 ② 親子体操 ５歳児が町立体育館で親子触れ合い遊びをします。 11月6日 福崎町立体育館 福崎幼児園 無料 0790-22-1091

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15日～
19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きます。

11月20日 福崎西中学校 福崎西中学校 無料 0790-22-0157

福崎町 ③ 歴史民俗資料館学校展示会 歴史民俗資料館の資料を学校へ持ち込んで展示されます。
10月26日～

11月9日
福崎東中学校 歴史民俗資料館 無料 0790-22-5699

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22日～

27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27日 福崎東中学校 福崎東中学校 無料 0790-22-0208

福崎町 ② 教育講演会
南極地域観測隊同越冬隊長　牛尾収輝氏（国立極地研究所准教授）によ
る講演をおこないます。

11月25日 福崎高校 福崎高校 無料 0790-22-1200

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。
10月27日～

11月２日
越知谷小学校 越知谷小学校 無料 0790-33-0300

神河町 ② へき地教育研究大会 本校のへき地教育活動に関する研究を発表します。 11月2日 越知谷小学校 越知谷小学校 無料 0790-33-0300
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21日 越知谷小学校 越知谷小学校 無料 0790-33-0300

神河町 ② オープンスクール 授業・給食試食会・人権学習を公開します。
10月25日～

29日
大山小学校 大山小学校 無料 0790-32-0074

神河町 ① 自主防災 粟賀小校区内の地域と連携した防災教育を行います。 11月7日 粟賀小学校 神河町 無料 0790-32-0025

神河町 ②
西同教･郡同教・神河町指定人権
教育実践発表会

人権教育実践発表会を行います。
研究テーマ　｢ハートのふれあう人権文化の創造｣

11月11日
粟賀幼稚園
粟賀小学校
神崎中学校

神河町 無料 0790-32-0025

神河町 ② オプンスクール 学習発表会を含めたオプンスクールを開きます。
11月7日・9
日～12日

寺前小学校
神河町立
寺前小学校

無料 0790-34-0024

神河町 ② オープンスクール 学校を一般に公開し普段の授業風景など教育活動を見てもらいます。
11月15日～

20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20日
南小田小学校
体育館

南小田小学校 無料 0790-34-0009

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。 11月 28日 川上小学校体育館 川上小学校 無料 0790-35-0242

神河町 ② オープンスクール 本校の特色ある学習活動を参観していただきます。
11月28日～

12月3日
川上小学校 川上小学校 無料 0790-35-0242

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21日 長谷小体育館 長谷小学校 無料 0790-35-0012

神河町 ② オープンスクール 朝の学習から児童の下校時まで地域の方に学校開放します。
11月8日～

12日
長谷小各教室他 長谷小学校 無料 0790-35-0014

神河町 ② 校内合唱コンクール
クラスごとに課題曲、自由曲を合唱し、学年ごとにも学年合唱を披露しま
す。

11月5日
町中央公民館グリ
ンデル

神崎中学校 無料 0790-32-0148
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神河町 ② オープンスクール
授業をはじめ清掃、部活動の様子まで保護者や地域の方に学校を開放
します。

11月8日～
12日

神崎中学校 神崎中学校 無料 0790-32-0148

神河町 ①
西同教指定　人権・同和教育実践
発表会

「共に生きる心」と「自立する力」を育むと題して幼・小と連携し、人権・同
和教育についての授業公開や実践発表を行います。

11月11日
神崎中学校
粟賀小学校
粟賀幼稚園

神河町人権文化推進委員会 無料 0790-32-0148

神河町 ② 合唱コンクール 校内の合唱コンクールを披露します。 11月17日
神河町グリンデル
ホール

大河内中学校 無料 0790-34-0030

神河町 ② トライやる報告会 トライやる・ウィークの活動で学んだことを生徒が報告します。 11月26日 大河内中学校 大河内中学校 無料 0790-34-0030
神河町立神崎中
学校の１年生も見
学に来ます。

神河町 ② 神高祭
地域の方々を文化祭に招待し、発表・展示など、神崎高校の文化的活動
を鑑賞していただきます。

11月12日 神崎高校 神崎高校 無料 0790-32-0209

太子町 ② 自然学校 小学５年生が４泊５日の自然社会体験活動に取り組みます。
10月19日～

23日
養父市ハチ北 太子町立斑鳩小学校

079-277-1016
太子町教育委員会管理課

太子町 ③ 学童展 町内の幼児児童生徒の絵画や書き方の作品を展示します。
11月12日～

14日
町立文化会館 太子町教育委員会 無料

079-277-1016
太子町教育委員会管理課

太子町 ③ 教職員研修会
町内の教職員が、研修として講演会に参加し指導力・人間力を高めま
す。

11月18日 町立文化会館 太子町教育委員会
079-277-1016
太子町教育委員会管理課

太子町 ③
お太子さんの荘園･鵤荘の現地を
歩く見学会

お太子さんの荘園･鵤荘の現地を歩き、現在も生き続ける荘園の名残りを
たずねる見学会です。

11月14日 太子町内 太子町立歴史資料館 http://www.town.taishi.hyogo.jp

太子町 ③ 民俗資料館特別開館
日頃開館していない民俗資料館（旧尾野家住宅、兵庫県登録文化財）
を、特別に開館します。

11月20日･
21日

太子町民俗資料館 太子町立歴史資料館 無料 http://www.town.taishi.hyogo.jp

太子町 ①③ 読書講演会
演題「子どもの本の魅力について」として　講師　齋藤　惇夫さんが講演を
されます。

10月16日
あすかホール研修
室

太子町立図書館 無料 079-277-1580

太子町 ①③ わらべうたを楽しむ会 実際に体を動かしてわらべうたを楽しみます。講師　近藤　信子さん 10月25日
あすかホール中
ホール

太子町立図書館 無料 079-277-1580 申し込みが必要

太子町 ① おはなしの時間 昔話や物語のストーリーテリングを楽しみます。 毎週土曜日
太子町立図書館
おはなしの部屋

太子町立図書館 無料 079-277-1580

太子町 ① 絵本の時間 ２、３歳の幼児と保護者に絵本を読み聞かせます。 毎週木曜日
太子町立図書館
おはなしの部屋

太子町立図書館 無料 079-277-1580

太子町 ②
高校生地域貢献　活動 ﾋﾞｭｰﾃｨ&ｸ
ﾘｰﾝ作戦

寄りの駅からの通学路を１年次生と職員が、地元老人会の方と一緒に
清掃を行います。

10月22日
網干駅から高校ま
での通学路

太子高校 無料 079-277-0123

太子町
①②
③

太子あすかふれあい祭り
太子町 大のイベントに太子高校吹奏楽部が演奏し、生徒会が太子検
定を実施し、生徒有志が同窓会・PTＡと共に太子高ショップで他校生の製
作品を販売します。

11月3日
太子町あすかホー
ル

太子町商工会 無料  太子高校079-277-0123

上郡町 ② 体育大会
本校グランドにおいて、日ごろの体育活動の成果を保護者や地域の皆さ
んに見ていただきます。

10月26日 上郡高校 上郡高校 無料 0791-52-0069

上郡町 ② オープンスクール 保護者や地域の方々に授業や部活動を見ていただきます。
11月15日～

19日
上郡高校 上郡高校 無料 0791-52-0069

上郡町 ②
高校生地域貢献事業
クリーン作戦

上郡高校生徒会を中心に本校からJR上郡駅までの通学路を清掃しま
す。

月２回
上郡駅から高校ま
での通学路

上郡高校 無料 0791-52-0069

上郡町 ② 教育講演会 バイマーヤンジン氏の講演会です。 11月15日 山野里小学校 連合自治会・学校 無料 0791-52-0073
上郡町 ② オープンスクール 終日学校開放します。 11月15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21日 山野里小学校 山野里小学校ＰＴＡ 無料 0791-52-0073

上郡町 ② オープンスクール 地域住民に授業はじめ学校を公開します。 11月30日 鞍居小学校 鞍居小学校 無料 0791-54-0006
上郡町 ② 学習発表会 各学年が、学習のまとめを発表します。 10月29日 赤松小学校 赤松小学校 無料 0791-52-0082
上郡町 ② 参観・人権講演会 参観授業と人権講演会を行います。 11月25日 赤松小学校 赤松小学校 無料 0791-52-0082
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上郡町 ② 祖父母参観日 園児と祖父母の交流を通して、人との温かい体験活動を行います。 11月2日 山野里幼稚園 山野里幼稚園 無料 0791-52-1200

上郡町 ② 参観日・ひよこ教室
未就園児親子を招いて、園児との交流やＰＴＡ主催バザー展に参加して、
幼稚園生活を共に楽しむ行事です。

11月11日 山野里幼稚園 山野里幼稚園 無料 0791-52-1200

上郡町 ② オープンスクール
地域の方々に幼稚園生活の様子を見ていただきます。小学校と共催の
講演会への参加を依頼します。

11月15日
山野里幼稚園・
山野里小学校

山野里幼稚園 無料 0791-52-1200

上郡町 ③ 上郡町文化祭
美術展・生花展・花木展・盆栽展・茶会・文化協会発表会などの開催しま
す。

10月28日～
11月3日

上郡町立つばき会
館・
生涯学習支援セン
ター

上郡町・
上郡町教育員会・
上郡町文化協会

無料 0791-52-1125

上郡町 ① 町民体育大会 各種目による競技大会を実施します。
10月3日～
12月5日

スポーツセンター 上郡町教育委員会 無料 0791-52-4433

上郡町 ① ちびっ子駅伝競走大会 小学生が５区間をタスキをつないで競争します。 11月21日
スポーツセンター周
辺

上郡町教育委員会 無料 0791-52-4433

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
を展示します。

11月19日
先端科学技術支援
センター

兵庫県立大学附属中学校 無料 0791-58-0735

上郡町 ② 芸術観賞会
兵庫県立大学附属高校体育館において、生徒・保護者対象の古典芸能
鑑賞会を行います。今年は、落語５席を鑑賞します。

10月20日
兵庫県立大学附属
高校体育館

(株)影向舎 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兵庫県立
大学附属附属高校の学校概要についての説明を行います。

10月26日
兵庫県立大学附属
高校体育館

兵庫県立大学附属高校 無料 0791-58-0722

上郡町 ② 三原まつり 地域のボランティア活動に参加します。 10月下旬 未定 未定 無料
兵庫県立大学附属高校
0791-58-0722

上郡町 ② 海外体験報告会
兵庫県立大学附属高校体育館において、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24日
兵庫県立大学附属
高校体育館

兵庫県立大学附属高校 無料 0791-58-0722

佐用町 ② オープンスクール 授業公開をします。
11月1日～5

日
佐用小学校 佐用小学校 無料 0790-82-2824

佐用町 ② オープンスクール 授業公開をします。
10月25日～

29日
利神小学校 利神小学校 無料 0790-83-2100

佐用町 ② オープンスクール 授業公開をします。
11月28日～

12月3日
江川小学校 江川小学校 無料 0790-84-0002

佐用町 ② オープンスクール 授業公開、老人会交流餅つきを実施します。
11月22日～

26日
幕山小学校 幕山小学校 無料 0790-87-0002

佐用町 ② オープンスクール 授業公開、ふれあいコンサートを実施します。
11月8日～

12日
上月小学校 上月小学校 無料 0790-86-0029

佐用町 ② オープンスクール 授業公開　11月25日は教育講演会をおこないます。
11月22日～

26日
久崎小学校 久崎小学校 無料 0790-88-0016

佐用町 ② ホタルの幼虫放流 ホタルの幼虫放流をします。 11月4日 中安小学校 中安小学校 無料 0790-78-0030

佐用町 ② オープンスクール 学校公開をします。
11月15日～

19日
中安小学校 中安小学校 無料 0790-78-0030

佐用町 ② 三世代交流餅つき大会 三世代交流をします。 11月19日 中安小学校 中安小学校 無料 0790-78-0030

佐用町 ② オープンスクール
授業公開、ふれあいコンサートをします。11月27日は収穫祭・講演会をし
ます。

11月24日～
27日

徳久小学校 徳久小学校 無料 0790-78-0038

佐用町 ② オープンスクール 授業公開等をします。10月26日は三校連合音楽会を実施します。
10月25日～

29日
三河小学校 三河小学校 無料 0790-77-0004
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佐用町 ② オープンスクール 授業公開・親子ふれあい行事等をします。
11月8日～

12日
三日月小学校 三日月小学校 無料 0790-79-2021

佐用町 ② オープンスクール 授業公開をします。
11月6日・9
日～12日

佐用中学校 佐用中学校 無料 0790-82-2102

佐用町 ② 文化発表会 学級合唱・学年合唱を公開します。 11月6日
佐用文化情報セン
ター

佐用中学校 無料 0790-82-2102

佐用町 ② オープンスクール 学校公開、授業公開をします。
11月15日～

21日
上月小学校 上月小学校 無料 0790-86-0027

佐用町 ② 校内文化発表会 PTA、外部支援団体も参加します。 11月21日 上月小学校 上月小学校 無料 0790-86-0027

佐用町 ② 防災教育 防災に関する親子学習会を実施します。 11月2日 宍粟防災センター 上月小学校 無料 0790-86-0027

佐用町 ② はなさき村との交流 福祉施設との交流をします。 10月 上津中学校 上津中学校 無料 0790-78-0018

佐用町 ② オープンスクール 授業公開をします。
11月8日～

13日
上津中学校 上津中学校 無料 0790-78-0018

佐用町 ② 校内マラソン大会 ＰＴＡ参加の駅伝競走を実施します。 11月13日 佐用町多賀 上津中学校 無料 0790-78-0018

佐用町 ② 校区奉仕作業 ＰＴＡと中学通学路、公民館の清掃活動をします。 11月13日 上津中学校校区 上津中学校 無料 0790-78-0018

佐用町 ② オープンスクール 生徒や校内生活の様子を公開します。
11月15日～

20日
三日月中学校 三日月中学校 無料 0790-79-2013

佐用町 ② 文化祭 合唱・演劇・作品発表をします。 11月20日 三日月中学校 三日月中学校 無料 0790-79-2013

佐用町 ② 三日月中防災を考える日 防災講話・消火訓練等をします。 11月26日 三日月中学校 三日月中学校 無料 0790-79-2013

佐用町 ① おはなし会 幼児・小学生を対象としたおはなし会です。 毎週土曜 佐用町立図書館 佐用町立図書館 無料 0790-82-0872

佐用町 ① おはなし会 ５歳以上の子どもを対象としたおはなし会です。 毎週日曜 佐用町立図書館 佐用町立図書館 無料 0790-82-0872

佐用町 ① おはなし会 小学３年生以上を対象としたおはなし会です。 不定期 佐用町立図書館 佐用町立図書館 無料 0790-82-0872

佐用町 ③ 佐用町文化祭 保育園児とともにファッションショーを行います。 11月3日 佐用情報センター 佐用町 無料 0790-82-2434

佐用町 ② 施設訪問
社会福祉施設を訪問し、ファッションショーや歌、ゲームなど生徒が企画
運営する交流会を行います。

11月
特別養護老人ホー
ム
朝陽ヶ丘荘

佐用高校 無料 0790-82-2434

佐用町 ② 佐用町大収穫祭 佐用高校産農産物を販売します。 11月 佐用情報センター 佐用町 0790-82-2434

佐用町 ② 三日月地区収穫感謝祭 佐用高校産農産物と焼き芋を販売します。 11月 味わいの里三日月 佐用町 0790-82-2434

佐用町 ② 収穫感謝祭（試食会）
佐用高校農場で生産した野菜と牛肉を食材としたビーフカレーを作り、保
護者を招いて試食会を実施します。

11月 佐用高校 佐用高校 無料 0790-82-2434

佐用町 ② 地域貢献事業 本町特産品のあさぎり茶園の栽培管理を地域茶園に出向き支援します。 11月 佐用町茶園 佐用高校 無料 0790-82-2434

佐用町 ② 地域貢献事業
町内天文台公園の自然学校児童対象に、佐用高校農場で、高校生の指
導のもと牛の引き運動、サツマイモ掘り等の農業体験学習支援を行いま
す。

11月 佐用高校 佐用高校 無料 0790-82-2434
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佐用町 ① 地域貢献事業
さよう子どもアートスクール「キャンドルをつくろう」で、佐用高校生が小学
生の製作をサポートします。

11月13日 佐用高校 佐用町 無料 0790-82-2434

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19日～

21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 授業公開をします。
11月4日～6

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 保育公開･保育園との交流会・親子クッキングを行います。
11月1日～5

日
村岡幼稚園 村岡幼稚園 無料 0796-94-0241

香美町 ② 地域オープン講座 一流シェフを招いて、地域住民と生徒でクッキングを行います。 11月下旬
香住高校食品製造
実習室

香住高校 0796-36-1181

香美町 ② マナーアップ集会 マナーアップに向けた取り組みを報告し、マナーアップ宣言を行います。 11月17日 香住高校体育館 香住高校 無料 0796-36-1181

香美町 ② オープンスクール
地域住民、保護者に対して学校を開放し授業参観施設見学等、学校への
理解と連携を深めます。

11月15日～
20日

香住高校 香住高校 無料 0796-36-1181

香美町 ② オープンスクール
学校を地域に開かれたものにし、地域の方に本校を見学していただき、
本校教育への推進に協力していただきます。

11月上旬 村岡高校 村岡高校 無料  総務部0796-94-0201

香美町 ② 芸術（演劇）鑑賞会 芸術鑑賞会を実施し、地域の方にも鑑賞していただきます。 11月13日
村岡高校
体育館

村岡高校 無料  総務部0796-94-0201

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14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 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5日
佐津小学校 佐津小学校 無料 0796-38-0014

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～

29日
柴山小学校 柴山小学校 無料 0796-37-0351

香美町 ② 給食を食べよう会 地域住民と子どもたちが一緒に給食を食べて交流を深めます。 10月26日 柴山小学校 柴山小学校 無料 0796-37-0351

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28日 香住小学校区内 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。
11月17日～

19日
香住小学校 香住小学校 無料 0796-36-0002

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19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27日～

29日
長井小学校 長井小学校 無料 0796-36-3005

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14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 授業公開、給食試食会、読み聞かせ他を実施します。 10月28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21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 授業公開、給食試食会、読み聞かせ他を実施します。
11月1日～5

日
村岡小学校 村岡小学校 無料 0796-94-0011

香美町 ② オープンスクール 授業公開･平和学習発表会･学級懇談会･マラソン大会を実施します。
10月26日～

29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 公開授業・県指定｢歯と口の健康づくり研究会｣を行います。
10月30日・
11月2日・4

日・5日
射添小学校 射添小学校 無料 0796-95-0004

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11日～

15日
香住第一中学校
中央公民館

香住第一中学校 無料 0796-36-1086

香美町 ②
学年弁論大会
PTA講演会

保護者の前で全生徒が弁論をします。｢インターネットトラブル｣について
の講演会をします。

11月8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 弁論･劇･伝統文化観賞･PTAコーラスを公開します。 11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 授業参観 １日の学校生活全般を公開します。
11月16日～

17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 授業参観･部活動見学･文化祭を実施します。
11月1日～7

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 文化祭と文化祭に向けての取り組みなどを公開します。
10月28日～

11月1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 教育活動を公開します。
10月19日～

22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14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31日 佐津幼稚園 佐津幼稚園 無料 0796-38-0786
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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13日～

17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15日 柴山幼稚園 柴山幼稚園 無料 0796-37-0554
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19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 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27日～

29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28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14日 長井幼稚園 長井幼稚園 無料 0796-36-3232

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。 10月28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21日 余部幼稚園 余部幼稚園 無料 0796-34-0258

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26日～

29日
うづか幼稚園 うづか幼稚園 無料 0796-96-0968

香美町 ② 祖父母参観日
祖父母から昔の話や遊び･おやつなどを聞き、実体験しながら昔の生活
を知ります。

11月5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 どんぐり保育園との交流や焼き芋会などを見てもらいます。
10月30日・
11月2日・4

日・5日
射添幼稚園 射添幼稚園 無料 0796-95-0648

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21日 香住区中央公民館
香美町教育
委員会

無料 0796-36-3764

香美町 ① 巡回展示 ｢ふるさと教育｣の取組状況をパネル展示で町内を巡回します。
11月18日～
12月12日

香美町町内
香美町教育
委員会

無料 0796-36-3764

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31日～

11月6日
村岡体育館

村岡区
中央公民館

無料 0796-98-1366

新温泉町 ② オープンスクール 保護者、地域の皆様に来校いただき教育活動を公開します。
11月18日～

20日
温泉小学校 温泉小学校 無料 0796-92-1092

新温泉町 ② 学習発表会 平素の学習の一端を発表します。 11月27日 照来小学校 照来小学校 無料 0796-92-1093

新温泉町 ②
但馬僻地教育
研究発表会

保護者、地域の皆様に来校いただき研究を発表します。 11月28日 照来小学校 照来小学校 無料 0796-92-1093

新温泉町 ② オープンスクール 平素の学習の全般を発表します。
11月12日～

15日
照来小学校 照来小学校 無料 0796-92-1093

新温泉町 ② オープンスクール 授業、教育活動、施設等を２日公開します。給食試食会を実施します。
11月4日・5

日
八田小学校 八田小学校 無料 0796-93-0601

新温泉町 ② 学習発表会 総合的な学習の時間、教科学習等の成果を発表します。 11月20日 八田小学校 八田小学校 無料 0796-93-0601

新温泉町 ② 学習発表会 日頃の学習成果の発表（ステージ展示）を行います。 11月20日 奥八田小学校 奥八田小学校 無料 0796-93-0622

新温泉町 ① 親子餅つき大会
学校田で収穫したもち米で保護者、地域住民とともに餅つき大会をしま
す。

11月28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 保護者、地域住民への学校公開をします。
11月25日・
26日・28日

浜坂東小学校 浜坂東小学校 無料 0796-82-1238

新温泉町 ②
人権講演会と
授業公開

人権教育の授業公開と講演会を行い、人権教育への理解を深めます。 10月26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 授業参観等子どもの学校生活等の様子を公開します。
11月2日・4

日・5日
浜坂西小学校 浜坂西小学校 無料 0796-82-1134

新温泉町 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を歌・劇・教科の発表を公開します。 11月22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 平素のありのままの授業や授業や教育活動を公開します。
10月31日～

11月2日
浜坂南小学校 浜坂南小学校 無料 0796-82-1237

新温泉町 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を歌や劇・教科の発表を通して公開します。 10月31日 浜坂南小学校 浜坂南小学校 無料 0796-82-1237

新温泉町 ② オープンスクール 子どもの学校生活や授業の様子などを１日公開します。
10月20日～

22日
浜坂北小学校 浜坂北小学校 無料 0796-82-1101

新温泉町 ② 給食試食会 給食の様子を参観し、食育への理解を深めていただきます。
10月20日～

22日
浜坂北小学校 浜坂北小学校 0796-82-1101

新温泉町 ②
人権授業参観日
及び講演会

人権教育の授業公開と講演会を行い、人権教育への理解を深めます。 11月18日 浜坂北小学校 浜坂北小学校 無料 0796-82-1101

新温泉町 ②③ 文化祭 日頃の活動の様子を展示、舞台発表にて行います。 11月7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 授業、教育活動、施設等を５日間公開します。
11月1日～5

日
浜坂中学校 浜坂中学校 無料 0796-82-1104
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新温泉町 ② 文化祭 演劇、合唱コンクール、総合的な学習の時間の取組等発表します。 11月5日 浜坂中学校 浜坂中学校 無料 0796-82-1104

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

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」

神戸市
姫路市
淡路市

① 大学祭
実行委員会が主体となり、学生等の課外活動の成果発表やフリ－マ－
ケット・模擬店等の開催を通じて、地域との交流を深める。

11月6～8日

兵庫県立大学
神戸学園都市キャ
ンパス
姫路書写キャンパ
ス
淡路キャンパス

兵庫県立大学 無料 兵庫県立大学事務局学務部学務企画課

神戸市 ①
一般開放型
ワークショップ

インクルーシブデザインワークショップ 11月13日 神戸芸術工科大学
神戸芸術工科大学芸術工学
研究所

無料
神戸芸術工科大学
事業推進課
078-796-2562

申し込み制

神戸市 ①
市民講座
特別コース

豊富な知識経験や知的好奇心を有する地域の方々の期待に応えるた
め、特定のテーマを少人数で学べる社会人向けの講座です

10月～12月
に5講座開

講

神戸市外国語大学
構内

公立大学法人　神戸市外国
語大学

http://www.kobe-cufs.ac.jp/about/contribution/lectures/index.html

神戸市 ① 市民講座
世界の人々の「国民性」再考ー庶民の暮らしの「オモテ」・「ウラ」ーをテー
マに８日間（８回）の講義を行います

10月9日～
11月10日の
土・水曜日

神戸市外国語大学
構内

公立大学法人　神戸市外国
語大学

http://www.kobe-cufs.ac.jp/about/contribution/lectures/index.html

神戸市 ②

地域活性化
システム論
「神戸を魅せる
～まち・海・山からのアプローチ
～」

山と海が近く、その間には魅力あるまちが広がる神戸。その魅力に詳しい
実務家などといっしょにまだまだ知らない神戸の魅力を掘り起こし、特性
を活かした地域活性策について、学生といっしょに学び、考えます。

ＵＲＬ参照

甲南大学
岡本ｷｬﾝﾊﾟｽ
1号館3階
131講義室

甲南大学
経済学部

無料 http://www.konan-univ.jp/economics/data/upfile/201008051306010.pdf

12/18（土）の講師
（藤田昌久氏）
は、2008年にノー
ベル経済学賞を
受賞したポール・
グルーグマン博
士と共同研究を
行いました

神戸市 ③ 神戸市東灘区アートマンス 大学企画展「浅野仁美展」
10/25（月）
～11/20

（土）

甲南大学５号館１階
GaleriePensee

甲南大学文学部 無料 http://www.konan-cdc.jp/pensee/index.htm

神戸市 ③ 神戸市東灘区アートマンス キャンパスJAZZﾗｲﾌﾞ 11/13（土） 甲南大学甲友会館 甲南大学文学部 無料 http://www.konan-cdc.jp/

神戸市 ③ 神戸市東灘区アートマンス 大学企画展「日淺優展」
11/22（月）
～12/17

（金）

甲南大学５号館１階
GaleriePensee

甲南大学文学部 無料 http://www.konan-cdc.jp/pensee/index.html

神戸市 ①
社団法人日本３Ｂ体操協会創立４
０周年プレ大会ｉｎ垂水

地域の一般参加者に３Ｂ体操を体験して頂くことで交流を図ります。会員
及び指導者の発表もあります。

11月6日
神戸市立
垂水体育館

社団法人日本３Ｂ体操協会
兵庫県支部

無料

神戸市 ①
平成22年度
公開講座

「神戸フィルハーモニック音楽の世界」と題し、朝比奈千足氏のお話と神
戸フィルの演奏があります。

10月16日 本学聖堂 神戸海星女子学院大学 無料
本学総務課
078-801-2277

神戸市 ①
平成22年度
公開講座

地域住民を対象に、本学講師の南夏代氏
による講演「楽譜へのアプローチ」を予定しています。

10月30日 本学講堂 神戸海星女子学院大学 無料
本学総務課
078-801-2277

神戸市 ② １３５FESTIVAL 大学祭
10月30日～

11月2日

有瀬キャンパス・
ポートアイランド
キャンパス

神戸学院大学
大学祭中央実行委員会

無料 http://kobegakuin135fes42.web.fc2.com/
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神戸市 ① 「江戸のお裁き」
法学部との連携で実施する講演会。江戸時代の裁判がどのようなもの
だったのか、クイズを交えながら楽しく学ぶ。講演会の前後２ヶ月間（10～
11月）に「江戸の暮らしと法」をテーマにした書籍展示も開催。

10月19日
神戸学院大学ポー
トアイランドキャンパ
ス図書館

神戸学院大学ポートアイラン
ドキャンパス図書館

無料
神戸学院大学ポートアイランドキャンパス図書館
（078）974-4127

神戸市 ① 「写真誌で見る戦争の記憶」
悲惨な戦争の歴史を多くの人々に知っていただくため、太平洋戦争開戦
直後から終戦直後にいたる時期に発行された『アサヒグラフ』ほか全１６６
冊の中から選りすぐって展示。

10月1日～
10月30日

神戸学院大学ポー
トアイランドキャンパ
ス図書館

神戸学院大学ポートアイラン
ドキャンパス図書館

無料
神戸学院大学ポートアイランドキャンパス図書館
（078）974-4127

神戸市 ①

ポーアイ４大学図書館合同展示
「安全・安心のまちづくり/バリアフ
リー・ヘルスツーリズム/健康と運
動・スポーツ/薬草と健康」

文部科学省採択事業「ポーアイ４大学による連携事業～安全・安心・健康
のための総合プログラムを軸として～」の一環として、神戸ポートアイラン
ド地区の４大学図書館がそれぞれの特色を生かした資料を相互に巡回
展示する。

10月1日～
12月22日

神戸学院大学ポー
トアイランドキャンパ
ス図書館

神戸学院大学ポートアイラン
ドキャンパス図書館

無料
神戸学院大学ポートアイランドキャンパス図書館
（078）974-4127

神戸市 ②
第１４回有瀬図書館ギャラリー展
「神戸の古墳」「弥生土器を通じた
近畿内交流」

本学博物館学芸員課程必修科目である博物館実習Ⅰの成果発表とし
て、神戸市埋蔵文化財センターの全面的な協力のもと、実施するもので
ある。「神戸の古墳」では神戸の古墳の移り変わりを３つの時代順に展示
する。「弥生土器を通じた近畿内交流」では土器の特長を地域別にわかり
やすく展示する。学生が２つのグループに分かれて展示合戦を繰り広げ
る。

10月25日～
11月26日

神戸学院大学有瀬
図書館

神戸学院大学有瀬図書館 無料 神戸学院大学有瀬図書館（078）974-4584

神戸市 ①② 公開特別講演 建築家安藤忠雄氏による講義 10月13日
神戸芸術工科大学
吉武記念ホール

神戸芸術工科大学 無料
神戸芸術工科大学
広報入試課
078-794-5039

申し込み制

神戸市 ③ 展示 貴重書展「浮世絵小袖百選展」
9月24日～
11月20日

神戸芸術工科大学
図書館

神戸芸術工科大学 無料
神戸芸術工科大学
図書館
http://www.lib.kobe-du.ac.jp/

神戸市 ③ 大学祭 クラブ発表、模擬店、展示、卒業生コンサート他
11月13日
11月14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 ①
公開講座
神戸と文学

10/15古典文学に描かれた神戸
10/22近代小説に描かれた神戸
10/29短歌や俳句に描かれた神戸

10月15日
10月22日
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 ①
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。３回とも内容が異なります。

10月30日
11月20日
12月18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 ①
公開講座
音楽療法で心も身体もリフレッ
シュ！

10/9音楽療法とは
10/30障害児・者、高齢者の音楽療法
11/13高齢者の音楽療法の実際

10月9日
10月30日
11月13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 ③ 第6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
①②
③

ものづくりフェスティバル2010
子どもの夢が広がる手づくりのまつりです。職人さんやアーティストたちが
ものづくりの「技」をたくさん用意して勢ぞろい、手づくりを楽しみます。

10月24日
神戸親和女子大学
鈴蘭台ｷｬﾝﾊﾟｽ体育
館

神戸親和女子大学生涯学習
学習・地域交流センター

無料 http://www.kobe-shinwa.ac.jp/ 材料費実費

神戸市 ①

第４回神戸大学海事博物館市民
セミナー
「海路図や絵巻から見る江戸時代
の海路の賑わい」

神戸大学海事科学研究科主催の公開講座です。 海事博物館所蔵のコレ
クションを展示しつつ、講義を行います。

10月2日、10
月9日、10月
16日、10月
23日、11月6

日
各13:30～

15:00

神戸大学深江キャ
ンパス

神戸大学 無料 http://www.kobe-u.ac.jp/info/exlecture/index.htm#maritime-H22_2

神戸市 ①
神戸大学附属図書館資料展「『住
田文庫』に見る文明開化」

当館所蔵「住田文庫」の中から、明治初期における西洋文明の受容の様
子を物語る資料を紹介します。

10月22日～
12月21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/2010tenjikai/2010tenji.html

（９月下旬作成予定）
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神戸市 ①②
神戸大学史特別展「神戸大学と戦
争（1937-1945）」

終戦６５周年にあたり、神戸大学の前身諸校における学生たちの戦時下
の青春譜を振り返ります。

10月25日～
11月5日

神戸大学百年記念
館

神戸大学
附属図書館

無料 神戸大学附属図書館大学文書史料室　電話078-803-5035

11月中旬～下旬：
神戸大学アカデミ
ア館にて巡回展
開催予定

神戸市 ② 公開講座
生活習慣病をテーマとして「なぜ治療しないといけないのか？どのように
治療するのか？」について学びます。

10月23日～
11月20日
（期間中の
毎週土曜

日）

神戸大学医学部 神戸大学大学院医学研究科 http://www.med.kobe-u.ac.jp/info/o_class.html
左記ＵＲＬに８月
中旬頃掲載予定

神戸市 ④
神戸大学大学院国際文化学研究
科国際シンポジウム2010

テーマ「グローバル化と文化多様性のせめぎあい」（仮） 10月31日 兵庫県立美術館
神戸大学大学院国際文化学
研究科

無料 http://web.cla.kobe-u.ac.jp/

申込制（定員に達
した段階で締切）
申込開始は９月
中旬以降

神戸市 ①
第51回総合研究所秋期公開講演
会

演目：未定
演者：大久保裕晴氏㈱池田銀行顧問
㈱自然総研代表取締役社長

10月30日
甲南大学岡本キャ
ンパス

総合研究所 無料 http://www.konan-u.ac.jp

神戸市 ① キッズオープンキャンパス
「キッズ・ごっこ・ランド～大きくなったら何になりたい！～」をテーマに、臨
床検査技師、看護師、歯科衛生士、保育士等の様々な職業体験を専門
機器を用いて実施します。

11月20日 神戸常盤大学
大学コンソーシアムひょうご
神戸

無料 www.kobe-tokiwa.ac.jp

神戸市 ①④
中央大学創立125周年記念
学術講演会

「企業再建と法的仕組み-JALの事例を参考に」と題して、永井和之学長
が講演を行います

10月23日
神戸ボートビアホテ
ル

中央大学 無料 http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/community/g01_02_j.html

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20日 神戸常盤大学
兵庫県健康福祉部こども局
少子対策課

無料 www.kobe-tokiwa.ac.jp

神戸市 ①

”知の創造”シリーズフォーラム
（仮）
コンピュータで未来は予測できる
か

シミュレーションサイエンスの第一人者である佐藤哲也兵庫県立大学教
授が、スーパーコンピュータと人の暮らしの関わりやシミュレーションの楽
しさについての講演します。

11月8日 兵庫県公館 兵庫県立大学 無料 http://www.u-hyogo.ac.jp/industry/lifelong/

神戸市 ① 公開講座「簿記3級講座」
　公認会計士や税理士といった会計分野の専門職、会計プロフェッション
に向けての勉強はまずは、簿記を学ぶことから始まります。簿記3級まで
の内容を学びます。

10月2・9・
16・23・30日

（全5日）

兵庫県立大学神戸
学園都市キャンパ
ス

兵庫県立大学 http://www.u-hyogo.ac.jp/industry/lifelong/

神戸市 ①
特別公開講座「脳」と「こころ」から
健康づくりを考える～いつまでも
活き活き脳～

「脳」と「こころ」の健康づくりを目指して脳の仕組みや音楽、園芸療法など
について実技をふまえ楽しく学びます。

11月6日、13
日、20日

但馬技術大学校 兵庫県立大学 http://www.u-hyogo.ac.jp/industry/lifelong/

神戸市 ①
まちの寺子屋師範塾「国際感覚を
育てる～海外の子育て事情～」

　海外生活の中で見聞きしたその国の文化や子育て事情についてお話し
し、子どもの国際感覚を育てるためのヒントをつかんでもらいます。

10月2・9・
16・23・30日

（全5日）

兵庫県立大学神戸
学園都市キャンパ
ス

兵庫県立大学
・兵庫県少子対策本部

無料 http://www.u-hyogo.ac.jp/industry/lifelong/

神戸市 ①

まちの寺子屋師範塾「ＩＣＴ（情報通
信技術）が発展・普及した時代に
生きる子供たちーその現状の理解
と子育て支援ー

ICT 時代に生きる子供たちが危険や罠に陥らず、適切にＩＣＴを活用でき
るようになるために親としてどのような支援が可能なのかを考えるきっか
けを提供します。

10月2日、9
日、16日、
23日、30日

兵庫県立大学神戸
キャンパス

兵庫県立大学
・兵庫県少子対策本部

無料 http://www.u-hyogo.ac.jp/industry/lifelong/

神戸市 ③
平成22年度
大学祭

学生主催による学園祭です。 11月21日
本学
キャンパス

本学祭委員 無料
本学総務課
078-801-2277

姫路市 ①
平成２２年度
姫路市シニアオープンカレッジ

生涯現役社会実現に寄与することを目的とした公開講座で、学習意欲の
高いシニア層（おおむね５０歳以上）を対象としています。

10月28日
11月  4日
11月11日
11月18日
11月25日

姫路日ノ本
　短期大学

姫路日ノ本
      短期大学

無料

姫路日ノ本短期大学教務学生課
℡：079-232-4140
E‐ﾒｰﾙ：
ｋｙｏｕｍｕ@himeji-hc.ac.jp
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姫路市 ① シニアオープンカレッジ
姫路市との共催で、生涯現役社会の実現に寄与することを目的として、
主として学習意欲の高いシニア層を対象に公開講座を開設する。

10月19日・
26日・11月2
日・9日・16

日

姫路書写キャンパ
ス

兵庫県立大学　　姫路書写
キャンパス生涯学習推進委
員会

無料 http://www.u-hyogo.ac.jp/industry/lifelong/

姫路市 ①
まちの寺子屋師範塾
～今学びたい　食から始める健康
生活～

　子どもから高齢者まで生涯を通じた健康の維持・増進や、疾病予防の
為に食から始める健康生活を考えます。

10月16・30
日

11月6・13・
20日

兵庫県立大学
姫路新在家
キャンパス

兵庫県立大学
・兵庫県少子対策本部

無料 http://www.u-hyogo.ac.jp/industry/lifelong/

姫路市主催
「姫路市シニア
オープンカレッジ」
と同時開催

尼崎市 ③ 飛翔祭
本学の大学祭は「飛翔祭(ひしょうさい）」といい、模擬店・軽音楽部の演
奏・地域サークル発表・チャリティー餅つきなど、色んなイベントを行いま
す。

11月6日、11
月7日

産業技術短期大学 産業技術短期大学 無料 http://www.sangitan.ac.jp/

明石市 ① イヴニングセミナー

明石高専では、地域の産業や社会との交流を深めるため、一般の方々
にも分かりやすい内容によるイヴニングセミナーを実施している。
【11月19日のテーマ】
台北・神戸の地下鉄プロジェクトこぼれ話

11月19日
明石工業高等専門
学校

明石工業高等専門学校 無料 http://www.akashi.ac.jp/contents/Techno/evening.html

西宮市 ③ 大学祭 各種イベントを通じて、地域との文化交流の場としての祭典を開催
11月13日～

14日

大手前大学いたみ
稲野・さくら夙川キャ
ンパス

学校法人　　　大手前学園 無料 http://www.otemae.ac.jp

西宮市 ① 公開講座 平家物語と詩作品の創造Ⅰ・Ⅱ
11月27日
12月11日

大手前大学さくら夙
川キャンパス

学校法人　　　大手前学園 無料 http://www.otemae.ac.jp

西宮市 ③ 展覧会「きものの文様玉手箱」
女性の生活と教育に関する文化資源の発掘・収集成果を展示し、生活と
文化に関する知見や課題を大学内外に広く啓発する。

10月20日～
12月3日

武庫川学院資料館 武庫川学院資料館 無料
武庫川学院資料館
0798-45－3509

西宮市 ③ 秋季ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 年間統一テーマ「味」にまつわるシンポジウム 11月20日
武庫川女子大学
甲子園会館西ホー
ル

武庫川女子大学
生活美学研究所

無料 http：//www.mukogawa-u.ac.jp/~seibiken/ 要予約

西宮市 ① 臨床教育ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
『子どもの育ちと環境』をテーマにお茶の水女子大学榊原教授の基調講
演とシンポジウムの開催

11月13日
武庫川女子大学
マルチメディアホー
ルメディア館

武庫川女子大学
臨床教育研究科

無料
教育研究所事務室
0798-45-3534

西宮市 ④
武庫川女子大学発達支援学術研
究センター平成２２年度第２回公
開講座

「発達リスク児・障害児をもつ家族への支援」と題し、講師を招いての講演
会と当センター研究員との意見交換を行う。

10月24日
武庫川女子大学
マルチメディアホー
ルメディア館

武庫川女子大学発達支援学
術研究センター発達臨床心
理学研究所（共催）

無料

http：//www.mukogawa-u.ac.jp/~orc2007/
E-mail：
m_manabi@mukogawa-u.ac.jp
FAX：0798-45-3613

芦屋市 ①
平成２２年度
海技大学校公開講座

一般市民を対象に、海技大学校の教員が自然科学のおもしろさを講話す
る。

11月 6日
11月13日
11月20日
11月27日

海技大学校
第306号教室

独立行政法人
海技教育機構

無料
http://www.mtc.ac.jp/
海技大学校庶務課
0797-38-6202

加古川市 ① 第2回宗教セミナー
宗教について学び、自らのあり方を見つめ直す
1つの機会となる事を念じて開催します。

10月30日
兵庫大学・
兵庫大学
短期大学部

兵庫大学・
兵庫大学
短期大学部

無料
学長室079-427-9551
http://www.hyogo-dai.ac.jp/

加古川市 ① キッズオープンキャンパス
大学のキャンパスを開放し、スポーツ、文化、
芸術などを通して子どもの健全育成に寄与する
ことを目的に開催します。

10月31日
兵庫大学・
兵庫大学
短期大学部

兵庫大学・
兵庫大学
短期大学部

無料
学長室079-427-9551
http://www.hyogo-dai.ac.jp/

大学コンソーシア
ムひょうご神戸地
域交流委員会主
催

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13日
11月14日

兵庫大学・
兵庫大学
短期大学部

兵庫大学・
兵庫大学
短期大学部

無料
学生課079-427-9975
http://www.hyogo-dai.ac.jp/
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川西市 ② 第３回キッズオープンキャンパス
地域の子供達に大学のキャンパスを開放し、本学独自の教育内容を紹
介することにより、子供の健全育成に貢献する。

11月3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 第６回講演会
地域住民・教育機関・食品業界に対し「食品の安全・安心」を大きなテーマ
とした講演会を開催し、食文化の向上・食に対する意識の向上に貢献す
る。

11月22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 ①③
講演会
「薩長同盟前夜の坂本龍馬」

講師：宮川禎一氏(京都国立博物館　考古室長)による講演会 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

http://www.osaka-aoyama.ac.jp
定員100名
要事前予約

川西市 ③
平成22年秋季特別展
「幕末を翔けぬけた人々」

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21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
平成22年秋季特別展
「幕末を翔けぬけた人々」

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。

9月28日～
11月28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24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 定員150名

淡路市 ① 講演会 料理人程一彦により「食と健康」をテーマに講演会を行います。 10月30日 関西看護医療大学
関西看護医療大学及び淡路
市

無料 0799-60-1200

加東市 ①②
創立３０周年記念式典・附小っ子コ
ンサート

創立３０周年を祝う式典では記念講演などを行います。また，音楽科の学
習成果を発表するコンサートを開催します。

11月6日
兵庫教育大学附属
小学校

国立大学法人兵庫教育大学
附属小学校

無料 http://www.hyogo-u.ac.jp/element/

加東市 ①②
平成２２年度兵庫教育大学附属中
学校研究発表会

「学び合い、高め合う授業づくり」をテーマに研究発表・授業公開・分科
会・講演会を行います。一般公開は保護者と教育関係者

10月22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 ①④ 友嬉祭・学校公開
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。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
護者のみ。

11月13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/

神戸市 ④
講演会「渋谷文庫の価値と活用に
ついて」

旧海軍の造機資料が「渋谷文庫」として神戸大学附属図書館に保管され
ている．この資料の解説講演とその有効な利用方法について議論する．

10月29日
神戸大学海事科学
部

社団法人日本マリンエンジニ
アリング学会

http://www.jime.jp/j/event/calendar/senior_20101029.html

神戸市 ④ 麻酔資料館 麻酔科学の発展について日本麻酔科学会の歩みとともに解説。 通年
日本麻酔科学会事
務局

日本麻酔科学会 無料 http://www.anesth.or.jp/s_museum.html
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