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兵庫県 相生市 ② 学習発表会 リズムジャンプ発表を行います。 11月30日
相生市文化会館扶桑電通なぎさホール
（大ホール）

相生市立相生幼稚園 無料
相生市立相生幼稚園
0791-22-7140

兵庫県 相生市 ② 保育公開 保育を公開します。 11月21日 相生市立平芝幼稚園 相生市立平芝幼稚園 無料
相生市立平芝幼稚園
0791-22-7143

兵庫県 相生市 ② 保育公開 保育の公開と、給食参観を行います。 11月20日 相生市立中央幼稚園 相生市立中央幼稚園 無料
相生市立中央幼稚園
0791-22-7115

兵庫県 相生市 ② もちつき もちつきをします。 11月30日 相生市立中央幼稚園 相生市立中央幼稚園 無料
相生市立中央幼稚園
0791-22-7115

兵庫県 相生市 ①② 2018羅漢の里もみじまつり かかし出品、神輿練り歩き、舞台参加（歌・ダンス）をします。 11月11日
相生市羅漢の里
（瓜生郷倉）

相生市 無料
相生市立矢野川幼稚園
0791-28-0155

兵庫県 相生市 ② オープンスクール 保育参観を行います。 11月14日 相生市立矢野川幼稚園 相生市立矢野川幼稚園 無料
相生市立矢野川幼稚園
0791-28-0155

兵庫県 相生市 ② 幼児防火教室 避難訓練、防災講話を行います。 11月中旬 相生市立矢野川幼稚園 相生市立矢野川幼稚園 無料
相生市立矢野川幼稚園
0791-28-0155

兵庫県 相生市 ②
相生市立若狭野小学校学習
発表会

相生市立若狭野小学校の学習発表会に、5歳児が参加します。 11月22日 相生市立若狭野小学校 相生市立若狭野小学校 無料
相生市立矢野川幼稚園
0791-28-0155

兵庫県 相生市 ①② 保育参観日・人権学習会 保育参観と人権学習を行います。 11月16日 相生市立山手幼稚園 相生市立山手幼稚園 無料
相生市立山手幼稚園
0791-23-3960

兵庫県 相生市 ② ふれあい活動 地域の方との交流会を行います。 11月22日 相生市立山手幼稚園 相生市立山手幼稚園 無料
相生市立山手幼稚園
0791-23-3960

兵庫県 相生市 ② 親子つながり遊び 親子で一緒に遊びを行います。 11月9日 相生市立あおば幼稚園 相生市立あおば幼稚園 無料
相生市立あおば幼稚園
0791-22-7711

兵庫県 相生市 ② 保育公開 誕生会、給食、各組の保育等を公開します。 11月27日～29日 相生市立あおば幼稚園 相生市立あおば幼稚園 無料
相生市立あおば幼稚園
0791-22-7711

兵庫県 相生市 ② 学習発表会 学習発表会を行います。 11月30日
相生市文化会館扶桑電通なぎさホール
（大ホール）

相生市立相生小学校 無料
相生市立相生小学校
0791-22-7146

兵庫県 相生市 ② 環境体験学習 環境学習としてＥＭだんごを投入します。 11月1日 相生市那波港 相生市立那波小学校 無料
相生市立那波小学校
0791-22-7147

兵庫県 相生市 ② オープンスクール 授業を公開します。 11月22日 相生市立那波小学校 相生市立那波小学校 無料
相生市立那波小学校
0791-22-7147

兵庫県 相生市 ② 学習発表会 学習発表会を行います。 11月23日 相生市立那波小学校 相生市立那波小学校 無料
相生市立那波小学校
0791-22-7147

兵庫県 相生市 ② 学習発表会 学習発表会を行います。 11月28日 相生市立双葉小学校 相生市立双葉小学校 無料
相生市立双葉小学校
0791-22-7148

兵庫県 相生市 ② 学習発表会 学習発表会を行います。 11月22日 相生市立若狭野小学校 相生市立若狭野小学校 無料
相生市立若狭野小学校
0791-28-0152

兵庫県 相生市 ②
相生市立矢野川中学校文化
祭見学

相生市立矢野川中学校文化祭を5・6年生が見学します。 11月2日 相生市立矢野川中学校 相生市立矢野小学校 無料
相生市立矢野小学校
0791-29-0019

兵庫県 相生市 ①② 2018羅漢の里もみじまつり 矢小っ子ソーランを披露します。 11月11日 相生市羅漢の里 相生市 無料
相生市立矢野小学校
0791-29-0019

兵庫県 相生市 ② オープンスクール ふれあいコンサート、学習発表会、ふれあい給食等を行います。 11月23日 相生市立矢野小学校 相生市立矢野小学校 無料
相生市立矢野小学校
0791-29-0019

兵庫県 相生市 ② オープンスクール 授業を公開します。 11月8日～9日 相生市立青葉台小学校 相生市立青葉台小学校 無料
相生市立青葉台小学校
0791-22-7158

兵庫県 相生市 ② 学習発表会 学習発表会を行います。 11月9日 相生市立青葉台小学校 相生市立青葉台小学校 無料
相生市立青葉台小学校
0791-22-7158

兵庫県 相生市 ② 和太鼓鑑賞会 和太鼓演奏を鑑賞します。 11月6日 相生市立中央小学校 相生市立中央小学校 無料
相生市立中央小学校
0791-22-7149

兵庫県 相生市 ② オープンスクール・学習発表会 授業公開と学習発表会を行います。 11月23日 相生市立中央小学校 相生市立中央小学校 無料
相生市立中央小学校
0791-22-7149

兵庫県 相生市 ② 芸術鑑賞会 伝統芸能の鑑賞を行います。 11月2日 相生市立那波中学校 相生市立那波中学校
相生市立那波中学校
0791-22-7151
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兵庫県 相生市 ② 文化祭 音楽発表会、各学年総合レポート展示、生徒作品展示等を行います。 11月3日 相生市立那波中学校 相生市立那波中学校 無料
相生市立那波中学校
0791-22-7151

兵庫県 相生市 ② 相生市連合音楽会 相生市内の中学生による音楽発表会を行います。 11月7日
相生市文化会館扶桑電通なぎさホール
（大ホール）

相生市中学校音楽部会 無料
相生市立那波中学校
0791-22-7151

兵庫県 相生市 ② 文化祭 合唱コンクール、吹奏楽演奏、生徒作品展示等を行います。 11月2日～3日 相生市立双葉中学校 相生市立双葉中学校 無料
相生市立双葉中学校
0791-22-7152

兵庫県 相生市 ② 相生市連合音楽会 相生市内の中学生による音楽発表会を行います。 11月7日
相生市文化会館扶桑電通なぎさホール
（大ホール）

相生市中学校音楽部会 無料
相生市立双葉中学校
0791-22-7152

兵庫県 相生市 ② オープンスクール 授業を公開します。 11月1日～3日 相生市立矢野川中学校 相生市立矢野川中学校 無料
相生市立矢野川中学校
0791-28-0151

兵庫県 相生市 ② 文化祭 音楽発表会、学年劇、生徒作品展示等を行います。 11月2日～3日 相生市立矢野川中学校 相生市立矢野川中学校 無料
相生市立矢野川中学校
0791-28-0151

兵庫県 相生市 ② 相生市連合音楽会 相生市内の中学生による音楽発表会を行います。 11月7日
相生市文化会館扶桑電通なぎさホール
（大ホール）

相生市中学校音楽部会 無料
相生市立矢野川中学校
0791-28-0151

兵庫県 明石市 ② 幼児教育を考える研究会

子どもの事実を基に、遊びや生活の中の子どもの学びを語り合う参加型研究会で
す。子どもは遊びや生活を通して、様々なことを学んでいます。保育参観を通して、
子どもがどんな資質・能力を発揮、伸長して遊んでいるのかを丁寧にとらえ、参加者
の方と共に、遊びの中の学びを探って行きます。

11月17日 神戸大学附属幼稚園 神戸大学附属幼稚園研究部
神戸大学付属幼稚園HP
http://www.edu.kobe-u.ac.jp/hudev-
akashikg/research%20information.html

神戸大学附属幼稚園
078-911-8288

兵庫県 明石市 ② 音楽会 全児童が学年ごとに合唱と合奏を保護者などの観客に披露する。 11月3日
明石市立明石小学校
　体育館

明石市立明石小学校 無料
明石市立明石小学校
078-918-5430

兵庫県 明石市 ② ふれあい音楽会 日頃の音楽科の学習成果を発表し、保護者や地域の方との触れ合いを深めます。 11月23日
明石市立松が丘小学校
体育館

明石市立松が丘小学校 無料
明石市立松が丘小学校
078-918-5435

兵庫県 明石市 ② 音楽会 全校音楽会として，開催します。 11月3日 明石市立朝霧小学校 明石市立朝霧小学校 無料
【明石市立朝霧小学校HP】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~el_as
gr/

明石市立朝霧小学校
078-918-5445

兵庫県 明石市 ③ 音楽会 各学年による音楽発表会を行います。 11月3日
明石市立人丸小学校
体育館

明石市立人丸小学校 無料
明石市立人丸小学校
078-918-5450

兵庫県 明石市 ③ 人丸っ子作品展 各学年による図工作品の発表会を行います。 2月6日
明石市立人丸小学校
体育館

明石市立人丸小学校 無料
明石市立人丸小学校
078-918-5450

兵庫県 明石市 ② 運動会 体育科学習の成果を見ていただきます 9月29日
明石市立中崎小学校
運動場

明石市立中崎小学校 無料
【明石市立中崎小学校HP+】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~el_nk
zk/

明石市立中崎小学校
078-918-5455

兵庫県 明石市 ② 学校保健委員会 児童とともにインターネットトラブルについて講演を聞いていただきます。 10月9日
明石市立中崎小学校
体育館

明石市立中崎小学校 無料
【明石市立中崎小学校HP+】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~el_nk
zk/

明石市立中崎小学校
078-918-5455

兵庫県 明石市 ② 授業参観・学級懇談会 授業を参観していただき、各担任との懇談会を行います。 10月12日
明石市立中崎小学校
各教室

明石市立中崎小学校 無料
【明石市立中崎小学校HP+】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~el_nk
zk/

明石市立中崎小学校
078-918-5455

兵庫県 明石市 ② 音楽会 各学年の歌や合奏を鑑賞していただきます。 11月10日
明石市立中崎小学校
体育館

明石市立中崎小学校 無料
【明石市立中崎小学校HP+】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~el_nk
zk/

明石市立中崎小学校
078-918-5455

兵庫県 明石市 ③ ふれあい音楽会
地域の方々及び、幼稚園児・保育園児との交流事業としてふれあい音楽会を実施
し、鑑賞してもらいます。

10月31日
明石市立大観小学校
体育館

明石市立大観小学校 無料
【明石市立大観小学校HP】
http://www.schoolweb.ne.jp/akashi/taik
an-e/

明石市立大観小学校
078-918-5460

兵庫県 明石市 ③ 音楽会 保護者や地域の方々に、合唱・合奏の日頃の練習の成果を披露します。 11月3日
明石市立大観小学校
体育館

明石市立大観小学校 無料
【明石市立大観小学校HP】
http://www.schoolweb.ne.jp/akashi/taik
an-e/

明石市立大観小学校
078-918-5460

兵庫県 明石市 ② オープンスクール 学校の授業及びすべての教育活動を公開します。 10月19日
明石市立王子小学校
各教室

明石市立王子小学校 無料
【明石市立王子小学校HP】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~el_ouj
i/

明石市立王子小学校
078-918-5465

兵庫県 明石市 ②③ 音楽会 各学年が合奏･合唱を行います。 11月3日
明石市立王子小学校
各教室

明石市立王子小学校 無料
【明石市立王子小学校HP】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~el_ouj
i/

明石市立王子小学校
078-918-5465

兵庫県 明石市 ①②③ 王子フェスタ
地域とのふれ合いや地域文化の鑑賞を通して、地域住民との交流を図ります。校区
内の幼、保、小、中の連携を図ります。

11月10日
明石市立王子小学校
体育館・運動場

王子まちづくり協議会 無料
【明石市立王子小学校HP】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~el_ouj
i/

明石市立王子小学校
078-918-5465

兵庫県 明石市 ② 音楽会 日頃の音楽科の学習成果を発表し、保護者や地域の方との触れ合いを深めます。 11月3日
明石市立林小学校
体育館

明石市立林小学校 無料
明石市立林小学校
078-918-5470
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兵庫県 明石市 ① 林校区防災フェスタ 近い将来予測される東南海・南海地震に備え、地域の防災力の向上を図ります。 11月11日
明石市立林小学校
運動場

林校区自主防災組織 無料
明石市立林小学校
078-918-5470

兵庫県 明石市 ② オープンスクール
地域・保護者を対象に学校の教育活動を開放し、子どもたちの活動の様子をみてい
ただきます。

11月29日 明石市立林小学校 明石市立林小学校 無料
明石市立林小学校
078-918-5470

兵庫県 明石市 ② オープンスクール 家庭・地域の方々に、小学校生活や授業を公開します。
10月18日午後、
19日午前

明石市立鳥羽小学校
各教室

明石市立鳥羽小学校 無料
明石市立鳥羽小学校
078-918-5475

兵庫県 明石市 ②③ 音楽会 1年生から6年生まで各学年が、合唱・合奏を発表します。 11月10日
明石市立鳥羽小学校
各教室

明石市立鳥羽小学校 無料
明石市立鳥羽小学校
078-918-5475

兵庫県 明石市 ③ 音楽会 小学校が音楽会を開催し、保護者や地域の方々に鑑賞していただきます。 11月3日
明石市立和坂小学校
体育館

明石市立和坂小学校 無料
明石市立和坂小学校
078-918-5480

兵庫県 明石市 ② オープンスクール
児童の学校生活を保護者や地域の方々に参観していただき、学校生活について広
く理解していただくと共に、意見箱を設置し感想や意見をいただき学校運営に生かし
ます。

11月28日
明石市立和坂小学校
体育館

明石市立和坂小学校 無料
明石市立和坂小学校
078-918-5480

兵庫県 明石市 ② 明石市立沢池小学校音楽会 日頃の音楽授業の成果を発表する学校行事です。 11月23日
明石市立沢池小学校
体育館

明石市立沢池小学校 無料
明石市立沢池小学校
078-918-5485

兵庫県 明石市 ① 沢池ふれあいフェスティバル まちづくり協議会を中心に自治会、ＰＴＡ、学校等が協力して行う地域行事です。 10月27日
明石市立沢池小学校
運動場

沢池校区
まちづくり協議会

無料
明石市立沢池小学校
078-918-5485

兵庫県 明石市 ① スポーツフェスティバル スポーツクラブ21を中心に行う体育的地域行事です。 11月10日
明石市立沢池小学校
運動場

沢池校区
スポーツクラブ21

無料
明石市立沢池小学校
078-918-5485

兵庫県 明石市 ② オープンスクール 学校教育を保護者、地域の方々に見て頂く参観授業です。 12月5日 明石市立沢池小学校 明石市立沢池小学校 無料
明石市立沢池小学校
078-918-5485

兵庫県 明石市 ②
3年生
環境体験学習

藤江小学校近くの海岸に自生している貴重な海浜植物であるハマビシを観察し、ハ
マビシを保護するための活動をします。

10月5日
明石市立藤江小学校
近くの海岸

明石市立藤江小学校 無料
明石市立藤江小学校
078-918-5490

兵庫県 明石市 ② オープンスクール
授業、給食、清掃等の様子を公開します。
午後からはネット研修会を開催し、インターネットの功罪について学習します。

10月11日 明石市立藤江小学校 明石市立藤江小学校 無料
明石市立藤江小学校
078-918-5490

兵庫県 明石市 ② 音楽会 各学年ごとの合奏、合唱等の音楽発表会です。 11月23日 明石市立藤江小学校 明石市立藤江小学校 無料
明石市立藤江小学校
078-918-5490

兵庫県 明石市 ③ 西明石まつり
はなぞの太鼓、みこしかつぎ上げ、踊りなどまつりへの参加を通して、まちの活性化
を図ります。

10月13日 駅南広場 花園まちづくり協議会 無料
事務局
078-925-2330

兵庫県 明石市 ② オープンスクール
普段の授業風景の参観を通して、保護者や地域の方々の教育活動に対する理解を
図ります。

10月23日
明石市立花園小学校
各教室

明石市立花園小学校 無料
明石市立花園小学校
078-918-5680

兵庫県 明石市 ② 音楽会
練習の成果を披露することを通して、保護者や地域の方々にがんばりと感謝の気持
ちを伝えます。

11月10日
明石市立花園小学校
体育館

明石市立花園小学校 無料
明石市立花園小学校
078-918-5680

兵庫県 明石市 ②③
花園っ子うき
うきカーニバル

ＰＴＡや花園まちづくり協議会等の参画を通して児童や地域の方々との交流を深め
ます。

12月15日
明石市立花園小学校
運動場・各教室

明石市立花園小学校 無料
明石市立花園小学校
078-918-5966

兵庫県 明石市 ② オープンスクール 保護者だけでなく地域の方等に広く本校の教育活動を公開する。 10月23日 明石市立貴崎小学校 明石市立貴崎小学校 無料
明石市立貴崎小学校
078-918-5685

兵庫県 明石市 ② 音楽会
児童が日常行っている音楽活動の集大成として、保護者及び地域住民に成果を披
露する。

11月3日 明石市立貴崎小学校 明石市立貴崎小学校 無料
明石市立貴崎小学校
078-918-5685

兵庫県 明石市 ②
体育大会（雨天時は「オープン
スクール」）

全校及び各学年が競技や表現を披露します。 10月18日
明石市立大久保小学校
運動場（雨天時：各教室）

明石市立大久保小学校 無料
【明石市立大久保小学校HP】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~el_ok
bo/

明石市立大久保小学校
078-918-5690

兵庫県 明石市 ② 音楽会 各学年が合奏や合唱を披露します。 11月10日
明石市立大久保小学校
体育館

明石市立大久保小学校 無料
【明石市立大久保小学校HP】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~el_ok
bo/

明石市立大久保小学校
078-918-5690

兵庫県 明石市 ② クリーン作戦 学校職員・ＰＴＡ会員・児童が協力して、日頃できない場所を清掃します。 11月24日
明石市立大久保小学校
運動場

明石市立大久保小学校 無料
【明石市立大久保小学校HP】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~el_ok
bo/

明石市立大久保小学校
078-918-5690

兵庫県 明石市 ② 音楽会 教科授業・総合学習の発表会等 11月11日
明石市立大久保南小学校
体育館

明石市立大久保南小学校 無料
明石市立大久保南小学校
078-918-5695

兵庫県 明石市 ② 創立記念フェスティバル 総合学習・体験教育の発表会等 11月22日
明石市立大久保南小学校
体育館

明石市立大久保南小学校 無料
明石市立大久保南小学校
078-918-5695

兵庫県 明石市 ②③ 音楽会 全校生が歌と楽器演奏を披露する。 11月10日
明石市立高丘東小学校
体育館

明石市立高丘東小学校 無料
明石市立高丘東小学校
078-935-0269

兵庫県 明石市 ② 音楽会 日頃の音楽の授業の成果を、全学年が発表します。 11月10日
明石市立高丘西小学校
体育館

明石市立高丘西小学校 無料
明石市立高丘西小学校
078-918-5735

兵庫県 明石市 ② 音楽会 各学年ごとに日頃の音楽学習の成果を発表します。 11月10日 明石市立山手小学校 明石市立山手小学校 無料
明石市立山手小学校
078-918-5745

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 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11日 明石市立山手小学校 山手まちづくり協議会 無料 078-771-7947

兵庫県 明石市 ② 音楽会 合奏・合唱・和太鼓を中心に日頃の成果を保護者や地域の方に公開します 11月3日
明石市立谷八木小学校
体育館

明石市立谷八木小学校 無料
明石市立谷八木小学校
078-918-5750

兵庫県 明石市 ③ 音楽会 学年毎に合奏を中心とした発表を行います。 11月23日
明石市立魚住小学校
体育館

明石市立魚住小学校 無料
明石市立魚住小学校
078-918-5760

保護者・親族・来賓・
招待者のみ
鑑賞可

兵庫県 明石市 ③ 音楽会
音楽会を開催し、児童の合唱、合奏による精一杯の表現を保護者や地域の皆様に
披露する。

11月3日
明石市立清水小学校
体育館

明石市立清水小学校 無料
【明石市立清水小学校HP】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~el_sh
mz/

明石市立清水小学校
078-918-5765

兵庫県 明石市 ② オープンスクール
日常の学習や給食など、学校生活の様子を、保護者や地域住民に見ていただきま
す。

10月24日 明石市立錦が丘小学校 明石市立錦が丘小学校 無料
明石市立錦が丘小学校
078-918-5770

兵庫県 明石市 ② オープンスクール 学校生活・授業の様子を、参観します。 11月2日 明石市立錦浦小学校 明石市立錦浦小学校 無料
【明石市立錦浦小学校HP】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~el_kin
p/

明石市立錦浦小学校
078-918-5775

兵庫県 明石市 ① 二見町合同文化祭 幼稚園・小学校・中学校の絵画 11月3日 西部文化会館 二見コミュニティ・センター 無料
西部文化会館
078-943-6741

兵庫県 明石市 ② 音楽会 各学年ごとに工夫を凝らして、合唱・合奏を体育館のステージで披露します。 11月10日
明石市立二見北小学校
体育館

明石市立二見北小学校 無料
明石市立二見北小学校
078-918-5825

兵庫県 明石市 ① 北っ子フェスタ 運動場や体育館で、ドッチビー等のゲームを行う予定です。 11月23日
明石市立二見北小学校
運動場・体育館

明石市立二見北小学校
ＰＴＡ

無料
明石市立二見北小学校
078-918-5825

兵庫県 明石市 ② 授業参観日・学級懇談会 授業の様子を保護者の方々に公開します。その後、学級懇談会を行います。 10月19日
明石市立二見西小学校
各教室

明石市立二見西小学校 無料
【明石市立二見西小学校HP】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~el_ft
mw/

明石市立二見西小学校
078-918-5830

兵庫県 明石市 ② 学習発表会児童鑑賞会 各学年が、日頃の音楽授業の成果を生かし、楽曲を演奏します。 11月21日
明石市立二見西小学校
体育館

明石市立二見西小学校 無料
【明石市立二見西小学校HP】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~el_ft
mw/

明石市立二見西小学校
078-918-5830

兵庫県 明石市 ② 学習発表会
各学年が、音楽を中心に保護者や地域の方々に日頃の成果を生かし、楽曲を演奏
します。

11月23日
明石市立二見西小学校
体育館

明石市立二見西小学校 無料
【明石市立二見西小学校HP】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~el_ft
mw/

明石市立二見西小学校
078-918-5830

兵庫県 明石市 ② 学習発表会 小学部･中学部･高等部の児童生徒が、日頃の学習の成果を発表します。 11月23日 明石市立明石養護学校 明石市立明石養護学校 無料 明石市立明石養護学校

兵庫県 明石市 ② オープン・スクール
全学年の授業を公開し、保護者や地域の方に参観いただきます。
また、進路説明会も実施します。

11月10日 明石市立錦城中学校 明石市立錦城中学校 無料
明石市立錦城中学校
078-918-5835

兵庫県 明石市 ② 幼・小・中合同避難訓練
明石幼稚園・明石小学校・錦城中学校による合同避難訓練に、地域住民の方も参
加していただきます。

11月27日 明石市立錦城中学校 明石市立錦城中学校 無料
明石市立錦城中学校
　　078-918-5835

兵庫県 明石市 ③
朝霧中学校吹奏楽部定期演
奏会

吹奏楽部によるクラシックから演歌まで、幅広いジャンルを演奏します。
11月3日
13:30～

明石市立朝霧中学校
体育館

明石市立朝霧中学校 無料
明石市立朝霧中学校
078-918-5845

兵庫県 明石市 ② 文化発表会
全クラスの合唱発表・各学年の学年合唱発表・
吹奏楽部演奏などを行います。

10月25日 明石市民会館 明石市立大蔵中学校 無料
明石市立大蔵中学校
078-918-5850

兵庫県 明石市 ② 文化発表会 展示作品（教科、文化部）の発表を行います。 10月26日 明石市立大蔵中学校 明石市立大蔵中学校 無料
明石市立大蔵中学校
078-918-5850

兵庫県 明石市 ② オープン・スクール 午前中、保護者・地域住民による授業参観を行います。 11月10日 明石市立大蔵中学校 明石市立大蔵中学校 無料
明石市立大蔵中学校
078-918-5850

兵庫県 明石市 ①② プロから学ぶ創造力育成事業 午前中、蓬莱大輔さんを講師に招き、講演会を行います。 11月13日 明石市立大蔵中学校 明石市立大蔵中学校 無料
明石市立大蔵中学校
078-918-5850

兵庫県 明石市 ② 人権講演会 午後、講師を招へいし、人権講演会を行います。 11月27日 明石市立大蔵中学校 明石市立大蔵中学校
明石市立大蔵中学校
078-918-5850

兵庫県 明石市 ② オープンスクール 保護者や学校関係者、地域住民の方々に授業等の公開を行う。 11月12日 明石市立衣川中学校 明石市立衣川中学校 無料
【明石市立衣川中学校ＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~jr_kng
w/

明石市立衣川中学校
078-918-5855

兵庫県 明石市 ②
オープンスクール、学級懇談
会

参観授業、学級懇 11月9日 明石市立野々池中学校 明石市立野々池中学校 無料
明石市立野々池中学校
078-918-5860

兵庫県 明石市 ② オープンスクール 学校生活や授業の様子を公開します 10月3日,11月2日 明石市立望海中学校 明石市立望海中学校 無料
明石市立望海中学校
078-918-5865

兵庫県 明石市 ② 文化鑑賞会 合唱団による公演を鑑賞します 10月16日 明石市立望海中学校 明石市立望海中学校
明石市立望海中学校
078-918-5865

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 明石市 ② 文化祭 各学年の学年合唱、代表クラスの合唱、文化部の発表があります 10月26日 明石市立望海中学校 明石市立望海中学校 無料
明石市立望海中学校
078-918-5865

兵庫県 明石市 ② 学年文化祭 学年別に、各クラスの合唱を発表します。 10月25日
明石市立大久保中学校
体育館

明石市立大久保中学校 無料
【明石市立大久保中学校HP】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~jr_okb
o/

明石市立大久保中学校
078-918-5870

兵庫県 明石市 ② 全校文化祭 代表クラスの合唱、学年合唱、吹奏楽部演奏等の発表を行います。 10月26日
明石市立大久保中学校
体育館

明石市立大久保中学校 無料
【明石市立大久保中学校HP】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~jr_okb
o/

明石市立大久保中学校
078-918-5870

兵庫県 明石市 ② オープンスクール 授業の様子を参観していただきます。 11月14日～15日 明石市立大久保中学校 明石市立大久保中学校 無料
【明石市立大久保中学校HP】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~jr_okb
o/

明石市立大久保中学校
078-918-5870

兵庫県 明石市 ② クリーン作戦 校内・学校周辺の清掃活動を行います。 11月23日 明石市立大久保中学校 明石市立大久保中学校 無料
【明石市立大久保中学校HP】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~jr_okb
o/

明石市立大久保中学校
078-918-5870

兵庫県 明石市 ② いじめ撲滅キャンペーン いじめ僕滅のため、作文朗読、谷八木太鼓・吹奏楽部演奏を披露します。 12月1日 明石市立大久保中学校 明石市立大久保中学校 無料
【明石市立大久保中学校HP】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~jr_okb
o/

明石市立大久保中学校
078-918-5871

兵庫県 明石市 ① 山手まつり 楽しく集い、地域の親睦を深めます。 11月11日 明石市立山手小学校
山手小学校区
まちづくり協議会

無料
山手小学校区
まちづくり協議会

兵庫県 明石市 ① 大久保北健康祭り 地域の方々の健康の保持増進を目指します。 11月10日 大久保北中コミセン 大久保コミュニティーセンター 無料
大久保
コミュニティーセンター

兵庫県 明石市 ② オープンスクール 学校の教育活動の様子を保護者や地域に公開します。 11月2日 明石市立高丘中学校 明石市立高丘中学校 無料
【明石市立高丘中学校HP】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~jr_tko
k/

明石市立高丘中学校
078-918-5880

兵庫県 明石市 ② 第40回文化祭
文化的行事の一環で、文化部の展示や各クラスの合唱、吹奏楽部の演奏
などを披露します。

10月26日
明石市立江井島中学校
体育館　他

明石市立江井島中学校 無料
明石市立江井島中学校
078-918-5885

兵庫県 明石市 ② オープンスクール 各学級の授業を公開します。 11月10日 明石市立江井島中学校 明石市立江井島中学校 無料
明石市立江井島中学校
078-918-5885

兵庫県 明石市 ② オープンスクール
読書タイムから給食のようす、その日の授業終了まで自由に見学いただけます。

11月14日,15日 明石市立魚住中学校 明石市立魚住中学校 無料
【明石市立魚住中学校HP】
http://www.schoolweb.ne.jp/weblog/ind
ex.php?id=2820001

明石市立魚住中学校
078-918-5890

兵庫県 明石市 ② 文化祭 二日間にわたり、学年文化祭、全校文化祭と実施する。 10月18日,19日
明石市立西部図書館、
魚住東中学校

明石市立魚住東中学校
明石市立魚住東中学校
078-918-5895

観覧は保護者のみ

兵庫県 明石市 ① ふれあいサポーター週間 地域の方々による校内見守り活動 11月12日～16日 明石市立二見中学校 明石市立二見中学校 無料
明石市立二見中学校
078-918-5930

兵庫県 明石市 ② 登下校指導 ＰＴＡと連携し、登校、下校の見守り 11月15日 明石市立二見中学校近隣 明石市立二見中学校 無料
明石市立二見中学校
078-918-5930

兵庫県 明石市 ② 親子体操・子育てフォーラム
講師招聘をし、親子体操をします。
こころ豊かな人づくり500人委員会の方とともに子育てフォーラムを開催します。

10月31日
明石市立播陽幼稚園
大保育室

明石市立播陽幼稚園 無料
明石市立播陽幼稚園
078-911-3630

兵庫県 明石市 ② 幼稚園ウィーク 幼稚園教育の理解推進のために、オープンスクールを実施します。 11月13日 明石市立播陽幼稚園 明石市立播陽幼稚園 無料
明石市立播陽幼稚園
078-911-3630

兵庫県 明石市 ②③ 文化祭 中学校での文化祭において、園児達が歌の出演をします。 10月26日
明石市立錦城中学校
体育館

明石市立錦城中学校 無料
明石市立明石幼稚園
078-912-3061

兵庫県 明石市 ②③ 中学生との交流タイム 中学生が手作りおもちゃを使って、園児と共に遊びます。 11月6日
明石市立明石幼稚園
各保育室等

明石市立明石幼稚園 無料
明石市立明石幼稚園
078-912-3061

兵庫県 明石市 ② オープンスクール 園児の生活や遊びの様子を公開します。 11月13日
明石市立明石幼稚園
各保育室等

明石市立明石幼稚園 無料
明石市立明石幼稚園
078-912-3061

兵庫県 明石市 ②③ 絵本の読み聞かせタイム 年長児・年少児とに分かれて、詩と絵本の読み聞かせを鑑賞します。 11月13日
明石市立明石幼稚園
各保育室等

おだんごパン 無料
明石市立明石幼稚園
078-912-3061

兵庫県 明石市 ①② こども防火教室 防火関係のＤＶＤの鑑賞や救急車や消防車の見学をします。 11月14日
明石市立明石幼稚園
大保育室・園庭

明石消防署 無料
明石市立明石幼稚園
078-912-3061

兵庫県 明石市 ①② 子ども絵本劇場 紙芝居を鑑賞したり、歌を歌ったりしながら楽しく過ごします。 11月15日
明石市市立明石幼稚園
大保育室

日教公弘済会 無料
明石市立明石幼稚園
078-912-3061

兵庫県 明石市 ①② 人権教室 園児達はペープサートを鑑賞し、イメージキャラクターとの交流を行います。 11月28日
明石市立明石幼稚園
大保育室

神戸地方法務局 無料
明石市立明石幼稚園
078-912-3061

兵庫県 明石市 ② まつっこまつり オープンスクールを開催し、園児のお店ごっこや作品展がご覧になれます。 11月13日 明石市立松が丘幼稚園 明石市立松が丘幼稚園 無料
明石市立明石幼稚園
078-912-3061

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 明石市 ② 幼稚園ウィーク
幼稚園で学ぶ子供達の生活や遊びの様子を知ってもらうために、お店屋さんごっこ
や絵画展、人形劇、親子体操などの取組を企画し、地域の方々へ園の教育活動を
理解していただける機会にしています。

11月13日～17日 明石市立朝霧幼稚園 明石市立朝霧幼稚園 無料
【明石市立朝霧幼稚園HP】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoiku/k
indie/asagiri/

明石市立朝霧幼稚園
078‐912‐7080

兵庫県 明石市 ② 祖父母と遊ぼう 園児の祖父母と一緒に触れ合ったり、昔遊びをしたりする。 11月2日 明石市立人丸幼稚園 明石市立人丸幼稚園 無料
明石市立人丸幼稚園
078-911-2725

兵庫県 明石市 ②
焼き芋パーティー(保育所交
流）

収穫したさつ芋を近隣の保育所で焼き芋にして一緒にいただきます。 11月7日 明南保育所 人丸幼稚園明南保育所 無料
明石市立人丸幼稚園
078-911-2725

 

兵庫県 明石市 ②
お店屋さんごっこ(保育所交
流）

近隣の保育所4・5歳児を招待して店屋ごっこをします。 11月12日 明石市立人丸幼稚園 明石市立人丸幼稚園 無料
明石市立人丸幼稚園
078-911-2725

　

兵庫県 明石市 ②
お店屋さんごっこ(オープンス
クール）

保護者や地域の方や未就園児を招待し、店屋ごっこをします。 11月13日 明石市立人丸幼稚園 明石市立人丸幼稚園 無料
明石市立人丸幼稚園
078-911-2725

兵庫県 明石市 ② 中学生と遊ぼう 近隣の中学生と一緒に触れ合ったり、お弁当を食べたりする。 11月22日 明石市立人丸幼稚園 大蔵中学校人丸幼稚園 無料
明石市立人丸幼稚園
078-911-2725

兵庫県 明石市 ①② 幼・中交流 大観幼稚園児と衣川中学校1年生とが交流して一緒に遊びます。 11月5日
明石市立大観幼稚園
保育室及び園庭

明石市立衣川中学校
明石市立大観幼稚園

無料
明石市立大観幼稚園
078-3-912-1570

兵庫県 明石市 ①② 漁協組合見学
明石浦漁港で働いている人の様子や競りの様子を見学したり、捕れた魚を触ったり
捕まえたりさせてもらいます。

11月9日 明石浦漁業協同組合 明石市立大観幼稚園 無料
明石市立大観幼稚園
078-3-912-1570

兵庫県 明石市 ①②
幼稚園ウィーク（11月13日～
11月19日）（11月14日オープン
スクール）

幼稚園の生活や園児の遊びの様子を保護者や地域の方々に参観や参加して園児
達と一緒に遊びます。

11月13日
明石市立大観幼稚園保育室及び大保育
室

明石市立大観幼稚園 無料
明石市立大観幼稚園
078-3-912-1570

兵庫県 明石市 ②③ お茶会
中学校区コミセンの茶道講師をお招きし、お点前を拝見したり、作法を教えていただ
いたりします。

11月16日
明石市立大観幼稚園
大保育室

明石市立大観幼稚園
明石市立大観幼稚園
078-3-912-1570

兵庫県 明石市 ②③ トーンチャイム音楽鑑賞 トーンチャイムの楽器を知り、美しい音色の音楽鑑賞をします。 11月27日
明石市立大観幼稚園
大保育室

明石市立大観幼稚園 無料
明石市立大観幼稚園
078-3-912-1570

兵庫県 明石市 ②
オープンスクール（お店屋っ
こ）

幼稚園での様子を家庭や地域の人に知っていただく機会とします。 11月13日 明石市立王子幼稚園 明石市立王子幼稚園 無料
明石市立王子幼稚園
078-928-3032

兵庫県 明石市 ② 幼中交流
校区の中学生が幼稚園に来園し、園児と遊んだり、弁当を食べたりして交流しま
す。また、就労への意欲を高めるために幼稚園の職員から話を聞きます。

11月5日 明石市立林幼稚園 明石市立林幼稚園 無料
明石市立林幼稚園
078-922-2608

兵庫県 明石市 ② 幼稚園ウィークin明石 幼稚園の生活や遊びの様子を知っていただくために様々な活動を行います。 11月13日～17日 明石市立林幼稚園 明石市立林幼稚園 無料
明石市立林幼稚園
078-922-2608

兵庫県 明石市 ② お店やごっこ 各クラスごとに店屋を開店し、物の売り買いや友達とのやりとりをします。 11月14日 明石市立林幼稚園 明石市立林幼稚園 無料
明石市立林幼稚園
078-922-2608

兵庫県 明石市 ② 親子体操 園児と保護者が体を動かして遊びます。 11月17日 明石市立林小学校 明石市立林幼稚園 無料
明石市立林幼稚園
078-922-2608

兵庫県 明石市 ② うずしお会との交流 地域の方と一緒にクリスマスの飾り作りをします。 11月22日 明石市立林幼稚園 明石市立林幼稚園 無料
明石市立林幼稚園
078-922-2608

兵庫県 明石市 ② オープンスクール 保護者・祖父母・地域の方々に幼稚園の様子を見ていただきます。 11月13日 明石市立鳥羽幼稚園 明石市立鳥羽幼稚園 無料
【明石市立鳥羽幼稚園HP】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoiku/k
indie/toba/index.html

明石市立鳥羽幼稚園
078-928-0091

兵庫県 明石市 ② 防火防災教室 消防本部の方に来ていただき、避難訓練、防火訓練、消防車の見学等を行います。 11月14日 明石市立鳥羽幼稚園 明石市立鳥羽幼稚園 無料
【明石市立鳥羽幼稚園HP】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoiku/k
indie/toba/index.html

明石市立鳥羽幼稚園
078-928-0091

兵庫県 明石市 ② 子育て講演会
奈良教育大学式部陽子先生を講師に迎え、幼稚園や小学校の保護者を対象に「親
子で育つ、子育てのヒント」をテーマにご講演会を開催します。

11月16日
明石市立鳥羽幼稚園
大保育室

明石市立鳥羽幼稚園 無料
【明石市立鳥羽幼稚園HP】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoiku/k
indie/toba/index.html

明石市立鳥羽幼稚園
078-928-0091

兵庫県 明石市 ①② 防火教室
避難訓練や消火訓練を実施し、消防士さんから車両説明や防火活動に関する話を
聞きます。

10月19日 明石市立和坂幼稚園 明石市立和坂幼稚園 無料
明石市立和坂幼稚園
078-929-0173

兵庫県 明石市 ② オープンスクール 園児の様子を自由に参観し、子ども達の作った店屋ごっこをする。 11月13日 明石市立和坂幼稚園 明石市立和坂幼稚園    無料
明石市立和坂幼稚園
078-929-0173

兵庫県 明石市 ③ 絵本ボランティア 保護者による絵本の読み聞かせをします。 10月26日,11月16日 明石市立和坂幼稚園 明石市立和坂幼稚園    無料
明石市立和坂幼稚園
078-929-0173

兵庫県 明石市 ②
オープンスクール（全国幼稚園
ウィーク）

幼稚園の教育活動を広く理解していただくため、全国国公立幼稚園長会主催で行
われます「幼稚園ウィーク」の一環として、公開保育を行います。

11月13日 明石市立沢池幼稚園 全国国公立幼稚園長会 無料
明石市立沢池幼稚園
078-927-0826

兵庫県 明石市 ② オープンスクール 保護者や地域の方々に保育を公開します。 11月14日 明石市立藤江幼稚園 明石市立藤江幼稚園 無料
【明石市立藤江幼稚園】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoiku/k
indie/hujie/index.html

明石市立藤江幼稚園
078-923-3110

兵庫県 明石市 ② ふじえっこカーニバル 保護者や地域の方々に公開し、未就園児も参加できる遊びがあります。 11月16日 明石市立藤江幼稚園
明石市立藤江幼稚園
PTA

無料
【明石市立藤江幼稚園】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoiku/k
indie/hujie/index.html

明石市立藤江幼稚園
078-923-3110

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 明石市 ② 幼稚園ウィーク オープンスクールとし園児の生活や遊びを公開する 11月13日 明石市立花園幼稚園 明石市立花園幼稚園
明石市立花園幼稚園
078-923-0090

兵庫県 明石市 ② お話キラキラ 地域のボランティアの方に、絵本の読み聞かせや素話をしていただきます。 11月7日 明石市立貴崎幼稚園 明石市立貴崎幼稚園 無料
明石市立貴崎幼稚園
078-923-0044

兵庫県 明石市 ② オープンスクール
全国幼稚園ウィークイン明石の期間中で、お店屋ごっこを行い、保護者、小学生、就
園前児と触れ合い、交流する。

11月13日～19日 明石市立貴崎幼稚園 明石市立貴崎幼稚園 無料
明石市立貴崎幼稚園
078-923-0044

兵庫県 明石市 ①
望海コミセン祭り
絵画展

望海コミセン祭りに、園児の作品を展示します。
11月
(詳細未定）

望海コミセン 明石市立貴崎幼稚園 無料 078-923-1439

兵庫県 明石市 ① 親子福祉体験 地域の方と一緒に、車いす、アイマスクの体験をします。 11月16日 明石市立貴崎幼稚園 明石市立貴崎幼稚園 無料
明石市立貴崎幼稚園
078-923-0044

兵庫県 明石市 ② サッカー教室 ボランティアの方をお招きし、園庭でサッカー等のいろいろな運動に挑戦します。 11月22日 明石市立貴崎幼稚園 明石市立貴崎幼稚園 無料
明石市立貴崎幼稚園
078-923-0044

兵庫県 明石市 ③ いじめ防止人形劇
絵本楽しみ隊「フルーツパフェ」の方をお招きし、いじめ防止について園児に分かり
やすい人形劇を観劇する。

11月30日 明石市立貴崎幼稚園 明石市立貴崎幼稚園 無料
明石市立貴崎幼稚園
078-923-0044

兵庫県 明石市 ② 絵本の会 地域の方が絵本の読み聞かせに来てくださいます。 11月1日,15日 明石市立大久保幼稚園 明石市立大久保幼稚園 無料
明石市立大久保幼稚園
078-936-2020

兵庫県 明石市 ② オープンスクール 園児の一日の生活の様子を参観していただきます。 11月13日 明石市立大久保幼稚園 明石市立大久保幼稚園 無料
明石市立大久保幼稚園
078-936-2020

兵庫県 明石市 ② 絵画展 園児の絵画を遊戯室に展示し観ていただきます。 11月13日～17日 明石市立大久保幼稚園 明石市立大久保幼稚園 無料
明石市立大久保幼稚園
078-936-2020

兵庫県 明石市 ② 防災の集い
避難訓練、消火器訓練をして、明石消防署の方に火事発生時の避難方法
を指導していただきます。

11月14日 明石市立大久保幼稚園 明石市立大久保幼稚園 無料
明石市立大久保幼稚園
078-936-2020

兵庫県 明石市 ② 降園指導ミニ交通安全教室 明石警察の方に来ていただき、交通安全のお話をしていただきます。 11月16日 明石市立大久保幼稚園 明石市立大久保幼稚園 無料
明石市立大久保幼稚園
078-936-2020

兵庫県 明石市 ② 親子体操 保護者と一緒に体を動かし、親子の触れ合いを楽しみます。 11月17日 明石市立大久保小学校 明石市立大久保幼稚園 無料
明石市立大久保幼稚園
078-936-2020

兵庫県 明石市 ① 城西高校との交流 高校生と一緒に遊んだり、弁当を食べたりして交流します。 10月2日,9日,10日 明石市立大久保南幼稚園 明石市立大久保南幼稚園 無料
明石市立大久保南幼稚園
078-934-5590

兵庫県 明石市 ② オープンスクール 幼稚園の生活の様子を見ていただけるようにオープンスクールを実施します。 11月13日 明石市立大久保南幼稚園 明石市立大久保南幼稚園 無料
明石市立大久保南幼稚園
078-934-5590

兵庫県 明石市 ① 子ども防火防災教室
消防署の方や防火婦人クラブの方の協力の下、避難訓練をし、安全に対する意識
を高めます。

11月16日 明石市立大久保南幼稚園 明石市立大久保南幼稚園 無料
明石市立大久保南幼稚園
078-934-5590

兵庫県 明石市 ② なかよし音楽会 園児が歌や合奏を披露します。 12月12日 明石市立大久保南幼稚園 明石市立大久保南幼稚園 無料
明石市立大久保南幼稚園
078-934-5590

兵庫県 明石市 ① 誕生会 ママSUNコーラスの方が園児のためにお楽しみをしてくださいます。 12月19日 明石市立大久保南幼稚園 明石市立大久保南幼稚園 無料
明石市立大久保南幼稚園
078-934-5590

兵庫県 明石市 ② オープンスクール 保育参観、絵画展を行います。 11月13日 明石市立高丘東幼稚園 明石市立高丘東幼稚園 無料
明石市立高丘東幼稚園
078-935-0269

兵庫県 明石市 ② 小学校音楽鑑賞会交流 高丘西小学校音楽鑑賞会交流を行います。 11月7日
明石市立高丘西小学校
体育館

明石市立高丘西小学校
明石市立高丘西幼稚園

無料
明石市立高丘西幼稚園
078-935-1893

兵庫県 明石市 ② 幼稚園ウィーク オープンスクール・絵画製作展・ＰＴＡ講演会・防火防災教室・親子体操を行います。 11月13日～19日 明石市立高丘西幼稚園 明石市立高丘西幼稚園 無料
明石市立高丘西幼稚園
078-935-1893

兵庫県 明石市 ② ふれあいキッズ 地域の未就園児に園庭提供をしています。 毎月第2･4金曜 明石市立高丘西幼稚園 明石市立高丘西幼稚園 無料
明石市立高丘西幼稚園
078-935-1893

兵庫県 明石市 ② キレイキレイ大作戦 ＰＴＡ主催、登園時に地域のゴミ拾いをしています。 毎月第3水曜 明石市立高丘西幼稚園 明石市立高丘西幼稚園 無料
明石市立高丘西幼稚園
078-935-1893

兵庫県 明石市 ③ 獅子舞鑑賞 獅子舞を鑑賞し伝統行事に触れる。 10月26日 明石市立山手幼稚園 明石市立山手幼稚園 無料
明石市立山手幼稚園
078-935-1307

兵庫県 明石市 ② ふれあいキッズ 園庭を提供し未就園児と一緒に遊ぶ。 10月26日 明石市立山手幼稚園 明石市立山手幼稚園 無料
明石市立山手幼稚園
078-935-1307

兵庫県 明石市 ② 紙芝居や人形劇鑑賞 うさぎ文庫の方々の紙芝居や人形劇を鑑賞しお話を楽しむ。 10月31日 明石市立山手幼稚園 明石市立山手幼稚園 無料
明石市立山手幼稚園
078-935-1307

兵庫県 明石市 ③ お茶会 地域の方々に、お茶会の作法を教えていただき、日本の伝統文化に触れる。 11月8日 明石市立山手幼稚園 明石市立山手幼稚園 無料
明石市立山手幼稚園
078-935-1307

兵庫県 明石市 ② ふれあいキッズ 園庭を提供し未就園児と一緒に遊ぶ。 11月9日 明石市立山手幼稚園 明石市立山手幼稚園 無料
明石市立山手幼稚園
078-935-1307

兵庫県 明石市 ② 防火防災教室 消防署の方に、火事や消火について学ぶ。 11月12日 明石市立山手幼稚園 明石市立山手幼稚園 無料
明石市立山手幼稚園
078-935-1307

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 明石市 ② オープンスクール 園児の1日の生活や遊びを公開する。 11月13日 明石市立山手幼稚園 明石市立山手幼稚園 無料
明石市立山手幼稚園
078-935-1307

兵庫県 明石市 ② 山手オープンシアター（4歳児） 小学校保護者ＯＢの方の人形劇を観劇する。 11月14日 明石市立山手幼稚園 明石市立山手幼稚園 無料
明石市立山手幼稚園
078-935-1307

兵庫県 明石市 ② ベル演奏 ベルリンガーズｌｅｎｅの方々のベル演奏を聴く。 11月16日 明石市立山手幼稚園 明石市立山手幼稚園 無料
明石市立山手幼稚園
078-935-1307

兵庫県 明石市 ② 地域の方々との交流 地域の方々と昔遊びをする。 11月28日 明石市立山手幼稚園 明石市立山手幼稚園 無料
明石市立山手幼稚園
078-935-1307

兵庫県 明石市 ② 幼稚園ウィーク
地域の方や保護者の方に幼稚園のことを知っていただく機会となるようにオープン
スクールを開催します。

11月13日～19日 明石市立谷八木幼稚園 明石市立谷八木幼稚園 無料
明石市立谷八木幼稚園
078-936-2048

兵庫県 明石市 ② 音楽コンサート 近隣の保育所5歳児や保護者も参加し園児と一緒に歌や演奏を愉しみます。 11月1日 明石市立江井島幼稚園 明石市立江井島幼稚園 無料
明石市立江井島幼稚園
078-946-1049

兵庫県 明石市 ② 中学生と交流 中学1年生と触れ合い遊びを楽しんだりお弁当を食べたりします。 11月6日 明石市立少年自然の家 明石市立江井島幼稚園 無料
明石市立江井島幼稚園
078-946-1049

兵庫県 明石市 ② 小学1年生との交流 5歳児が1年生の音楽会の取り組みを鑑賞する。 11月8日 明石市立江井島小学校 明石市立江井島幼稚園 無料
明石市立江井島幼稚園
078-946-1049

兵庫県 明石市 ② しまっこまつり オープンスクール園児のお店やごっこに保護者や地域の方が参加します。 11月13日 明石市立江井島幼稚園 明石市立江井島幼稚園 無料
明石市立江井島幼稚園
078-946-1049

兵庫県 明石市 ② 焼きいもの会
高齢者大学の方が園児と一緒に収穫したサツマイモを焼きいもにし、保護者や地域
の方みんなで試食します。

11月14日 明石市立江井島幼稚園 明石市立江井島幼稚園 無料
明石市立江井島幼稚園
078-946-1049

兵庫県 明石市 ② 保育所との交流 江井島保育所4，5歳児が来園しお店やごっこに参加します。 11月15日 明石市立江井島幼稚園 明石市立江井島幼稚園 無料
明石市立江井島幼稚園
078-946-1049

兵庫県 明石市 ② 防犯教室 5歳児が防犯教室に参加し、保護者が護身術を学びます。 11月16日 明石市立江井島幼稚園 明石市立江井島幼稚園 無料
明石市立江井島幼稚園
078-946-1049

兵庫県 明石市 ① タグラグビー
1クラスずつ地域の方にルールや練習の仕方を教えて頂きます。また、年長児で興
味のある幼児は、地域で継続して教えてもらいます

11月5日
明石市立魚住幼稚園
園庭

明石市立魚住幼稚園 無料
明石市立魚住幼稚園
078-946-1859

9：30～12：00

兵庫県 明石市 ① ふれあいキッズ 未就園児と在園児が園庭で一緒に遊びます 11月9日,30日
明石市立魚住幼稚園
園庭

明石市立魚住幼稚園 無料
明石市立魚住幼稚園
078-946-1859

9：30～10：30

兵庫県 明石市 ① 幼稚園ウィーク オープンスクール、各クラス絵画展を実施します 11月13日～19日 明石市立魚住幼稚園 明石市立魚住幼稚園 無料
明石市立魚住幼稚園
078-946-1859

8：20～14：00

兵庫県 明石市 ① 昔遊び 魚住小学校区高年クラブと昔遊びを通して交流します
11月14日
予定

明石市立魚住幼稚園
大保育室

明石市立魚住幼稚園 無料
明石市立魚住幼稚園
078-946-1859

時間未定

兵庫県 明石市 ① 避難訓練・防火防災教室 火災避難訓練、消防車見学、保護者消火訓練実施を行います
11月15日
予定

明石市立魚住幼稚園
大保育室

明石市立魚住幼稚園 無料
明石市立魚住幼稚園
078-946-1859

時間未定

兵庫県 明石市 ① 降園集会、指導 全園児・保護者で集会し、降園時の安全教育の指導をします 11月16日 明石市立魚住幼稚園 明石市立魚住幼稚園 無料
明石市立魚住幼稚園
078-946-1859

13：50～14：00
雨天中止

兵庫県 明石市 ② 絵本ママ 地域の方や保護者ボランティアによる絵本の読み聞かせをします。 11月13日 明石市立清水幼稚園 明石市立清水幼稚園 無料
明石市立清水幼稚園
078-943-4801

兵庫県 明石市 ② 幼稚園ウィーク オープンスクール園内造形展をします。 11月13日～16日 明石市立清水幼稚園 明石市立清水幼稚園 無料
明石市立清水幼稚園
078-943-4801

兵庫県 明石市 ② 清水いちご苗植え 清水いちご生産者指導のもと、苗植えをします。 11月15日 明石市立清水幼稚園 明石市立清水幼稚園 無料
明石市立清水幼稚園
078-943-4801

兵庫県 明石市 ② 清水フェスタ 地域の祭りのステージに園児が出演し、歌や踊りを披露します。 11月18日 明石市立清水幼稚園 清水コミセン 無料
明石市立清水幼稚園
078-943-4801

兵庫県 明石市 ② 幼稚園ウィーク 幼稚園の保育・教育を公開します。 11月13日～19日 明石市立錦が丘幼稚園 明石市立錦が丘幼稚園 無料
明石市立錦が丘幼稚園
078-947-2222

兵庫県 明石市 ① 親子体操 親子で体を動かして楽しく遊びます。 11月13日 明石市立錦が丘幼稚園 明石市立錦が丘幼稚園 無料
明石市立錦が丘幼稚園
078-947-2222

兵庫県 明石市 ① 交通安全教室 明石市交通安全課による交通安全指導です 11月15日 明石市立錦が丘幼稚園 明石市立錦が丘幼稚園 無料
明石市立錦が丘幼稚園
078-947-2222

兵庫県 明石市 ② 人形劇鑑賞 楽しいお話の人形劇を鑑賞します。 11月16日 明石市立錦が丘幼稚園 明石市立錦が丘幼稚園 無料
明石市立錦が丘幼稚園
078-947-2222

兵庫県 明石市 ① 子ども防火教室 明石市消防署による防火訓練です。 11月19日 明石市立錦が丘幼稚園 明石市立錦が丘幼稚園 無料
明石市立錦が丘幼稚園
078-947-2222

兵庫県 明石市 ② オープンスクール 一日の教育活動を公開します 11月13日 明石市立錦浦幼稚園 明石市立錦浦幼稚園 無料
明石市立錦浦幼稚園
078-946-2321

兵庫県 明石市 ② 園児絵画展 園児の絵画作品を展示します 11月13日～16日，19日 明石市立錦浦幼稚園 明石市立錦浦幼稚園 無料
明石市立錦浦幼稚園
078-946-2321

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 明石市 ② オープンスクール 保護者、地域の方々に登園から降園までの幼稚園の生活を公開します。 11月13日 明石市立二見北幼稚園 明石市立二見北幼稚園 無料
明石市立二見北幼稚園
078-943-2222

兵庫県 明石市 ② 西高交流 明石西高校生が園児とのかかわりを通して「ふれあい育児体験」をします。
11月9日，20日
，21日，28日

明石市立二見西幼稚園
明石市立二見西幼稚園
兵庫県立明石西高校

無料
明石市立二見西幼稚園
078-944-5961

兵庫県 明石市 ② 合同文化祭 幼稚園の絵画作品を展示します。 11月3日 明石市立二見西幼稚園 明石市立二見西幼稚園 無料
明石市立二見西幼稚園
078-944-5961

兵庫県 明石市 ② 西っ子祭り 用事が店屋ごっこをします。 11月13日 明石市立二見西幼稚園 明石市立二見西幼稚園 無料
明石市立二見西幼稚園
078-944-5961

兵庫県 明石市 ① お話を楽しもう 未就園児、園児一緒に「うさぎ文庫」さんによる人形劇や手遊び等を楽しみます。 11月14日 明石市立二見西幼稚園
西部文化会館
明石市立二見西幼稚園

無料
明石市立二見西幼稚園
078-944-5961

兵庫県 明石市 ③ 二見町合同文化祭 地域の文化祭に園児の作品を展示する 11月3日 明石市立二見中学校
二見町連合
まちづくり恊議会

無料
二見コミセン
078-918-5974

兵庫県 明石市 ① いい二見の日 地域のサークルの発表や店屋に3:4:5歳児の園児が親子で参加する 11月23日 明石市立二見こども園
二見校区
まちづくり恊議会

二見小コミセン
078-941-9900

兵庫県 明石市 ③ 芸術鑑賞会
高校生活3年間で「古典」「音楽」「演劇」の各ジャンルを鑑賞する「芸術鑑賞教室」で
す。本年度は「古典」ということで、三栄企画主催の日本独自の笑芸、古典落語と
「桂かい枝さんによる英語落語」を行います。

11月22日 明石市立市民会館 三栄企画
【三栄企画HP】
http://www.saneikikaku.co.jp/

明石市立明石市民会館
(ｱﾜｰｽﾞﾎｰﾙ)事業企画部
078-912-1234

兵庫県 明石市 ② 授業公開週間
「開かれた学校づくり」の一環として実施しています。また、本校教職員の資質向上
を目的として5日間終日授業を公開しています。

11月5日～9日
明石市立明石商業
高等学校

明石市立明石商業高等学校 無料
【明石市立明石商業高等学校HP】
http://www2.akashi-ch.ed.jp/

明石市立明石商業高等学校
078-918-5950

兵庫県 明石市 ①②
“いじめストップあかし”実践発
表会

11月のいじめ防止月間の行事として、“いじめストップあかし”に係る各学校園の取
組等に加え、いじめ解消を目指した家庭・地域との連携推進を学校関係者並びに青
少年健全育成関係者、市民に向けて発信し啓発する。

調整中 明石市民会館中ホール 明石市教育委員会 無料
【明石市教育委員会いじめ対策HP】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoiku/g
akkou_kyouiku/ijime.php

明石市教育委員会事務局
児童生徒支援課
078-918-5096

兵庫県 明石市 ① すくすく・すいようタイム 保育士による絵本の紹介や読み聞かせなどを行います。 10月10日,11月14日
あかし市民図書館
おはなしのへや

あかし市民図書館 無料
【明石市立図書館HP】
http://www.akashi-lib.jp/

あかし市民図書館
(078-918-5800)

兵庫県 明石市 ① おはなし会 絵本の読み聞かせなどの会です。
10月13日,27日,
11月10日,24日,
12月8日

あかし市民図書館
おはなしのへや

あかし市民図書館 無料
【明石市立図書館HP】
http://www.akashi-lib.jp/

あかし市民図書館
(078-918-5800)

兵庫県 明石市 ① まちかどミニコンサート ミニコンサートを開催します。 10月21日
あかし市民図書館
研修室

あかし市民図書館 無料
【明石市立図書館HP】
http://www.akashi-lib.jp/

あかし市民図書館
(078-918-5800)

兵庫県 明石市 ① おはなし会「おやこでえほん」 絵本の読み聞かせなどの会です。
10月23日,
11月13日,27日

あかし市民図書館
児童書エリア

あかし市民図書館 無料
【明石市立図書館HP】
http://www.akashi-lib.jp/

あかし市民図書館
(078-918-5800)

兵庫県 明石市 ① にこにこ・かみしばい 紙芝居の読み聞かせを行います。 10月20日,11月17日
あかし市民図書館
おはなしのへや

あかし市民図書館 無料
【明石市立図書館HP】
http://www.akashi-lib.jp/

あかし市民図書館
(078-918-5800)

兵庫県 明石市 ① どようのえほんの会 絵本の読み聞かせを行います。 11月3日,12月1日
あかし市民図書館
おはなしのへや

あかし市民図書館 無料
【明石市立図書館HP】
http://www.akashi-lib.jp/

あかし市民図書館
(078-918-5800)

兵庫県 明石市 ① おやこ劇場のおはなしひろば 親子遊び・読み聞かせなどを行います。 11月6日,12月4日
あかし市民図書館
児童書エリア

あかし市民図書館 無料
【明石市立図書館HP】
http://www.akashi-lib.jp/

あかし市民図書館
(078-918-5800)

兵庫県 明石市 ① DVD上映会 DVDの上映を行います。 10月28日,11月25日
あかし市民図書館
おはなしのへや・研修室

あかし市民図書館 無料
【明石市立図書館HP】
http://www.akashi-lib.jp/

あかし市民図書館
(078-918-5800)

兵庫県 明石市 ① てづくり会 てづくり工作を行います。 11月11日
あかし市民図書館
研修室

あかし市民図書館 無料
【明石市立図書館HP】
http://www.akashi-lib.jp/

あかし市民図書館
(078-918-5800)

兵庫県 明石市 ① すくすく・すいようタイム 保育士による絵本の紹介や読み聞かせなどを行います。
10月17日,
11月21日

明石市立西部図書館
おはなしのへや

明石市立西部図書館 無料
【明石市立図書館HP】
http://www.akashi-lib.jp/

明石市立西部図書館
(078-918-5675)

兵庫県 明石市 ① おはなし会 絵本の読み聞かせなどの会です。
10月12日,26日,
11月9日,23日

明石市立西部図書館
おはなしのへや

明石市立西部図書館 無料
【明石市立図書館HP】
http://www.akashi-lib.jp/

明石市立西部図書館
(078-918-5675)

兵庫県 明石市 ① おはなし会「おやこでえほん」 絵本の読み聞かせなどの会です。
10月23日,
11月13日,27日

明石市立西部図書館
おはなしのへや

明石市立西部図書館 無料
【明石市立図書館HP】
http://www.akashi-lib.jp/

明石市立西部図書館
(078-918-5675)

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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兵庫県 明石市 ① にこにこ・かみしばい 紙芝居の読み聞かせを行います。
10月27日,
11月24日

明石市立西部図書館
おはなしのへや

明石市立西部図書館 無料
【明石市立図書館HP】
http://www.akashi-lib.jp/

明石市立西部図書館
(078-918-5675)

兵庫県 明石市 ① どようのえほんの会 絵本の読み聞かせを行います。
10月20日,
11月3日,17日,
12月1日

明石市立西部図書館
おはなしのへや

明石市立西部図書館 無料
【明石市立図書館HP】
http://www.akashi-lib.jp/

明石市立西部図書館
(078-918-5675)

兵庫県 明石市 ① DVD上映会 DVDの上映を行います。 10月21日,11月18日
明石市立西部図書館
2階研修室

明石市立西部図書館 無料
【明石市立図書館HP】
http://www.akashi-lib.jp/

明石市立西部図書館
(078-918-5675)

兵庫県 明石市 ① てづくり会 てづくり工作を行います。 10月13日,12月8日
明石市立西部図書館
2階研修室

明石市立西部図書館 無料
【明石市立図書館HP】
http://www.akashi-lib.jp/

明石市立西部図書館
(078-918-5675)

兵庫県 明石市 ③
第42回兵庫県高等学校総合
文化祭器楽・管弦楽部門発表
会

器楽・管弦楽部門生徒による発表を行います。 11月18日 明石市民会館（アワーズホール）
兵庫県
兵庫県教育委員会等

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

兵庫県 明石市 ③
第42回兵庫県高等学校総合
文化祭茶道部門発表会

茶道部門生徒による研鑽会を行います。 10月27日 明石市立産業交流センター
兵庫県
兵庫県教育委員会等

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

兵庫県 明石市 ①

図書館入門講座
村上春樹文学講座
「國男とハルキ/柳田國男から
の影響を考える」

村上春樹文学における兵庫県神崎郡福崎町に生まれた柳田國男民俗学からの影
響を考えます。

11月3日 兵庫県立図書館 兵庫県立図書館 無料
【県立図書館のHP】
https://www.library.pref.hyogo.lg.jp/

兵庫県立図書館
利用サービス課
078-918-3366

兵庫県 明石市 ①③
「ドッカンショー！（読書感想笑
劇会）」

本を読んだ時の感想を参加者に「感想文」ではなく「漫才」で発表してもらいます。 11月24日～25日 兵庫県立図書館 関西演芸作家協会 無料
【県立図書館のHP】
https://www.library.pref.hyogo.lg.jp/

兵庫県立図書館
利用サービス課
078-918-3366

兵庫県 赤穂市 ② オープンスクール
学校教育目標「夢を大きく膨らませ、自ら考え行動する自立した児童を育てる」のも
と、深い学びを目指し、主体的・対話的に学ぶ姿を保護者・地域の皆様に広くご覧い
ただきます。

11月20日 赤穂市立赤穂小学校 赤穂市立赤穂小学校 無料
【赤穂小学校HP】
http://www.ako-hyg.ed.jp/~ako-
e/index.html

赤穂市立赤穂小学校
0791-42-2171

兵庫県 赤穂市 ③ 音楽会
基礎基本を大切にしながら、のびのびと自分を表現できる音楽活動に取り組んでき
た成果を保護者・地域の皆様に広くご覧いただきます。

11月23日
赤穂市立赤穂小学校
体育館

赤穂市立赤穂小学校 無料
【赤穂小学校HP】
http://www.ako-hyg.ed.jp/~ako-
e/index.html

赤穂市立赤穂小学校
0791-42-2171

兵庫県 赤穂市 ② マラソン大会
「健やかな体」を培うため、体育や業間の時間に取り組んだ持久走の成果を発揮し、
冬の城南陸上競技場周辺を走り抜けます。

12月6日 赤穂市城南陸上競技場 赤穂市立赤穂小学校 無料
【赤穂小学校HP】
http://www.ako-hyg.ed.jp/~ako-
e/index.html

赤穂市立赤穂小学校
0791-42-2171

兵庫県 赤穂市 ② 子ども義士物語上演 6年児童が史実に基づいた赤穂義士物語を上演します。 11月21日 赤穂市立城西小学校 赤穂市立城西小学校 無料
【城西小学校HP】
http://www.ako-hyg.ed.jp/~josai-
e/index.html

赤穂市立城西小学校
0791-42-0698

兵庫県 赤穂市 ② 校内音楽会 校内音楽会を保護者・地域に公開します。 10月20日 赤穂市文化会館 赤穂市立城西小学校 無料
赤穂市立城西小学校
0791-42-0699

兵庫県 赤穂市 ② トライやる・ウィーク 赤穂西中学校の生徒が、塩屋小学校で職業体験を行います。 10月22日～26日 赤穂市立塩屋小学校 赤穂市立赤穂西中学校 無料
赤穂市立塩屋小学校
 0791-42-2129

兵庫県 赤穂市 ② 米作り体験「稲刈り」 米作り体験活動として、手作業による稲刈りを地域の方や保護者と一緒にします。 10月24日 赤穂市立塩屋小学校 赤穂市立塩屋小学校 無料
赤穂市立塩屋小学校
 0791-42-2129

兵庫県 赤穂市 ②③ きらきらコンサート（音楽会） 保護者や地域の方々を招いて音楽会を開催します。 11月8日 赤穂市立塩屋小学校 赤穂市立塩屋小学校 無料
赤穂市立塩屋小学校
 0791-42-2129

兵庫県 赤穂市 ② 米作り体験「餅つき大会」
自分たちが育て収穫した米を使って、地域の方々や保護者と一緒に餅つきをしま
す。

11月30日 赤穂市立塩屋小学校 赤穂市立塩屋小学校 無料
赤穂市立塩屋小学校
 0791-42-2129

兵庫県 赤穂市 ② マラソン大会
塩屋小学校周辺を各学年ごとに走ります。体育や業間の時間に取り組んだ持久走
の練習の成果を発揮する場面です。

12月6日 赤穂市立塩屋小学校 赤穂市立塩屋小学校 無料
赤穂市立塩屋小学校
 0791-42-2129

兵庫県 赤穂市 ② オープンスクール・親子給食
オープンスクールの日に、1年児童が保護者と一緒に楽しく給食を食べます。参観者
への給食はございません。

10月15日 赤穂市立赤穂西小学校 赤穂市立赤穂西小学校 無料
【赤穂西小学校HP】
http://www.ako-hyg.ed.jp/~akonishi-e/

赤穂市立赤穂西小学校
0791-45-0538

兵庫県 赤穂市 ② さつまいもの収穫 1、2年児童と幼稚園児が老人クラブの人たちと一緒にさつまいもの収穫をします。 10月25日 赤穂市立赤穂西小学校 赤穂市立赤穂西小学校 無料
【赤穂西小学校HP】
http://www.ako-hyg.ed.jp/~akonishi-e/

赤穂市立赤穂西小学校
0791-45-0538

兵庫県 赤穂市 ② トライやる・ウィーク 赤穂西中学校の生徒が、赤穂西小学校で体験活動を行います。 10月22日～26日 赤穂市立赤穂西小学校 赤穂市立赤穂西小学校 無料
【赤穂西小学校HP】
http://www.ako-hyg.ed.jp/~akonishi-e/

赤穂市立赤穂西小学校
0791-45-0538
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兵庫県 赤穂市 ②③ 西部地区ジョギング大会
西部地区のジョギング大会と小学校のマラソン大会を合同開催し、保護者や地域の
方と一緒に走ります。

12月2日 赤穂市立赤穂西小学校 赤穂市立赤穂西小学校 無料
【赤穂西小学校HP】
http://www.ako-hyg.ed.jp/~akonishi-e/

赤穂市立赤穂西小学校
0791-45-0538

兵庫県 赤穂市 ①② 昔遊び体験 1．3年生の児童と高齢者大学の方々が交流しながら、昔遊びを楽しみます。 12月6日 赤穂市立赤穂西小学校 赤穂市立赤穂西小学校 無料
【赤穂西小学校HP】
http://www.ako-hyg.ed.jp/~akonishi-e/

赤穂市立赤穂西小学校
0791-45-0538

兵庫県 赤穂市 ② トライやる・ウィーク 中学2年生が小学校において体験活動を行います。 10月22日～26日 赤穂市立尾崎小学校 赤穂市立赤穂東中学校 無料
赤穂市立尾崎小学校
0791-42-2108

兵庫県 赤穂市 ②③ ときめきコンサート 保護者や地域の方々を招いて、音楽会を開催します。 11月17日 赤穂市立尾崎小学校 赤穂市立尾崎小学校 無料
赤穂市立尾崎小学校
0791-42-2108

兵庫県 赤穂市 ② オープンスクール
保護者や地域の方々に学校生活全般を公開し、学校への理解を深めていただきま
す。

10月30日 赤穂市立尾崎小学校 赤穂市立尾崎小学校 無料
赤穂市立尾崎小学校
0791-42-2108

兵庫県 赤穂市 ② オープンスクール 始業時から終業時までの学校生活を保護者や地域の方々に公開します。 11月16・17日 赤穂市立御崎小学校 赤穂市立御崎小学校 無料
赤穂市立御崎小学校
0791-42-2278

兵庫県 赤穂市 ② 校内音楽会
1年生～6年生までの各学年の合唱や合奏、金管バンドの演奏を行います。保護者
や地域の方々に公開します。

11月17日
赤穂市立御崎小学校
体育館

赤穂市立御崎小学校 無料
赤穂市立御崎小学校
0791-42-2278

兵庫県 赤穂市 ②③ スマイルコンサート（音楽会） 校内音楽会を保護者・地域に公開します。 11月7日 赤穂市立坂越小学校 赤穂市立坂越小学校 無料
赤穂市立坂越小学校
0791-48-8408

兵庫県 赤穂市 ② マラソン大会 坂越湾東の浜の特設コースを低・中・高学年男女別に走ります。 12月6日 坂越湾東の浜 赤穂市立坂越小学校 無料
赤穂市立坂越小学校
0791-48-8408

兵庫県 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、
地域の環境美化活動をします。

11月3日 高雄小学校校区各地区 高雄地区連合自治会・高雄小学校 無料
赤穂市立高雄小学校
0791-48-7870

兵庫県 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。16日は音楽会を公開し、
保護者、地域の方に鑑賞していただきます。

11月13．16日 赤穂市立高雄小学校 赤穂市立高雄小学校 無料
赤穂市立高雄小学校
0791-48-7870

兵庫県 赤穂市 ③ ふるさとまつり作品展
ふるさとまつりにて、全校児童の書写または絵画の作品を展示し、地域の方に見て
いただきます。

10月28日 赤穂市立高雄公民館 高雄地区まちづくり連絡協議会 無料
赤穂市立高雄小学校
0791-48-7870

兵庫県 赤穂市 ② 収穫祭
日頃お世話になっている見守り隊・米作りお助け隊・地域ボランティア・絵本の読み
聞かせの方々などを招待して、一緒に餅つきをします。学校田の収穫を祝い感謝す
る集いです。

11月29日 赤穂市立高雄小学校 赤穂市立高雄小学校 無料
赤穂市立高雄小学校
0791-48-7870

兵庫県 赤穂市 ② ふれあい音楽会
保護者や地域の方々に公開し、各学年の合唱や合奏を発表します。ゲストに有年
幼稚園児を迎え、演奏も行います。

11月10日 赤穂市立有年小学校 赤穂市立有年小学校 無料
【有年小学校HP】
http://www.ako-hyg.ed.jp/~une-
e/index.html

赤穂市立有年小学校
0791-49-2081

兵庫県 赤穂市 ① 東有年田園祭り 地域の秋祭りで「有年っ子音頭」を披露します。 10月20日 有年沖田遺跡公園 赤穂市立有年小学校 無料
【有年小学校HP】
http://www.ako-hyg.ed.jp/~une-
e/index.html

赤穂市立有年小学校
0791-49-2081

兵庫県 赤穂市 ① 東有年田園祭り 地域の秋祭りで和太鼓の演奏を披露します。 10月20日 有年沖田遺跡公園 赤穂市立原小学校 無料
【原小学校HP】
http://www.ako-hyg.ed.jp/~hara-e/

赤穂市立原小学校
 0791-49-2083

兵庫県 赤穂市 ① ＪＡフェスタ 地域の秋祭りで和太鼓の演奏を披露します。 11月中旬 ＪＡ営農センター ＪＡ西播磨 無料
【原小学校HP】
http://www.ako-hyg.ed.jp/~hara-e/

赤穂市立原小学校
0791-49-2083

兵庫県 赤穂市 ② 収穫祭
収穫した餅米「みどり米」を使って、保護者や地域の方と共に餅つきをします。つい
たお餅は、地域の方々にも配付します。

11月23日 赤穂市立原小学校 赤穂市立原小学校 無料
【原小学校HP】
http://www.ako-hyg.ed.jp/~hara-e/

赤穂市立原小学校
0791-49-2083

兵庫県 赤穂市 ② 有年・原合同マラソン大会 有年小と原小合同の「マラソン大会」を実施します。 12月 6日
赤穂市立原小学校
周辺

赤穂市立原小学校・有年小学校 無料
【原小学校HP】
http://www.ako-hyg.ed.jp/~hara-e/

赤穂市立原小学校
0791-49-2083

兵庫県 赤穂市 ② トライやる・ウイーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。 10月22～26日 市内各事業所 赤穂市立赤穂中学校 無料
【赤穂中学校HP】
http://www.ako-hyg.ed.jp/~ako-j/

赤穂市立赤穂中学校
0791-42-2149

兵庫県 赤穂市 ①
ふるさとまつり
模擬店活動補助

地域行事への参加と貢献、地域の方々と協働で活動します。 10月28日
赤穂市立赤穂小学校
城西公民館

赤穂・城西地区まちづくり推進連絡協
議会

無料
赤穂市立赤穂中学校
0791-42-2149

兵庫県 赤穂市 ② オープンスクール 中学校の授業・部活動等地域の方に自由参観して頂きます。 11月5～9日 赤穂市立赤穂中学校 赤穂市立赤穂中学校 無料 http://www.ako-hyg.ed.jp/~ako-j/
赤穂市立赤穂中学校
0791-42-2149

兵庫県 赤穂市 ② 合唱コンクール 保護者・地域の方に公開致します。 11月7日 赤穂市立赤穂中学校 赤穂市立赤穂中学校 無料 http://www.ako-hyg.ed.jp/~ako-j/
赤穂市立赤穂中学校
0791-42-2149

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 赤穂市 ②③ ふれあい文化祭 保護者・地域の方に公開致します。 11月9日 赤穂市立赤穂中学校 赤穂市立赤穂中学校 無料 http://www.ako-hyg.ed.jp/~ako-j/
赤穂市立赤穂中学校
0791-42-2149

兵庫県 赤穂市 ② ジュニア救急
中学2年生・保護者対象、赤穂消防署による心肺蘇生や救急措置法講習会を実施
します

11月20日 赤穂市立赤穂中学校 赤穂市消防署 無料 http://www.ako-hyg.ed.jp/~ako-j/
赤穂市立赤穂中学校
0791-42-2149

兵庫県 赤穂市 ② 赤ちゃん先生プロジェクト 中学3年生・保護者対象、ＮＰＯ団体の赤ちゃんとのふれあいと講演 10月25日 赤穂市立赤穂中学校 赤穂市立赤穂西中学校 無料 http://www.ako-hyg.ed.jp/~ako-j/
赤穂市立赤穂中学校
0791-42-2149

兵庫県 赤穂市 ① トライやる・ウイーク 校区の中学2年生が幼稚園教諭の指導の元、社会体験活動をします。 10月22～26日 赤穂市立塩屋幼稚園 赤穂市立赤穂西中学校 無料
赤穂市立赤穂西中学校
0791-42-2259

兵庫県 赤穂市 ③ 校内合唱コンクール 中学生が学級・学年合唱を披露します。 11月7日
赤穂市立赤穂西中学校
体育館

赤穂市立赤穂西中学校 無料
赤穂市立赤穂西中学校
0791-42-2259

兵庫県 赤穂市 ③ 文化祭 中学生が文化的活動（合唱・発表・劇）を披露します。 11月9日 赤穂市立赤穂西中学校 赤穂市立赤穂西中学校 無料
赤穂市立赤穂西中学校
0791-42-2259

兵庫県 赤穂市 ② トライやる・ウィーク 中学生が市内の各事業所において職業体験活動を行います。 10月22～26日 市内各事業所 赤穂市立赤穂東中学校 無料
【赤穂東中学校HP】
http://www.ako-hyg.ed.jp/~akohigashi-
j/

赤穂市立赤穂東中学校
0791-42-2320

兵庫県 赤穂市 ② オープンスクール
1週間をオープンスクールとし、授業・その他生徒の学校生活全般を保護者・地域住
民に参観していただきます。

11月5日～9日 赤穂市立赤穂東中学校 赤穂市立赤穂東中学校 無料
【赤穂東中学校HP】
http://www.ako-hyg.ed.jp/~akohigashi-
j/

赤穂市立赤穂東中学校
0791-42-2320

兵庫県 赤穂市 ③ 合唱コンクール 学年毎に合唱コンクールを実施します。 11月6日 赤穂市立赤穂東中学校 赤穂市立赤穂東中学校 無料
【赤穂東中学校HP】
http://www.ako-hyg.ed.jp/~akohigashi-
j/

赤穂市立赤穂東中学校
0791-42-2320

兵庫県 赤穂市 ③ 文化祭 学年・クラスや文化部によるステージ発表や展示を行います。 11月9日 赤穂市立赤穂東中学校 赤穂市立赤穂東中学校 無料
【赤穂東中学校HP】
http://www.ako-hyg.ed.jp/~akohigashi-
j/

赤穂市立赤穂東中学校
0791-42-2320

兵庫県 赤穂市 ② トライやる･ウィーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。 10月22～26日 市内各事業所 赤穂市立坂越中学校 無料
赤穂市立坂越中学校
0791-48-8007

兵庫県 赤穂市 ② ふれあい美化活動 中学生が地域において清掃等の美化活動を行います。 11月3日 赤穂市立坂越中学校区 赤穂市立坂越中学校 無料
赤穂市立坂越中学校
0791-48-8007

兵庫県 赤穂市 ② ふれあい文化祭 保護者や地域の方を招き文化・芸術の発表を行います。 11月9日 赤穂市立坂越中学校 赤穂市立坂越中学校 無料
赤穂市立坂越中学校
0791-48-8007

兵庫県 赤穂市 ② ふれあいバザー 中学生が家庭にあるものを持ち寄ってバザーを行います。 11月9日 赤穂市立坂越中学校 赤穂市立坂越中学校 無料
赤穂市立坂越中学校
0791-48-8007

兵庫県 赤穂市 ② トライやる・ウィーク 社会体験、職場体験を行います。 10月22～26日 赤穂市内各事業所 トライやる・ウィーク推進委員会 無料
赤穂市立有年中学校
0791ｰ49ｰ2035

兵庫県 赤穂市 ①
有年地区
ふるさとまつり
模擬店

地域行事への参加と貢献、協働を行います。 11月4日 赤穂市立有年公民館 有年地区まちづくり連絡協議会 無料
赤穂市立有年中学校
0791ｰ49ｰ2035

兵庫県 赤穂市 ②③ 文化祭 地域全体への案内、バザー（生徒・保護者）を実施します。 11月17日 赤穂市立有年中学校 赤穂市立有年中学校 無料
赤穂市立有年中学校
0791ｰ49ｰ2035

兵庫県 赤穂市 ②③ しめ縄づくり 地域農家、ゲストティーチャーの協力によるしめ縄づくりを行います。 12月上旬 赤穂市立有年中学校 赤穂市立有年中学校 無料
赤穂市立有年中学校
0791ｰ49ｰ2035

兵庫県 赤穂市 ② トライやる・ウィーク 中学生が幼稚園に来て、体験活動を行います。 10月22日～26日 赤穂市立赤穂幼稚園 赤穂市立赤穂幼稚園 無料
赤穂市立赤穂幼稚園
0791-42-2615

兵庫県 赤穂市 ② オープンスクール 保護者や地域の方を招いて、園児のお祭りごっこを観ていただきます。 11月8日 赤穂市立赤穂幼稚園 赤穂市立赤穂幼稚園 無料
赤穂市立赤穂幼稚園
0791-42-2615

兵庫県 赤穂市 ② 三世代交流餅つき大会 地域の高齢者や保護者と交流しながら餅つきをします。 12月1日 赤穂市中央公民館 赤穂地区まちづくり連絡協議会 無料
赤穂市立赤穂幼稚園
0791-42-2615

兵庫県 赤穂市 ②
消防署並びに防災センター見
学

地域消防署に徒歩で行き、施設などを見学したり体験活動を行ったりします。 11月6日 赤穂市消防署 赤穂市立城西幼稚園 無料
赤穂市立城西幼稚園
0791-42-0531

兵庫県 赤穂市 ② オープンスクール 家族・地域の人たちに園児の生活の様子や園の環境を見ていただきます。 11月15日 赤穂市立城西幼稚園 赤穂市立城西幼稚園 無料
赤穂市立城西幼稚園
0791-42-0531

兵庫県 赤穂市 ② トライやる・ウィーク 中学生が幼稚園にて体験活動を行います。 10月22～26日 赤穂市立塩屋幼稚園 赤穂市立塩屋幼稚園 無料
赤穂市立塩屋幼稚園
0791-42-0213

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 赤穂市 ② オープンスクール
園児の幼稚園での保育活動を地域、保護者に公開し、園児の姿を見てもらう機会と
します。

11月27日 赤穂市立塩屋幼稚園 赤穂市立塩屋幼稚園 無料
赤穂市立塩屋幼稚園
0791-42-0213

兵庫県 赤穂市 ②③ もちつき 保護者や地域の方とかかわりながら、日本の伝統文化に触れる体験活動をします。 12月3日 赤穂市立塩屋公民館 赤穂市立塩屋幼稚園 無料
赤穂市立塩屋幼稚園
0791-42-0213

兵庫県 赤穂市 ② トライやるウィーク 中学生が赤穂西幼稚園にて体験活動を行います。 10月22～26日 赤穂市立赤穂西幼稚園 赤穂市立赤穂西幼稚園 無料
赤穂市立赤穂西幼稚園
0791-45-1006

兵庫県 赤穂市 ② オープンスクール 保護者や地域の方を招いてふれあい活動をします。 11月21日 赤穂市立赤穂西幼稚園 赤穂市立赤穂西幼稚園 無料
赤穂市立赤穂西幼稚園
0791-45-1006

兵庫県 赤穂市 ② トライやる・ウィーク 中学生が本園にて体験活動を行います。 10月22～26日 赤穂市立尾崎幼稚園 赤穂市立赤穂東中学校 無料
赤穂市立尾崎幼稚園
0791-42-5292

兵庫県 赤穂市 ② 未就園児保育 次年度入園する幼児が、保護者と共に保育を受けたり在園児と遊んだりします。 11月13日 赤穂市立尾崎幼稚園 赤穂市立尾崎幼稚園 無料
赤穂市立尾崎幼稚園
0791-42-5292

兵庫県 赤穂市 ② オープンスクール 保護者、地域の方、評議委員の方が参加し、幼児とふれあい活動をします。 11月13日 赤穂市立尾崎幼稚園 赤穂市立尾崎幼稚園 無料
赤穂市立尾崎幼稚園
0791-42-5292

兵庫県 赤穂市 ② 音楽参観日 楽器遊びや歌の発表をしながら、ふれあい活動をします。 12月6～7日 赤穂市立尾崎幼稚園 赤穂市立尾崎幼稚園 無料
赤穂市立尾崎幼稚園
0791-42-5292

兵庫県 赤穂市 ② オープン保育参観 保護者、地域の方を幼稚園に招き参観してもらったり、一緒に遊んだりします。 11月15日 赤穂市立御崎幼稚園 赤穂市立御崎幼稚園 無料
赤穂市立御崎幼稚園
0791-451055

兵庫県 赤穂市 ② 音楽参観日
歌を歌ったり、楽器を演奏したりしている様子を保護者や地域の方に見てもらいま
す。

12月12・13日 赤穂市立御崎幼稚園 赤穂市立御崎幼稚園 無料
赤穂市立御崎幼稚園
0791-451055

兵庫県 赤穂市 ② トライやる・ウィーク 中学生が坂越幼稚園にて体験活動を行います。 10/22～26日 赤穂市立坂越幼稚園 赤穂市立赤穂西幼稚園 無料
赤穂市立坂越幼稚園
0791-48-8124

兵庫県 赤穂市 ② オープンスクール 園児の幼稚園での保育活動を地域、保護者に公開し、園児の姿を見てもらいます。 11月16日 赤穂市立坂越幼稚園 赤穂市立坂越幼稚園 無料
赤穂市立坂越幼稚園
0791-48-8124

兵庫県 赤穂市 ② オープンスクール 幼稚園の保育を保護者だけでなく、地域の方々にも見てもらいます。 11月8日 赤穂市立高雄幼稚園 赤穂市立高雄幼稚園 無料
赤穂市立高雄幼稚園
0791-48-7185

兵庫県 赤穂市 ② トライやる・ウィーク 中学生が本園にて体験活動を行います。 10月22～26日 赤穂市立有年幼稚園 赤穂市立有年幼稚園 無料
赤穂市立有年幼稚園
 0791-49-3537

兵庫県 赤穂市 ② オープンスクール
幼稚園を開放し保護者や地域の方を招待し、お祭りごっこや秋の自然物を使った遊
びをします。

11月8日 赤穂市立有年幼稚園 赤穂市立有年幼稚園 無料
赤穂市立有年幼稚園
 0791-49-3537

兵庫県 赤穂市 ② トライやる・ウィーク トライやるウィークの中学生が来て体験活動を行います。 10月22～26日 赤穂市立原幼稚園 赤穂市立原幼稚園 無料
赤穂市立原幼稚園
0791ｰ49ｰ3538

兵庫県 赤穂市 ② オープンスクール 保護者・未就園児・地域の方を招きふれあい遊びをします 11月23日 赤穂市立原幼稚園 赤穂市立原幼稚園 無料
赤穂市立原幼稚園
0791ｰ49ｰ3538

兵庫県 赤穂市 ② 未就園児保育 未就園児と保護者が来園し在園児と運動遊びやふれあい遊びをします。 10月23日 赤穂市立原幼稚園 赤穂市立原幼稚園 無料
赤穂市立原幼稚園
0791ｰ49ｰ3538

兵庫県 赤穂市 ③ 赤穂市幼児画展 市内全園所の年長児の絵を展示します。 11月16～18日 赤穂市立図書館 赤穂市教育委員会 無料
赤穂市教育委員会
0791-43-7065

兵庫県 赤穂市 ③
第42回兵庫県高等学校総合
文化祭邦楽部門発表会

邦楽部門生徒による発表を行います。 11月4日
赤穂市文化会館
ハーモニーホール

兵庫県
兵庫県教育委員会等

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

兵庫県 朝来市 ②
オープンスクール
校内マラソン大会

防災センター周辺において午前中、校内マラソン大会を実施する。 10月30日 朝来市防災センター周辺 朝来市立枚田小学校 無料
 【朝来市立枚田小学校ＨＰ】
http://www.asago-city.ed.jp/hirata-es/

朝来市立枚田小学校
079-672-2049

兵庫県 朝来市 ②
オープンスクール
授業公開・児童発表・教育講
演会

学校で午前中は授業公開を行い、午後からは体育館で人権俳句の発表会と教育講
演会を実施します。

11月15日 朝来市立枚田小学校 朝来市立枚田小学校 無料
 【朝来市立枚田小学校ＨＰ】
http://www.asago-city.ed.jp/hirata-es/

朝来市立枚田小学校
079-672-2049

兵庫県 朝来市 ② オープンスクール
全校生のマラソン大会実施。その後、5年6年の児童と保護者を対象に教育講演会
を行います。

10月27日 朝来市立東河小学校 朝来市立東河小学校 無料
 【朝来市立東河小学校ＨＰ】
http://www.asago-city.ed.jp/toga-es/

朝来市立東河小学校
079-672-2084

兵庫県 朝来市 ② オープンスクール
全校生・PTA・地域の方々が一緒に、学校田で収穫した餅米を使い、お餅つきを中
心に収穫祭を実施します。

11月9日 朝来市立東河小学校 朝来市立東河小学校 無料
 【朝来市立東河小学校ＨＰ】
http://www.asago-city.ed.jp/toga-es/

朝来市立東河小学校
079-672-2084

兵庫県 朝来市 ③ 東河地区文化祭
東河地区協議会が実施される文化祭において、6年生が東河青龍太鼓を披露しま
す。

11月25日 東河地区公民館 東河地区協議会 無料
東河地区協議会
079-670-0120
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兵庫県 朝来市 ②
「じろはったん歌物語」プレ発
表

朝来市の学校音楽祭で発表する「じろはったん歌物語」のプレ発表会を行います。 10月23日 朝来市立大蔵小学校体育館 朝来市立大蔵小学校 無料
 【朝来市立大蔵小学校ＨＰ】
http://www.asago-city.ed.jp/ookura-
es/

朝来市立大蔵小学校
079-673-2800

兵庫県 朝来市 ②
マラソン大会（オープンスクー
ル）

強い体と心を作るため全校生が年齢にふさわしい距離を走ります。 11月2日 朝来市和田山町高瀬周辺 朝来市立大蔵小学校 無料
 【朝来市立大蔵小学校ＨＰ】
http://www.asago-city.ed.jp/ookura-
es/

朝来市立大蔵小学校
079-673-2800

兵庫県 朝来市 ②
オープンスクールＰＴＡ教育講
演会

オープンスクールとして各学年の授業や生活の様子を見ていただきます。また、本
年度は情報モラルについてのＰＴＡ教育講演会を行います。

11月4日 朝来市立大蔵小学校体育館 朝来市立大蔵小学校 無料
 【朝来市立大蔵小学校ＨＰ】
http://www.asago-city.ed.jp/ookura-
es/

朝来市立大蔵小学校
079-673-2800

兵庫県 朝来市 ② じろはったん集会
森はなの作品「じろはったん」に学ぶ思いやりや人を慈しむ心をはぐくむための発表
会。各学年がクラスで取り組んだ「思いやり」についての発表をします。

12月6日 朝来市立大蔵小学校体育館 朝来市立大蔵小学校 無料
 【朝来市立大蔵小学校ＨＰ】
http://www.asago-city.ed.jp/ookura-
es/

朝来市立大蔵小学校
079-673-2800

兵庫県 朝来市 ② 校内マラソン大会 体育やジョギングタイムでの取組の成果を発揮し、自分の記録に挑戦します。 10月17日 糸井小学校マラソンコース 朝来市立糸井小学校 無料
 【朝来市立糸井小学校ＨＰ】
http://www.asago-city.ed.jp/itoi-es/

朝来市立糸井小学校
079-675-2821

兵庫県 朝来市 ① 糸井地区文化祭
糸井地区地域自治協議会が主催される文化祭において児童の作品を出展します。
また、金管バンドが演奏をします。

10月27日～28日 糸井地区市民会館 糸井地区地域自治協議会 無料
糸井地区地域自治協議会
079-672-4080

兵庫県 朝来市 ② サイバー講習会
サイバー犯罪防犯のための講習会を開催し、子ども達の被害、加害防止
について学習します。

11月7日 朝来市立糸井小学校 朝来市立糸井小学校 無料
 【朝来市立糸井小学校ＨＰ】
http://www.asago-city.ed.jp/itoi-es/

朝来市立糸井小学校
079-675-2821

兵庫県 朝来市 ① 3世代交流グランドゴルフ大会
糸井小PTA・ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ21ITOI・糸井老人クラブと地域の皆様が参加して
楽しい一日を過ごします。

11月11日 朝来市立糸井小学校グラウンド
糸井小PTA
ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ21ITOI
糸井老人クラブ

無料
 【朝来市立糸井小学校ＨＰ】
http://www.asago-city.ed.jp/itoi-es/

朝来市立糸井小学校
079-675-2821

兵庫県 朝来市 ②
オープンスクール
授業参観
PTA教育講演会

地域の方に学校を公開し、午後から授業参観を行い、引き続き教育
講演会を実施します。

11月22日 朝来市立糸井小学校
朝来市立糸井小学校
糸井小PTA

無料
 【朝来市立糸井小学校ＨＰ】
http://www.asago-city.ed.jp/itoi-es/

朝来市立糸井小学校
079-675-2821

兵庫県 朝来市 ② マラソン大会 低学年・中学年・高学年が、円山川の堤防に沿ったコースを走ります。 11月12日
竹田小学校北東側
円山川東堤防道路

朝来市立竹田小学校 無料
 【朝来市立竹田小学校HP】
http://www.asago-city.ed.jp/takeda-es/

朝来市立竹田小学校
079-674-2644

兵庫県 朝来市 ② オープンスクール 授業参観など学校の様子を公開します。教育講演会も実施します。 11月9日 朝来市立梁瀬小学校 朝来市立梁瀬小学校 無料
 【朝来市立梁瀬小学校ＨＰ】
http://www.asago-city.ed.jp/yanase-
es/

朝来市立梁瀬小学校
079-676-2014

兵庫県 朝来市 ② PTA学年行事(6年) 親子で地域の伝統食材「岩津ネギ」を使った料理を作ります。 12月8日 朝来市立梁瀬小学校 朝来市立梁瀬小学校 無料
 【朝来市立梁瀬小学校ＨＰ】
http://www.asago-city.ed.jp/yanase-
es/

朝来市立梁瀬小学校
079-676-2014

兵庫県 朝来市 ② PTA学年行事(5年) 親子で創作活動(焼き物づくり)を楽しみます。 12月1日 朝来市立梁瀬小学校 朝来市立梁瀬小学校 無料
 【朝来市立梁瀬小学校ＨＰ】
http://www.asago-city.ed.jp/yanase-
es/

朝来市立梁瀬小学校
079-676-2014

兵庫県 朝来市 ② 校内マラソン大会
体育の授業や業間の時間に練習を重ね、当日は校区内の道路を使用し、地域住民
の方から応援をもらいながら走ります。

11月7日 朝来市立中川小学校周辺道路 朝来市立中川小学校 無料
 【朝来市立中川小学校HP】
http://www.asago-city.ed.jp/nakagawa-
es/

朝来市立中川小学校
079-678-0007

兵庫県 朝来市 ② マラソン大会 校区内で全校生マラソン大会を実施します。 10月31日 朝来市立山口小学校 朝来市立山口小学校 無料
 【朝来市立山口小学校HP】
http://www.asago-
city.ed.jp/yamaguchi-es/

朝来市立山口小学校
079-677-0040

兵庫県 朝来市 ② オープンスクール 授業、学校生活を公開します。 10月31日 朝来市立山口小学校 朝来市立山口小学校 無料
 【朝来市立山口小学校HP】
http://www.asago-
city.ed.jp/yamaguchi-es/

朝来市立山口小学校
079-677-0040

兵庫県 朝来市 ①② 教育講演会 PTA教育講演会を行います。 10月31日 朝来市立山口小学校 朝来市立山口小学校 無料
 【朝来市立山口小学校HP】
http://www.asago-
city.ed.jp/yamaguchi-es/

朝来市立山口小学校
079-677-0040

兵庫県 朝来市 ② オープンスクール 授業参観、校内マラソン大会を実施します。 10月19日
生野小学校
八王子グラウンド

朝来市立生野小学校 無料
 【朝来市立生野小学校HP】
http://www.asago-city.ed.jp/ikuno-es/

朝来市立生野小学校
079-679-2044

兵庫県 朝来市 ② ふれあい音楽祭 生野小学校、生野こども園がふれあい音楽会を開催します。 11月17日 生野マインホール 朝来市立生野小学校 無料
 【朝来市立生野小学校HP】
http://www.asago-city.ed.jp/ikuno-es/

朝来市立生野小学校
079-679-2044

兵庫県 朝来市 ① 教育講演会 小中合同PTA行事として、教育講演会(ネット関連)を実施します。 12月6日 生野マインホール 生野園小ＰＴＡ 無料
 【朝来市立生野小学校HP】
http://www.asago-city.ed.jp/ikuno-es/

朝来市立生野小学校
079-679-2044
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兵庫県 朝来市 ② 収穫祭 小学3年生・5年生が、地域のお年寄りの方と餅つきをします。 12月上旬 朝来市立生野小学校 朝来市立生野小学校 無料
 【朝来市立生野小学校HP】
http://www.asago-city.ed.jp/ikuno-es/

朝来市立生野小学校
079-679-2044

兵庫県 朝来市 ①②
オープンスクール
授業参観
ＰＴＡ教育講演会

オープンスクールとして、午後から授業参観を行います。引き続き、「スマホ・ケータ
イ安全教室」と題してＮＴＴドコモ様による講演会を実施します。

10月27日 朝来市立和田山中学校 朝来市立和田山中学校 無料
 【朝来市立和田山中学校ＨＰ】
http://asago-city.ed.jp/wadayama-jhs/

朝来市立和田山中学校
079-672-3351

兵庫県 朝来市 ②
授業のユニバーサルデザイン
化校内授業研修会

「ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくり」～自ら学びに向かう力を育
む授業力の共有～をテーマに公開授業を実施し、引き続き研究協議並びに関西国
際大学の中尾繁樹教授より指導助言をいただきます。

11月15日 朝来市立和田山中学校 朝来市立和田山中学校 無料
 【朝来市立和田山中学校ＨＰ】
http://asago-city.ed.jp/wadayama-jhs/

朝来市立和田山中学校
079-672-3352

兵庫県 朝来市 ② オープンスクール
・教育後援会・授業参観・環境教育(出前授業)・救命救急講習会・小学6年生の中学
校体験・進路学習会・赤ちゃん先生プロジェクト・歯科衛生指導を保護者、地域住民
参加で行います。

11月5日～8日 朝来市立梁瀬中学校 朝来市立梁瀬中学校 無料
 【朝来市立梁瀬中学校ＨＰ】
http://www.asago-city.ed.jp/yanase-
jhs/

朝来市立梁瀬中学校
079-676-2041

兵庫県 朝来市 ① 自転車交通安全教室
プロスタントマンによる交通事故の再現を実演していただき，交通安全の啓発をしま
す。

10月18日 朝来グラウンド 朝来市立朝来中学校 無料
 【朝来市立朝来中学校ＨＰ】
http://www.asago-city.ed.jp/asago-jhs/

朝来市立朝来中学校
079-677-0527

兵庫県 朝来市 ① プロから学ぶ創造力育成事業 地元の企業の方を招き，講演会を行います。 11月6日 朝来市立朝来中学校 朝来市立朝来中学校 無料
 【朝来市立朝来中学校ＨＰ】
http://www.asago-city.ed.jp/asago-jhs/

朝来市立朝来中学校
079-677-0527

兵庫県 朝来市 ② オープンスクール
授業公開を行います。小学校6年生の中学校体験・保護者学校見学を
行います。

11月16日 朝来市立朝来中学校 朝来市立朝来中学校 無料
 【朝来市立朝来中学校ＨＰ】
http://www.asago-city.ed.jp/asago-jhs/

朝来市立朝来中学校
079-677-0527

兵庫県 朝来市 ②③ 文化祭 音楽発表、グループ発表、意見発表等を公開します。 10月27日 生野マインホール 朝来市立生野中学校 無料
 【朝来市立生野中学校ＨＰ】
http://www.asago-city.ed.jp/ikuno-jhs/

朝来市立生野中学校
079-679-3063

兵庫県 朝来市 ① 教育講演会 小中合同ＰＴＡ教育講演会（ネット関連）を実施します。 12月6日 生野マインホール 生野中PTA 無料
 【朝来市立生野中学校ＨＰ】
http://www.asago-city.ed.jp/ikuno-jhs/

朝来市立生野中学校
079-679-3063

兵庫県 朝来市 ② マラソン大会 5歳児が小学生と一緒にマラソン大会を行います。 10月19日 八王子グラウンド 朝来市立生野こども園 無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

朝来市立生野こども園
079-679-3602

兵庫県 朝来市 ② 歯科衛生指導 0・1・2歳児の保護者を対象に園児と一緒に歯科衛生指導を受けます。 10月31日 朝来市立生野こども園 朝来市立生野こども園 無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

朝来市立生野こども園
079-679-3602

兵庫県 朝来市 ② 学校給食試食会 3歳児保護者の方に学校給食試食会を開催します。 10月31日 朝来市立生野こども園 朝来市立生野こども園 無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

朝来市立生野こども園
079-679-3602

兵庫県 朝来市 ② オープンスクール こども園や園児の姿を公開し、保護者や地域の方と交流します。 10月31日 朝来市立生野こども園 朝来市立生野こども園 無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

朝来市立生野こども園
079-679-3602

兵庫県 朝来市 ①② ふれあい音楽会 生野こども園・小学校がふれあい音楽会を開催します。 11月11日
朝来市生野
マインホール

朝来市立生野こども園 無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

朝来市立生野こども園
079-679-3602

兵庫県 朝来市 ①② 栃原交流会 地域に出かけ、老人会や施設入所の方と交流します。 11月下旬 旧栃原体育館 朝来市立生野こども園 無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

朝来市立生野こども園
079-679-3602

兵庫県 朝来市 ① 子育てひろば 地域の在宅児親子を招き、子育て相談や親子でのふれ合い遊びや交流をします。 11月1日 朝来市立生野こども園 朝来市立生野こども園 無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

朝来市立生野こども園
079-679-3602

兵庫県 朝来市 ③ 糸井地区文化祭
糸井地区地域自治協議会が主催される文化祭において児童の作品を
出展します。

10月27～28日 糸井地区市民館会 糸井地区地域自治協議会 無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

糸井地区自治協議会079-672-
4080

兵庫県 朝来市 ② オープンスクール 園での園児の様子を公開し、遊びを通して参加者と交流します。 11月14～16日 朝来市立糸井こども園 朝来市立糸井こども園 無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

朝来市立糸井こども園
079-675-2644

兵庫県 朝来市 ① 子育てひろば 地域の在宅児親子を招き、子育て相談や親子でのふれ合い遊びや交流をします。 11月20日 朝来市立糸井こども園 朝来市立糸井こども園 無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

朝来市立糸井こども園
079-675-2644
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兵庫県 朝来市 ② 高齢者の方との交流会 地域に出かけ、老人会の方と園児との交流を深めます。 11月 各地区公民館 朝来市立糸井こども園 無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

朝来市立糸井こども園
079-675-2644

兵庫県 朝来市 ② 地域高齢者とふれあい交流会
地域の老人会の方と、軽い運動遊びや手遊びなどのふれあい遊びを
します。

10月～11月頃 朝来市立大蔵こども園 朝来市立大蔵こども園 無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

朝来市立大蔵こども園
079-673-2281

兵庫県 朝来市 ②
オープンスクール（マラソン大
会）

こども園や園児の姿を公開します。マラソン大会の様子も見てもらいます。 11月6日～7日 朝来市立大蔵こども園 朝来市立大蔵こども園 無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

朝来市立大蔵こども園
079-673-2281

兵庫県 朝来市 ② 親子交通安全教室
交通安全教室をします。交通ルールを再確認しながら実際の道を歩いたり、交通安
全について話を聞きます。

11月14日 朝来市立大蔵こども園 朝来市立大蔵こども園 無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

朝来市立大蔵こども園
079-673-2281

兵庫県 朝来市 ② 子育てひろば 在宅児親子を対象に、ふれあい遊びや子育て相談を行います。 10月・11月各2回 朝来市立大蔵こども園 朝来市立大蔵こども園 無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

朝来市立大蔵こども園
079-673-2281

兵庫県 朝来市 ② 交通安全教室 3・4・5歳児の保護者を対象に園児と一緒に交通安全教室に参加します。 10月19日
朝来市立
東河こども園

朝来市立
東河こども園・
保護者会

無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

朝来市立東河こども園
079-672-3257

兵庫県 朝来市 ② 歯科衛生指導 3・4・5歳児の保護者を対象に園児と一緒に歯科衛生指導を受けます。 10月19日
朝来市立
東河こども園

朝来市立
東河こども園

無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

朝来市立東河こども園
079-672-3257

兵庫県 朝来市 ② 子育てひろば
地域の就学前の親子の方を招き、子育て相談・ふれあい遊び・園児との交流の場を
設けます。

11月 9日，20日
朝来市立
東河こども園

朝来市立
東河こども園

無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

朝来市立東河こども園
079-672-3257

兵庫県 朝来市 ② 高齢者との交流会 地域に出かけ高齢者の方と交流を深めます。 11月中旬 各地区公民館
朝来市立
東河こども園

無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

朝来市立東河こども園
079-672-3257

兵庫県 朝来市 ② オープンスクール 保護者や地域の方にこども園や園児の様子を公開します。 11月27日～29日
朝来市立
東河こども園

朝来市立
東河こども園

無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

朝来市立東河こども園
079-672-3257

兵庫県 朝来市 ①② 食育実践活動
食の健康リーダーの派遣を受けて、園児が食の（栄養バランス）大切さを学び、調理
実習をします。

10月17日
朝来市立
東河こども園

朝来健康福祉事務所 無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

朝来市立東河こども園
079-672-3257

兵庫県 朝来市 ② 給食試食会 3歳児保護者の方に自園給食試食会を開催します。 11月28日
朝来市立
東河こども園

朝来市立
東河こども園

無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

朝来市立東河こども園
079-672-3257

兵庫県 朝来市 ② 東河地区文化祭
東河地区自治協議会主催の文化祭に園児の作品を出展、また4・5歳児が芸能発表
します。

11月24日～25日
東河地区
公民館

東河地区
自治協議会

無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

東河地区自治協議会
079-670-0120

兵庫県 朝来市 ② オープンスクール
こども園や園児の様子を公開し、保護者や祖父母、地域の方々と交流
します。

11月6日～8日 朝来市立竹田こども園 朝来市立竹田こども園 無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

朝来市立竹田こども園
079-674-0014

兵庫県 朝来市 ② 子育て広場
在宅児親子を対象に子育て相談、ふれあい遊び、在園児との交流等を
します。

11月16日 朝来市立竹田こども園 朝来市立竹田こども園 無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

朝来市立竹田こども園
079-674-0014

兵庫県 朝来市 ① 保護者研修会
今、大切にしたい子育ての内容について、講師を招き保護者等が研修
します。

11月中 朝来市中川こども園　遊戯室
朝来市立中川こども園
朝来市朝来公民館

無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

朝来市立中川こども園
079-678-0077

兵庫県 朝来市 ② オープンスクール 保護者や地域の人に、異年齢児交流の保育活動を公開します。 11月16日，19日 朝来市立中川こども園 朝来市立中川こども園 無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

朝来市立中川こども園
079-678-0077

兵庫県 朝来市 ① 子育てひろば
地域の在宅児の親子を対象に、子育て相談やふれあい遊び、在園児との交流をし
ます。

11月20日 朝来市中川こども園　遊戯室 朝来市立中川こども園 無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

朝来市立中川こども園
079-678-0077

兵庫県 朝来市 ①②③ ふれあいコンサート オーボエ奏者を招き、ミニミニコンサートを楽しみます。 11月20日 朝来市中川こども園　遊戯室 朝来市立中川こども園 無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

朝来市立中川こども園
079-678-0077

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 朝来市 ② 焼き芋大会
地区の老人会の方と一緒に栽培、収穫したさつま芋を焼き芋にして、地域の老人会
の方と園児が一緒に試食します。

11月1日 朝来市立山口こども園園庭 朝来市立山口こども園 無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

朝来市立山口こども園
079-677-0140

兵庫県 朝来市 ② 保育参観異年齢交流 異年齢児がごっこ遊びを通して交流している様子を保護者に参観してもらいます。 11月17日 朝来市山口こども園 朝来市立山口こども園 無料
 【朝来市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.asago.hyogo.jp/kyoiku/c
ategory/7-16-0-0-0.html

朝来市立山口こども園
079-677-0140

兵庫県 朝来市 ③
第26回朝来市少年少女オーケ
ストラ定期演奏会

朝来市少年少女オーケストラは、小学生から社会人まで約80名で活動しており、日
頃の練習の成果を朝来市民はじめ多くの皆様に披露させていただく機会として定期
演奏会を開催いたします。

11月17日 和田山ジュピターホール 朝来市少年少女オーケストラ

朝来市少年少女
オーケストラ事務局
（朝来市市民文化部
生涯学習課）
079-672-6170

兵庫県 朝来市 ①② 防災体験プログラム 地域住民・保護者・教職員・児童生徒が体験型の防災プログラムを行います。 1月11日 兵庫県立和田山特別支援学校 和田山特別支援学校PTA 無料
兵庫県立和田山特別支援学校
079-674-0214

兵庫県 芦屋市 ② 幼稚園ウィーク 各公立幼稚園で，オープンスクール等開催します。 11月12日～16日 芦屋市立幼稚園 芦屋市立幼稚園 無料
【芦屋市教育委員会HP】
http://www.city.ashiya.lg.jp/gakkoukyoui
ku/gakkoukyouiku.html

学校教育課
0797-38-2087

兵庫県 芦屋市 ② オープンスクール 学校の教育活動を公開します。 10月4日～6日 芦屋市立朝日ケ丘小学校 芦屋市立朝日ケ丘小学校 無料
【朝日ケ丘小学校HP】
http://www.edu-ashiya.ed.jp/ashjs/

芦屋市立朝日ケ丘小学校
0797-32-1115

兵庫県 芦屋市 ② 学校公開週間 学校の教育活動を公開します。 10月4日～6日 芦屋市立浜風小学校 芦屋市立浜風小学校 無料
【浜風小学校HP】
http://www.edu-ashiya.ed.jp/hmkjs/

芦屋市立浜風小学校
0797-23-4591

兵庫県 芦屋市 ② オープンスクール 学校の教育活動を公開します。 10月18日～19日 芦屋市立岩園小学校 芦屋市立岩園小学校 無料
【岩園小学校HP】
http://www.edu-ashiya.ed.jp/iwzjs/

芦屋市立岩園小学校
0797-32-1114

兵庫県 芦屋市 ② オープンスクール 学校の教育活動を公開します。 10月22日～26日 芦屋市立精道中学校 芦屋市立精道中学校 無料
【精道中学校HP】
http://www.edu-ashiya.ed.jp/sidjhs/

芦屋市立精道中学校
0797-32-1121

兵庫県 芦屋市 ② オープンスクール 学校の教育活動を公開します。 10月22日～26日 芦屋市立山手中学校 芦屋市立山手中学校 無料
【山手中学校HP】
http://www.edu-ashiya.ed.jp/ymtjhs/

芦屋市立山手中学校
0797-32-1122

兵庫県 芦屋市 ② オープンスクール 学校の教育活動を公開します。 10月22日～26日 芦屋市立潮見中学校 芦屋市立潮見中学校 無料
【潮見中学校HP】
http://www.edu-ashiya.ed.jp/somjhs/

芦屋市立潮見中学校
0797-34-1601

兵庫県 芦屋市 ② オープンスクール 学校の教育活動を公開します。 12月17日 芦屋市立打出浜小学校 芦屋市立打出浜小学校 無料
【打出浜小学校HP】
http://www.edu-ashiya.ed.jp/ucdjs/

芦屋市立打出浜小学校
0797-23-4581

兵庫県 芦屋市 ② オープンスクール
校内見学を通して、近隣住民及び本校の教育に関心を持たれている方々に本校を
理解していただきます。

10月2日～3日 兵庫県立芦屋特別支援学校 兵庫県立芦屋特別支援学校 無料
【芦屋特別支援学校のHP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~ashiya-sn

兵庫県立芦屋特別支援学校
0797-25-5311

兵庫県 芦屋市 ③ 芦特祭
日頃の学習成果の発表、児童・生徒が劇や音楽・パフォーマンスなどの舞台発表を
行います。高等部１・２年生は模擬店を実施します。

12月1日 兵庫県立芦屋特別支援学校 兵庫県立芦屋特別支援学校 無料
【芦屋特別支援学校のHP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~ashiya-sn

兵庫県立芦屋特別支援学校
0797-25-5311

兵庫県 芦屋市 ③ 作品展 特別支援学校の児童・生徒の絵画作品を展示します。 12月1日 兵庫県立芦屋特別支援学校 兵庫県立芦屋特別支援学校 無料
【芦屋特別支援学校のHP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~ashiya-sn

兵庫県立芦屋特別支援学校
0797-25-5311

兵庫県 尼崎市 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26日～30日 県内各事業所 尼崎市立園田中学校 無料
尼崎市立園田中学校
06-6491-0775

兵庫県 尼崎市 ② 幼稚園ウィーク 幼稚園での園児の活動の様子を地域に公開します。 11月13日～19日 尼崎市立長洲幼稚園 尼崎市立長洲幼稚園 無料
尼崎市立長洲幼稚園
06-6481-8042

兵庫県 尼崎市 ③ 作品展 園児の絵画や作品を展示します。 11月23日 尼崎市立長洲幼稚園 尼崎市立長洲幼稚園 無料
尼崎市立長洲幼稚園
06-6481-8042

兵庫県 尼崎市 ③ 作品展 園児の絵や作品を展示します。 12月1日 尼崎市立大島幼稚園 尼崎市立大島幼稚園 無料
尼崎市立大島幼稚園
06-6416-693

兵庫県 尼崎市 ② 幼稚園ウイーク
地域の未就園親子が参加し、園児と一緒にお話会、ダンス、ふれあい遊びなどを体
験できます。

11月13日～16日
尼崎市立
立花幼稚園

尼崎市立
立花幼稚園

無料
尼崎市立立花幼稚園
06-6428-0115

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 尼崎市 ②③ 作品展
幼稚園の絵や製作などの作品を展示します。地域の未就園児も見たり遊んだりでき
ます。

11月23日
尼崎市立
立花幼稚園

尼崎市立
立花幼稚園

無料
尼崎市立立花幼稚園
06-6428-0115

兵庫県 尼崎市 ② オープンスクールリトミック 幼稚園の園児、地域の未就園児（親子）がリトミックをして遊びます。 11月13日 尼崎市立塚口幼稚園　遊戯室 尼崎市立塚口幼稚園 無料
尼崎市立塚口幼稚園
06-64211681

兵庫県 尼崎市 ② オープンスクール親子ヨガ 幼稚園の園児、地域の未就園児が親子でヨガをして遊びます。 11月14日 尼崎市立塚口幼稚園　遊戯室 尼崎市立塚口幼稚園 無料
尼崎市立塚口幼稚園
06-64211682

兵庫県 尼崎市 ②
オープンスクールふれあい牧
場

幼稚園の園児、地域の未就園児が園に招いた牧場の動物達と触れ合ったり、えさ
をあげたりして遊びます。

11月15日 尼崎市立塚口幼稚園　園庭 尼崎市立塚口幼稚園 無料
尼崎市立塚口幼稚園
06-64211683

兵庫県 尼崎市 ② オープンスクール子育て講話
幼稚園の保護者、地域の子育てをしている方対象に、子育てアドバイザーの先生が
子育てについて講話をしたり、悩み相談を受けたりします。

11月16日 尼崎市立塚口幼稚園　遊戯室 尼崎市立塚口幼稚園 無料
尼崎市立塚口幼稚園
06-64211684

兵庫県 尼崎市 ② オープンスクール人形劇
幼稚園の園児、地域の未就園児（親子）対象に人形劇サークルの方が人形劇をしま
す。

11月19日 尼崎市立塚口幼稚園　遊戯室 尼崎市立塚口幼稚園 無料
尼崎市立塚口幼稚園
06-64211685

兵庫県 尼崎市 ③ 作品展 園児の作品を展示したものを親子で参観し、親子製作をして遊びます。 12月3日 尼崎市立塚口幼稚園　　園舎内 尼崎市立塚口幼稚園 無料
尼崎市立塚口幼稚園
06-64211686

兵庫県 尼崎市 ③ 作品展 園児の絵画・作品を展示します。 11月10日 尼崎市立武庫幼稚園 尼崎市立武庫幼稚園 無料
尼崎市立武庫幼稚園
06-6431-0945

兵庫県 尼崎市 ② 幼稚園ウィーク 地域の未就園児親子が園児と一緒に遊びます。 11月13日～15日 尼崎市立武庫幼稚園 尼崎市立武庫幼稚園 無料
尼崎市立武庫幼稚園
06-6431-0945

兵庫県 尼崎市 ② 幼稚園ウィーク
「みんなでお弁当を食べよう」
地域の未就園児親子が園児と一緒にお弁当を食べます。

11月16日 尼崎市立武庫幼稚園 尼崎市立武庫幼稚園 無料
尼崎市立武庫幼稚園
06-6431-0945

兵庫県 尼崎市 ② リトミックあそび 地域の未就園児親子がリトミックあそびに参加します。 11月19日 尼崎市立武庫幼稚園 尼崎市立武庫幼稚園 無料
尼崎市立武庫幼稚園
06-6431-0945

兵庫県 尼崎市 ② 幼稚園ウィーク オープンスクール、体験保育などを行います。 11月13日～17日 尼崎市立園田幼稚園 尼崎市立園田幼稚園 無料
尼崎市立園田幼稚園
06-6491-8686

兵庫県 尼崎市 ② 作品展 園児の絵画や作品などを展示します。 11月25日 尼崎市立園田幼稚園 尼崎市立園田幼稚園 無料
尼崎市立園田幼稚園
06-6491-8686

兵庫県 尼崎市 ② 運動会 運動遊びを通しての幼児の育ちを競技や演技を通して発表します。 10月13日 尼崎市立園和幼稚園　園庭 尼崎市立園和幼稚園 無料
尼崎市立園和幼稚園
06-6491-9358

雨天時は10月14日に
実施

兵庫県 尼崎市 ② ミニ運動会 地域の未就園児親子と一緒に運動遊びを楽しみます。 10月23日 尼崎市立園和幼稚園　園庭 尼崎市立園和幼稚園 無料
尼崎市立園和幼稚園
06-6491-9358

雨天時は遊戯室にて
実施

兵庫県 尼崎市 ② 幼稚園ウィーク
保育公開、リトミック、人形劇鑑賞、一緒にお弁当を食べよう、などを通して、幼稚園
を知っていただきます。

11月13日～17日 尼崎市立園和幼稚園 尼崎市立園和幼稚園 無料
尼崎市立園和幼稚園
06-6491-9358

兵庫県 尼崎市 ② 作品展
園児の絵画、制作を展示し、日頃の表現活動を発表します。親子制作でつくってあ
そぶ楽しさを感じていただきます。

11月23日 尼崎市立園和幼稚園 尼崎市立園和幼稚園 無料
尼崎市立園和幼稚園
06-6491-9358

兵庫県 尼崎市 ② 音楽会 園児の歌や合奏など、音楽を楽しむ表現活動を発表します。 12月15日 尼崎市立園和幼稚園　遊戯室 尼崎市立園和幼稚園 無料
尼崎市立園和幼稚園
06-6491-9358

兵庫県 尼崎市 ② 作品展
園児の作品展示（絵画、制作物）の他、遊びの場を設定し、在園児のみだけでなく、
広く地域にも参加を呼び掛け幼稚園教育理解に努めています。

11月10日 尼崎市立園和北幼稚園 尼崎市立園和北幼稚園 無料
【園和北幼稚園HP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/k17/katudo/

尼崎市立園和北幼稚園
06-6491-9400

兵庫県 尼崎市 ② 幼稚園ウィーク
保育参観･保育参加を在園児のみだけでなく、地域にも参加を呼びかけています。
期間中のイベントとして、保育参観のオープンスクール、4歳児と一緒に遊ぶ体験保
育・伝承遊びの会・人形劇鑑賞なども催しています。

11月13日～19日
（土日は除く）

尼崎市立園和北幼稚園 尼崎市立園和北幼稚園 無料
【園和北幼稚園HP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/k17/katudo/

尼崎市立園和北幼稚園
06-6491-9400

兵庫県 尼崎市 ② わくわくランド 地域の未就園児親子を招き、職員による体験保育を行います。 11月毎週金曜日午後 尼崎市立園和北幼稚園 尼崎市立園和北幼稚園 無料
【園和北幼稚園HP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/k17/katudo/

尼崎市立園和北幼稚園
06-6491-9400

兵庫県 尼崎市 ② ふれあいランド
地域の未就園児親子を招き、4歳児と一緒に体験保育をしたり、ママカフェ・子育て
相談を行ったりします。

11月毎週水曜日午前 尼崎市立園和北幼稚園 尼崎市立園和北幼稚園 無料
【園和北幼稚園HP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/k17/katudo/

尼崎市立園和北幼稚園
06-6491-9400

兵庫県 尼崎市 ③ 音楽会 学年ごとに児童が合奏や合唱を披露します。 11月3日 尼崎市立明城小学校　体育館 尼崎市立明城小学校 無料
尼崎市立明城小学校
06-6481-2432

兵庫県 尼崎市 ② 学校公開 児童の学習の様子を公開します。 11月30日 尼崎市立明城小学校 尼崎市立明城小学校 無料
尼崎市立明城小学校
06-6481-2432

兵庫県 尼崎市 ② チャレンジフェスティバル 学級ごとに店を出し、ゲームなどをして楽しいひとときを過ごします。 10月27日 尼崎市立竹谷小学校 尼崎市立竹谷小学校 無料
【竹谷小学校HP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E06/index.html

尼崎市立竹谷小学校
06-6411-3381

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 尼崎市 ② 図工展 子ども達の作品を展示します。 11月23日 尼崎市立竹谷小学校 尼崎市立竹谷小学校 無料
【竹谷小学校HP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E06/index.html

尼崎市立竹谷小学校
06-6411-3381

兵庫県 尼崎市 ② 近松デー（オープンスクール）
校区の偉人である近松門左衛門に親しむ郷土学習の成果発表をします。近松クイ
ズや浄瑠璃クラブの発表、三味線の演奏会などが内容となっています。

12月6日 尼崎市立下坂部小学校 尼崎市立下坂部小学校 無料
尼崎市立下坂部小学校
06-6499-1206

兵庫県 尼崎市 ②③ 校内音楽会
全校児童が学年毎に合唱や合奏の練習成果を発表します。感動を大切に、発表す
るだけではなく、互いに鑑賞することを通じ、学び合う機会としています。

11月2日～3日 尼崎市立長洲小学校体育館 尼崎市立　　長洲小学校 無料
尼崎市立長洲小学校
06-6488-0490

兵庫県 尼崎市 ①③ 小田まつり
地域住民の親睦と連帯意識を高め、明るく住みよいまちづくりを目指して開催しま
す。

11月10日 尼崎市立清和小学校
市民運動小田地区推進協議会
小田まつり実行委員会

小田地域振興センター
06-6488-5441

兵庫県 尼崎市 ② 音楽会 児童が合唱や合奏により音楽の取り組みを発表します。 11月23日 尼崎市立杭瀬小学校 尼崎市立杭瀬小学校 無料
【杭瀬小学校HP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E11/index.html

尼崎市立杭瀬小学校
06-6488-3581

兵庫県 尼崎市 ② 音楽会 子どもたちの歌や演奏を発表します。 11月3日 尼崎市立浦風小学校 尼崎市立浦風小学校 無料
【浦風小学校HP】
http://www.ama-net.ed.jp/school/e12/

尼崎市立浦風小学校
06-6488-0328

兵庫県 尼崎市 ② マラソン大会 近隣の公園でマラソン大会を実施します。 12月5日 小田南公園 尼崎市立浦風小学校 無料
【浦風小学校HP】
http://www.ama-net.ed.jp/school/e12/

尼崎市立浦風小学校
06-6488-0328

兵庫県 尼崎市 ② 音楽会 音楽会を保護者や地域に公開します 11月3日 尼崎市立金楽寺小学校体育館 尼崎市立金楽寺小学校 無料
【金楽寺小学校HP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E14/index.html

尼崎市立金楽寺小学校
06-6482-0276

兵庫県 尼崎市 ②③ ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ・大型紙芝居
PTAが中心となって作成した大型紙芝居を実演します。当日はｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙを実施し
ます。

10月11日 尼崎市立浜小学校 尼崎市立浜小学校 無料
尼崎市立浜小学校
06-6499-1536

兵庫県 尼崎市 ②③ ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ・図工展 合唱・合奏等，音楽の学習の成果を全校生が披露します。 11月3日 尼崎市立浜小学校体育館 尼崎市立浜小学校 無料  
尼崎市立浜小学校
06-6499-1536

兵庫県 尼崎市 ② 職業体験 教員志望の高校生が小学校に於いて、体験学習を行います。 10月23日～25日 尼崎市立成文小学校 尼崎市立成文小学校 無料
尼崎市立成文小学校
06-6418-2361

兵庫県 尼崎市 ② 成文まつり 児童やPTAが出店や催しを開催し、保護者や地域の人たちをもてなします。 10月10日 尼崎市立成文小学校 尼崎市立成文小学校 無料
尼崎市立成文小学校
06-6418-2361

兵庫県 尼崎市 ② 音楽会 児童やPTAが合唱や演奏をし、保護者や地域の人たちに鑑賞していただきます。 11月2日 尼崎市立成文小学校 尼崎市立成文小学校 無料
尼崎市立成文小学校
06-6418-2361

兵庫県 尼崎市 ② 成徳オリエンテーリング 成徳の校庭をまわりオリエンテーリングをすることで成徳の自然にふれあいます。 10月9日 尼崎市立成徳小学校 尼崎市立成徳小学校 無料
【成徳小学校HP】http://www.ama-
net.ed.jp/school/E18/index.html

尼崎市立成徳小学校
06-6413-1601

予備日
10月16日（火）

兵庫県 尼崎市 ② 開かれた参観日 理科の参観授業や講師を招聘してのフィールドワークを行います。 10月25日 尼崎市立成徳小学校 尼崎市立成徳小学校 無料
【成徳小学校HP】http://www.ama-
net.ed.jp/school/E18/index.html

尼崎市立成徳小学校
06-6413-1602

兵庫県 尼崎市 ② 図工展 日ごろの図工の学習の成果を展示します。 12月1日
尼崎市立成徳小学校
体育館

尼崎市立成徳小学校 無料
【成徳小学校HP】http://www.ama-
net.ed.jp/school/E18/index.html

尼崎市立成徳小学校
06-6413-1603

兵庫県 尼崎市 ② 校内マラソン大会 日頃の体育活動の練習成果としてマラソン大会を行います。 12月12日 尼崎市立成徳小学校 尼崎市立成徳小学校 無料
【成徳小学校HP】http://www.ama-
net.ed.jp/school/E18/index.html

尼崎市立成徳小学校
06-6413-1604

予備日
12月14日（金）

兵庫県 尼崎市 ② 餅つき大会 新しい年を迎えるに当たって、保護者や地域の方と一緒に餅つきを行います。 12月20日 尼崎市立成徳小学校 尼崎市立成徳小学校 無料
【成徳小学校HP】http://www.ama-
net.ed.jp/school/E18/index.html

尼崎市立成徳小学校
06-6413-1605

兵庫県 尼崎市 ② オープンスクール 2～6校時、各学級の授業等を公開します。 10月26日 尼崎市立わかば西小学校 尼崎市立わかば西小学校 無料
【わかば西小学校HP】
http://www.ama-net.ed.jp/school/e19/

尼崎市立わかば西小学校
06-6418-2888

兵庫県 尼崎市 ② 音楽会 体育館で各学年ごとに歌と合奏を行います。 11月3日 尼崎市立わかば西小学校 尼崎市立わかば西小学校 無料
【わかば西小学校HP】
http://www.ama-net.ed.jp/school/e19/

尼崎市立わかば西小学校
06-6418-2888

兵庫県 尼崎市 ② 読書週間
読書集会での図書委員会児童による絵本の読み聞かせ、ボランティアグループによ
る絵本の読み聞かせを行います。

10月15日～19日 尼崎市立大島小学校 尼崎市立大島小学校 無料
尼崎市立大島小学校
06-6417-5721

兵庫県 尼崎市 ② 音楽会 全校生の歌や器楽演奏の発表と鑑賞をします。 11月17日 尼崎市立大島小学校 尼崎市立大島小学校 無料
尼崎市立大島小学校
06-6417-5721

兵庫県 尼崎市 ② 人権週間 人権授業の参観をはじめ人権教育の啓発を行います。 11月26日～30日 尼崎市立大島小学校 尼崎市立大島小学校 無料
尼崎市立大島小学校
06-6417-5721

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 尼崎市 ② 校内マラソン大会 日頃の体育活動の成果発表の場としてマラソン大会を行います。 12月6日 尼崎市立大島小学校 尼崎市立大島小学校 無料
尼崎市立大島小学校
06-6417-5721

兵庫県 尼崎市 ② 音楽会 各学年が取り組んできた合唱や合奏の成果を披露します。 11月22日～23 日 尼崎市立浜田小学校体育館
尼崎市立
浜田小学校

無料
尼崎市立浜田小学校
06-6417-8331

兵庫県 尼崎市 ② 音楽会 児童の音楽発表会を体育館で実施し、鑑賞します。 11月3日 尼崎市立立花小学校　体育館 尼崎市立立花小学校 無料
尼崎市立立花小学校
06-6429-6554

兵庫県 尼崎市 ②
阪神地区小学校道徳教育研
究大会

「特別の教科道徳」がはじまり、教科書を使った資料読みの道徳授業を1年から6年
まで行います。1年から6年までの分散会では、阪神地区の取組について報告、協議
を行います。

12月7日
尼崎市立名和小
学校

阪神地区小学校教育研究会道徳部会 無料
【名和小学校HP】http://www.ama-
net.ed.jp/school/e27/

尼崎市立名和小学校
06-6428-0114

兵庫県 尼崎市 ②③ 平成30年度音楽会 音楽科学習の成果を保護者や地域の方々へ発表します。 11月3日 尼崎市立塚口小学校体育館 尼崎市立塚口小学校 無料
【塚口小学校HP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E28/index.html

尼崎市立塚口小学校
06-6421-5519

兵庫県 尼崎市 ② 読書週間 児童集会（図書）（10月15日）をはじめ、読書の啓発を行います。 10月15日～19日 尼崎市立尼崎北小学校 尼崎北小学校 無料
尼崎市立尼崎北小学校
06-6422-4525

兵庫県 尼崎市 ② 音楽会 本校の児童が音楽発表を行います。 11月22日～23日 尼崎市立尼崎北小学校 尼崎北小学校 無料
尼崎市立尼崎北小学校
06-6422-4525

兵庫県 尼崎市 ③ 節分集会
朝、鬼が校門に立って児童を出迎える所から集会が始まる。「心の鬼をやっつける
日」として、登校後に低学年を対象に集会を行います。

2月1日 尼崎市立尼崎北小学校
富松青年団
尼崎北小学校

無料
尼崎市立尼崎北小学校
06-6422-4525

兵庫県 尼崎市 ② オープンスクール
日頃の学校生活の様子を自由に参観できます。1日目は理科朝会、2日目は七松
カーニバル(各教室で出し物）などもあります。

10月24日～25日 尼崎市立七松小学校 尼崎市立七松小学校 無料
【七松小学校HP】
http://www.ama-net.ed.jp/school/E31/

尼崎市立七松小学校
06-6417-7741

兵庫県 尼崎市 ① 俳句会
公民館の子どもふれあいスクール事業として、俳人・木割大雄氏を講師にお迎え
し、5年生の児童が俳句を創ります。

11月6日 尼崎市立七松小学校 尼崎市立七松小学校 無料
【七松小学校HP】
http://www.ama-net.ed.jp/school/E31/

尼崎市立七松小学校
06-6417-7742

兵庫県 尼崎市 ② 音楽会
音楽の時間で取り組んだ、合唱や合奏の成果を、学年ごとに披露します。体育館で
自由に参観できます。

11月23日 尼崎市立七松小学校　体育館 尼崎市立七松小学校 無料
【七松小学校HP】
http://www.ama-net.ed.jp/school/E31/

尼崎市立七松小学校
06-6417-7742

兵庫県 尼崎市 ②
アクティブ・ラーニング公開授
業

アクティブ・ラーニングに関する公開授業を国語科・算数科で各2学年実施し、講師
による講話と指導助言を予定しています。

11月30日 尼崎市立武庫南小学校 尼崎市立武庫南小学校 無料
尼崎市立武庫南小学校
06-6438-1917

兵庫県 尼崎市 ② 図工展 各学年、クラブ等による立体作品、平面作品を展示します。 11月16日～17日 尼崎市立武庫南小学校 尼崎市立武庫南小学校 無料
尼崎市立武庫南小学校
06-6438-1917

兵庫県 尼崎市 ②③ 音楽会
図画工作教育への関心と理解を深め、地域に開かれた学校づくりの一環として行い
ます。

11月17日 尼崎市立武庫北小学校体育館 尼崎市立武庫北小学校 無料
【武庫北小学校HP】
http://www.ama-net.ed.jp/school/E34/

尼崎市立武庫北小学校
06-6431-5100

兵庫県 尼崎市 ② 図工展（オープンスクール）
「心をこめて」をテーマに、全校児童一人一人が自分だけの形や色を生み出した作
品を展示します。また、17日のオープンスクールではふだんの学校生活における児
童の様子を保護者・地域に公開します。

11月15日～17日 尼崎市立武庫東小学校体育館 尼崎市立武庫東小学校 無料
【武庫東小学校HP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E35/index.html

尼崎市立武庫東小学校
06-6432-4565

兵庫県 尼崎市 ② 図工展＋オープンスクール
図工展を開催し、展示物を見に来ていただくとともに同時にオープンスクールも行い
ます。（11月17日がオープンスクールになります）

11月16日～17日 尼崎市立武庫庄小学校 尼崎市立武庫庄小学校 無料
尼崎市立武庫庄小学校
06-6433-6746

兵庫県 尼崎市 ② 図工展 全学年が平面作品と立体作品を展示します。 11月1日～3日 尼崎市立武庫の里小学校 尼崎市立武庫の里小学校 無料
尼崎市立武庫の里小学校
06-6433-2080

兵庫県 尼崎市 ② オープンスクール 授業時間に加え、休み時間や給食など普段の学校生活を公開します。 11月2日～3日 尼崎市立武庫の里小学校 尼崎市立武庫の里小学校 無料
尼崎市立武庫の里小学校
06-6433-2080

兵庫県 尼崎市 ② キャリア教育支援事業
ペット用品や商品開発、イベント企画など企業努力を学び実際にペットをつれてきて
もらい学習します。

11月2日 尼崎市立武庫の里小学校 尼崎市立武庫の里小学校 無料
尼崎市立武庫の里小学校
06-6433-2080

兵庫県 尼崎市 ② 音楽会 保護者や地域の方を対象として、日頃の音楽の学習の成果を発表します。 11月3日 尼崎市立園田小学校 尼崎市立園田小学校 無料
尼崎市立園田小学校
06-6491-6973

兵庫県 尼崎市 ②③ 音楽会 合唱、合奏等の発表を行います。 11月22日～23日 尼崎市立園田北小学校体育館 尼崎市立園田北小学校 無料
【園田北小学校HP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E39/index.html

尼崎市立園田北小学校
06-6492-9990

兵庫県 尼崎市 ② こころの教育講演会
携帯やスマホ（ＳＮＳ）の使用について、ルールやマナー等を高学年と低学年に分け
てお話を聞かせてもらいます。

12月4日 尼崎市立園田北小学校体育館 尼崎市立園田北小学校 無料
【園田北小学校HP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E39/index.html

尼崎市立園田北小学校
06-6492-9990

兵庫県 尼崎市 ② 学校公開 普段の授業の様子や持久走大会などの教育活動を公開します。 12月4日～5日 尼崎市立園田北小学校運動場/各教室 尼崎市立園田北小学校 無料
【園田北小学校HP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E39/index.html

尼崎市立園田北小学校
06-6492-9990

兵庫県 尼崎市 ② 授業参観 人権に関する授業を各学年で行い、保護者と共に考えます。 12月5日 尼崎市立園和小学校 尼崎市立園和小学校 無料
【園和小学校HP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E40/index.html

尼崎市立園和小学校
06-6491-9504

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 尼崎市 ② 授業参観 人権に関する授業を各学年で行い、保護者と共に考えます。 12月6日 尼崎市立園和小学校 尼崎市立園和小学校 無料
【園和小学校HP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E40/index.html

尼崎市立園和小学校
06-6491-9504

兵庫県 尼崎市 ② 音楽会 児童による合唱や合奏を保護者・地域の方々に聴いて頂きます。 11月17日 尼崎市立園和小学校 尼崎市立園和小学校 無料
【園和小学校HP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E40/index.html

尼崎市立園和小学校
06-6491-9504

兵庫県 尼崎市 ② 図工展
全校児童が平面、立体作品を作製したのを体育館で展示し、児童、保護者、地域の
方々等に鑑賞していただきます。

11月16日～17日 尼崎市立園和北小学校　体育館 尼崎市立園和北小学校 無料
尼崎市立園和北小学校
06-6492-1066

兵庫県 尼崎市 ② オープンスクール
学校での児童の様子を見ていただきます。人権週間に併せて、人権の授業を公開
します。

11月30日～12月1日
尼崎市立園田東小学校
各教室

尼崎市立園田東小学校 無料
【園田東小学校】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E42/index.html

尼崎市立園田東小学校
06-6491-9253

兵庫県 尼崎市 ② 図工展 児童の絵画や工作の作品を展示します。 11月30日～12月2日
尼崎市立園田東小学校
体育館

尼崎市立園田東小学校 無料
【園田東小学校】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E42/index.html

尼崎市立園田東小学校
06-6491-9253

兵庫県 尼崎市 ② 図工展
日頃の学習活動の一環として、児童の造形活動の発表や展示の場を与え、保護者
鑑賞を通して地域社会の交流の場とします。

11月16日～17日 尼崎市立小園小学校 尼崎市立小園小学校 無料
尼崎市立小園小学校
06-6491-5918

兵庫県 尼崎市 ① 開放運動会 地域団体が運動会を通して交流します。 11月3日 尼崎市立小園小学校 スポーツ21 無料
尼崎市立小園小学校
06-6491-5918

兵庫県 尼崎市 ② 図工展 全校児童が作成した平面作品や立体作品を展示します。 11月17日 尼崎市立園田南小学校体育館 尼崎市立園田南小学校 無料
尼崎市立園田南小学校
06-6493-6821

兵庫県 尼崎市 ② オープンスクール（学校公開） 図工展とあわせて授業公開をおこないます。 11月17日 尼崎市立園田南小学校各教室 尼崎市立園田南小学校 無料
尼崎市立園田南小学校
06-6493-6822

兵庫県 尼崎市 ③ 合唱コンクール 各学年、学級ごとに合唱の取り組み成果を披露します。 10月25日 尼崎市立成良中学校 尼崎市立成良中学校 無料
【成良中学校HP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J01/index.html

尼崎市立成良中学校
06-6482-3081

兵庫県 尼崎市 ③ 文化発表会 前日の合唱コンクールの上位クラスと各文化部が日頃の成果を舞台発表します。 10月26日 尼崎市立成良中学校 尼崎市立成良中学校 無料
【成良中学校HP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J01/index.html

尼崎市立成良中学校
06-6482-3081

兵庫県 尼崎市 ③ ユネスコセミナー ユネスコ活動の発表の場として、毎年開催されています。 10月27日 尼崎市立成良中学校 ユネスコ協会 無料
尼崎市立成良中学校
06-6482-3081

兵庫県 尼崎市 ② 文化祭
年齢や母語、学習歴など、様々な背景を持つ生徒たちが、作品展示や演劇等を通し
て、日頃の学習成果を発表します。

11月18日
尼崎市立成良中学校琴城分校　3階大教
室

尼崎市立成良中学校琴城分校 無料
尼崎市立成良中学校琴城分校
06-6482-5438

兵庫県 尼崎市 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。 9月19日～26日 市内各事業所 尼崎市立中央中学校 無料
尼崎市立中央中学校
06-6481-5351

兵庫県 尼崎市 ③ 文化祭 ステージ発表、美術・技術・家庭の作品展示を行います。 10月26日 尼崎市立中央中学校体育館 尼崎市立中央中学校 無料
尼崎市立中央中学校
06-6481-5351

兵庫県 尼崎市 ② オープンスクール
学校公開を行います。10月25日、26日は文化活動発表会で合唱コンクールや舞台
発表、展示発表などを行います。

10月22日～26日 尼崎市立日新中学校
尼崎市立
日新中学校

無料
尼崎市立日新中学校
06-6482-0733

兵庫県 尼崎市 ② トライやる・ウィーク 中学2年生が、各事業所において体験活動を行います。 11月26日～30日 市内各事業所
尼崎市立
日新中学校

無料
尼崎市立日新中学校
06-6482-0733

兵庫県 尼崎市 ③ 文化発表会 生徒の強化の取組や絵画作品の展示及び合唱や文化部の発表などを行います。 10月26日 尼崎市立小田中学校（体育館、校舎）
尼崎市立
小田中学校

無料
【小田中学校HP】
http://www.ama-net.ed.jp/school/j07/

尼崎市立小田中学校
06-6488-0735

兵庫県 尼崎市 ② 竣工式 新校舎移転による竣工式を行います。 10月27日 尼崎市立小田中学校（体育館、校舎）
尼崎市立
小田中学校

無料
【小田中学校HP】
http://www.ama-net.ed.jp/school/j07/

尼崎市立小田中学校
06-6488-0735

兵庫県 尼崎市 ③ 吹奏楽部定期演奏会 吹奏楽部の発表会を行います。 11月4日 尼崎市立小田中学校（体育館）
尼崎市立
小田中学校

無料
【小田中学校HP】
http://www.ama-net.ed.jp/school/j07/

尼崎市立小田中学校
06-6488-0735

兵庫県 尼崎市 ② 合唱コンクール
学年で決められた課題曲及び選択曲の計2曲の合唱を各クラスが発表し、コンクー
ル形式により各学年から優秀クラス2クラスを選出します。

10月25日 尼崎市立小田北中学校 尼崎市立小田北中学校 無料
尼崎市立小田北中学校
06-6499-0005

兵庫県 尼崎市 ② 総合文化発表会
生徒が授業や部活動で製作した作品を展示発表を校舎内で行い、劇・音楽・スピー
チ等の舞台発表を体育館で行います。

10月26日 尼崎市立小田北中学校 尼崎市立小田北中学校 無料
尼崎市立小田北中学校
06-6499-0005

兵庫県 尼崎市 ② オープンスクール 授業や活動の様子を保護者と地域に公開します。 10月22日～26日 尼崎市立大成中学校
尼崎市立
大成中学校

無料
尼崎市立大成中学校
06-6428-0029

兵庫県 尼崎市 ② 合唱コンクール クラス対抗の合唱コンクールを実施します。 10月25日 尼崎市立大成中学校体育館
尼崎市立
大成中学校

無料
尼崎市立大成中学校
06-6428-0029

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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



都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先 備考

兵庫県 尼崎市 ② 文化発表会 教科の作品等を展示発表、体育館での舞台鑑賞等を行います。 10月26日 尼崎市立大成中学校
尼崎市立
大成中学校

無料
尼崎市立大成中学校
06-6428-0029

兵庫県 尼崎市 ③ 合唱コンクール 保護者･地域に合唱の練習成果を公開します。 10月24日 尼崎市立大庄中学校 尼崎市立大庄中学校 無料
尼崎市立大庄中学校
06-6418-0551

兵庫県 尼崎市 ③ 文化発表会 保護者･地域に学習の成果を公開します。 10月26日 尼崎市立大庄中学校 尼崎市立大庄中学校 無料
尼崎市立大庄中学校
06-6418-0551

兵庫県 尼崎市 ② オープンスクール 保護者･地域に授業を公開します。 10月22日～26日 尼崎市立大庄中学校 尼崎市立大庄中学校 無料
尼崎市立大庄中学校
06-6418-0551

兵庫県 尼崎市 ② オープンスクール 学校の教育活動を公開します。 10月22日～29日 尼崎市立大庄北中学校 尼崎市立大庄北中学校 無料
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J11/index.html

尼崎市立大庄北中学校
06-6417-8281

兵庫県 尼崎市 ② 合唱コンクール 合唱の取組を、コンクール形式で発表します。 10月24日 尼崎市立大庄北中学校 尼崎市立大庄北中学校 無料
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J11/index.html

尼崎市立大庄北中学校
06-6417-8281

兵庫県 尼崎市 ② 文化発表会
生徒や地域の方々の作品の展示や、文化活動の
取組を舞台で発表します。

10月26日 尼崎市立大庄北中学校 尼崎市立大庄北中学校 無料
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J11/index.html

尼崎市立大庄北中学校
06-6417-8281

兵庫県 尼崎市 ② トライやるウィーク 中学生が各事業所に於いて体験活動を行います。 11月26日～30日 市内各事業所 尼崎市立大庄北中学校 無料
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J11/index.html

尼崎市立大庄北中学校
06-6417-8281

兵庫県 尼崎市 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5日～9日 市内各事業所 尼崎市立塚口中学校 無料
【塚口中学校HP】http://www.ama-
net.ed.jp/school/J15/index.html

尼崎市立塚口中学校
06-6421-0620

兵庫県 尼崎市 ③ 文化発表会 文化的な学習の成果を合唱・演劇等で発表します。 10月24日～26日 尼崎市立塚口中学校 尼崎市立塚口中学校 無料
【塚口中学校HP】http://www.ama-
net.ed.jp/school/J15/index.html

尼崎市立塚口中学校
06-6421-0620

兵庫県 尼崎市 ② オープンスクール 授業を公開しています。 10月22日～26日 尼崎市立武庫中学校 尼崎市立武庫中学校 無料
【武庫中学校HP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J16/index.html

尼崎市立武庫中学校
06-6431-2511

兵庫県 尼崎市 ② 文化発表会 中学生が日頃の授業や部活動での成果である合唱や作品等を披露します。 10月25日～26日 尼崎市立武庫中学校 尼崎市立武庫中学校 無料
【武庫中学校HP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J16/index.html

尼崎市立武庫中学校
06-6431-2511

兵庫県 尼崎市 ② オープンスクール 保護者・地域の方に、授業など学校の様子を公開します。 11月12日～16日 尼崎市立南武庫之荘中学校 尼崎市立南武庫之荘中学校 無料
【南武庫之荘中学校HP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J17/index.html

尼崎市立南武庫之荘中学校
06-6436-2241

兵庫県 尼崎市 ③ 合唱コンクール 学級ごとに練習をしてきた合唱を披露し合います。 10月24日 尼崎市立武庫東中学校体育館 尼崎市立武庫東中学校 無料
尼崎市立武庫東中学校
06-6433-0888

兵庫県 尼崎市 ③ 文化発表会
各教科、クラブの展示発表及び生徒会、クラブ、有志等による舞台発表を行いま
す。

10月26日 尼崎市立武庫東中学校体育館 尼崎市立武庫東中学校 無料
尼崎市立武庫東中学校
06-6433-0888

兵庫県 尼崎市 ② オープンスクール週間
1時間目から6時間目まで学校公開を行います。自由に参観していただける週間で
す。

10月29日～11月2日 尼崎市立武庫東中学校体育館 尼崎市立武庫東中学校 無料
尼崎市立武庫東中学校
06-6433-0888

兵庫県 尼崎市 ③ 視聴覚鑑賞会 芸術【音楽】を鑑賞します。 11月5日 尼崎市立武庫東中学校体育館
尼崎市立武庫東中学校
及び同育友会

尼崎市立武庫東中学校
06-6433-0888

兵庫県 尼崎市 ② トライやる・ウィーク
2年生が少人数のグループを作り、1週間学校を離れて、各事業所において職場体
験活動を行います。

11月12日～16日 市内各事業所 尼崎市立武庫東中学校 無料
尼崎市立武庫東中学校
06-6433-0888

兵庫県 尼崎市 ① 人権映画鑑賞会 人権映画を鑑賞します。 12月3日 尼崎市立武庫東中学校体育館
尼崎市立武庫東中学校
及び同育友会

尼崎市立武庫東中学校
06-6433-0888

兵庫県 尼崎市 ② 常陽中学校合唱コンクール 各学年各クラスよる合唱コンクールを実施します。 10月24日 尼崎市立常陽中学校体育館
尼崎市立常
陽中学校

無料
【常陽中学校HP】
http://www.ama-net.ed.jp/school/j19/

尼崎市立常陽中学校
06-6432-1807

兵庫県 尼崎市 ② 常陽中学校文化発表会
各学年から優秀と認められたクラスよる合唱コンクールを全校生の前で実施、各教
科による作品展を開催します。

10月26日 尼崎市立常陽中学校体育館
尼崎市立常
陽中学校

無料
【常陽中学校HP】
http://www.ama-net.ed.jp/school/j19/

尼崎市立常陽中学校
06-6432-1807

兵庫県 尼崎市 ② 常陽中学校教育講演会
気象予報士・蓬莱大介氏をお招きし、現在の職業に就くに至る夢の持ち方や実現の
仕方や現在の職業の魅力や難しさについて講演いただきます。

11月26日 尼崎市立常陽中学校体育館
尼崎市立常
陽中学校

無料
【常陽中学校HP】
http://www.ama-net.ed.jp/school/j19/

尼崎市立常陽中学校
06-6432-1807

兵庫県 尼崎市 ② 合唱コンクール 各学年が音楽の授業を中心に合唱コンクールを行い、保護者等に発表します。 10月24日 尼崎市立園田東中学校体育館 尼崎市立園田東中学校 無料
尼崎市立園田東中学校
06-6421-1048

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 尼崎市 ② 文化発表会 各授業を通した文化的活動を、保護者等に発表します。 10月26日 尼崎市立園田東中学校 尼崎市立園田東中学校 無料
尼崎市立園田東中学校
06-6421-1048

兵庫県 尼崎市 ② 土曜参観 授業及び文化祭で発表した展示物の見学を行います。 10月27日 尼崎市立園田東中学校 尼崎市立園田東中学校 無料
尼崎市立園田東中学校
06-6421-1048

兵庫県 尼崎市 ② 合唱コンクール
生徒一人一人がクラスの一委員として合唱に参加し、美しい声、ハーモニーによる
表現を通して合唱のすばらしさや歌う喜びを味わいます。

10月24日 尼崎市立小園中学校 尼崎市立小園中学校 無料
【小園中学校HP】
http://www.ama-net.ed.jp/school/j22/

尼崎市立小園中学校
06-6493-0280

兵庫県 尼崎市 ② 文化活動発表会
展示、舞台発表を通して、生徒が主体的に活動し、みんなで創り上げる喜びを学ぶ
と共に、文化的な感性を磨きます。

10月26日 尼崎市立小園中学校 尼崎市立小園中学校 無料
【小園中学校HP】
http://www.ama-net.ed.jp/school/j22/

尼崎市立小園中学校
06-6493-0280

兵庫県 尼崎市 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12日～16日 市内各事業所 尼崎市立小園中学校 無料
【小園中学校HP】
http://www.ama-net.ed.jp/school/j22/

尼崎市立小園中学校
06-6493-0280

兵庫県 尼崎市 ② 文化祭
学校生活で学び、培った様々なことを、展示と模擬店に分けて発表を行います。展
示は文化部発表のほか、学年展示や授業制作展示、有志による展示を行います。
模擬店は学年・部のほか、生徒会やPTAも出店します。

11月1日 尼崎市立琴ノ浦高等学校 尼崎市立琴ノ浦高等学校
【琴ノ浦高校HP】http://www.ama-
net.ed.jp/school/h07

尼崎市立琴ノ浦高等学校
06-6481-8460

兵庫県 尼崎市 ③ 中央地区公民館まつり
中央公民館登録グループを中心に舞台発表や作品展示など行い、地域の交流、文
化活動の促進を図ります。

10月20日～21日
尼崎市立
中央公民館

尼崎市立
中央公民館

無料
【尼崎市立公民館のHP】
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/man
abu/kouminkan/index.html

尼崎市立中央公民館
06-6482-1750

兵庫県 尼崎市 ③ 小田地区公民館まつり
小田公民館登録グループを中心に舞台発表や作品展示など行い、地域の交流、文
化活動の促進を図ります。

10月6日～7日,10月21
日

尼崎市立
小田公民館

尼崎市立
小田公民館

無料
【尼崎市立公民館のHP】
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/man
abu/kouminkan/index.html

尼崎市立小田公民館
06-6495-3181

兵庫県 尼崎市 ③ 大庄地区公民館まつり
大庄公民館登録グループを中心に舞台発表や作品展示など行い、地域の交流、文
化活動の促進を図ります。

12月1日～2日
尼崎市立
大庄公民館

尼崎市立
大庄公民館

無料
【尼崎市立公民館のHP】
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/man
abu/kouminkan/index.html

尼崎市立大庄公民館
06-6416-0159

兵庫県 尼崎市 ③ 立花地区公民館まつり
立花公民館登録グループを中心に舞台発表や作品展示など行い、地域の交流、文
化活動の促進を図ります。

11月10日～11日
尼崎市立
立花公民館

尼崎市立
立花公民館

無料
【尼崎市立公民館のHP】
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/man
abu/kouminkan/index.html

尼崎市立立花公民館
06-6422-6741

兵庫県 尼崎市 ③ 園田地区公民館まつり
園田公民館登録グループを中心に舞台発表や作品展示など行い、地域の交流、文
化活動の促進を図ります。

10月27日～28日
尼崎市立
園田公民館

尼崎市立
園田公民館

無料
【尼崎市立公民館のHP】
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/man
abu/kouminkan/index.html

尼崎市立園田公民館
06-6491-5496

兵庫県 尼崎市 ① ひととつながる傾聴講座
コミュニケーションの基本である質問を通した傾聴の技術を学び、相互理解を進め、
お互いの人権の尊重に繋げます。

11月5日
尼崎市立
園田公民館

尼崎市立
園田公民館

無料
【尼崎市立公民館のHP】
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/man
abu/kouminkan/index.html

尼崎市立園田公民館
06-6491-5496

兵庫県 尼崎市 ① ことはじめかいぎ
市民が集まり、それぞれの課題を話し合う中から、その解決策として大庄公民館を
使っての講座・イベントを企画していきます。

毎月第3土曜日
尼崎市立
大庄公民館

尼崎市立
大庄公民館

無料
【尼崎市立公民館のHP】
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/man
abu/kouminkan/index.html

尼崎市立大庄公民館
06-6416-0159

兵庫県 尼崎市 ① 図書館書庫ツアー 図書館を利用する中で、日頃職員しか入れない広大な書庫をご案内します。 10月6日 尼崎市立中央図書館館内各所 尼崎市立中央図書館 無料
【尼崎市立図書館のHP】
https://www.amagasaki-library.jp/

尼崎市立中央図書館
06-6481-5244

先着15名

兵庫県 尼崎市 ① 大きい大きい紙芝居大会
手作りの大きな紙芝居をめくりながら、お話がどんどん進みます。大迫力で小さな子
から楽しめます。

10月6日 尼崎市立北図書館3階集会室 尼崎市立北図書館 無料
【尼崎市立図書館のHP】
https://www.amagasaki-library.jp/

尼崎市立北図書館
06-6438-7322

兵庫県 尼崎市 ①
赤ちゃん学講座「赤ちゃんに学
ぶ、育つチカラ！」

日本赤ちゃん学会理事長小西行郎先生の研究でわかった赤ちゃんのたくましい姿
を学びます。

10月7日 尼崎市立北図書館3階集会室 尼崎市立北図書館 無料
【尼崎市立図書館のHP】
https://www.amagasaki-library.jp/

尼崎市立北図書館
06-6438-7322

先着30名
9/6（木）より申込開始
事前申込の無料保育
サービス有

兵庫県 尼崎市 ① リサイクル・ブックフェア
中央図書館に寄せられた寄贈本や図書館で役目を終えた廃棄本をリサイクル本と
して提供します。

10月13日 尼崎市立中央図書館1階セミナー室 尼崎市立中央図書館 無料
【尼崎市立図書館のHP】
https://www.amagasaki-library.jp/

尼崎市立中央図書館
06-6481-5244

ご参加いただけるの
は、貸出券をお持ち
の方に限ります。

兵庫県 尼崎市 ① ビブリオバトル尼崎秋の陣
5分間で行う知的書評合戦です。
[きわめる｣をテーマに、｢尼崎城主｣の座を競います。

10月20日
尼崎市立中央図書館2階雑誌閲覧スペー
ス

尼崎市立中央図書館 無料
【尼崎市立図書館のHP】
https://www.amagasaki-library.jp/

尼崎市立中央図書館
06-6481-5244

兵庫県 尼崎市 ① 人にやさしい読み書き機器展
視覚障がい者や高齢の方が使用する読書補助機器の展示と使用方法を案内しま
す。点字名刺作成や点字印刷物をリサイクルしたミニバック作り等を体験できます。

10月27日 尼崎市立北図書館3階集会室 尼崎市立中央図書館 無料
【尼崎市立図書館のHP】
https://www.amagasaki-library.jp/

尼崎市立北図書館
06-6438-7322

兵庫県 尼崎市 ① E-きっず
英語の絵本の読み聞かせやゲームで大学生のおにいさんやおねえさんと遊びま
す。

10月27日，11月24日
尼崎市立中央図書館
1階あかちゃん室

尼崎市立中央図書館 無料
【尼崎市立図書館のHP】
https://www.amagasaki-library.jp/

尼崎市立中央図書館
06-6481-5244

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 尼崎市 ① いきいき！チャレンジド文化祭
視覚に障がいを持つ利用者による点字名刺づくりや触って楽しむ布絵本等を展示し
ます。

11月10日 尼崎市立中央図書館1階セミナー室 尼崎市立中央図書館 無料
【尼崎市立図書館のHP】
https://www.amagasaki-library.jp/

尼崎市立中央図書館
06-6481-5244

兵庫県 尼崎市 ①
チャリティ・リサイクルブックフェ
ア

北図書館に寄せられた寄贈本や図書館で役目を終えた廃棄本をリサイクル本として
提供します。

11月10日 尼崎市立北図書館3階集会室 尼崎市立北図書館 無料
【尼崎市立図書館のHP】
https://www.amagasaki-library.jp/

尼崎市立北図書館
06-6438-7322

兵庫県 尼崎市 ① 人形劇 人形劇団「てんとうむし」による人形劇やミュージックシアターです。
11月
（予定）

尼崎市立北図書館3階集会室 尼崎市立北図書館 無料
【尼崎市立図書館のHP】
https://www.amagasaki-library.jp/

尼崎市立北図書館
06-6438-7322

兵庫県 尼崎市 ① としょかんおやこまつり
図書館で活動しているボランティアグループが合同で、親子が楽しめるおはなし会
や工作教室を開催します。

11月17日 尼崎市立中央図書館館内各所 尼崎市立中央図書館 無料
【尼崎市立図書館のHP】
https://www.amagasaki-library.jp/

尼崎市立中央図書館
06-6481-5244

兵庫県 尼崎 ② 第4回オープンハイスクール 中学3年生の生徒を対象としたオープンハイスクールを開催します。 11月10日 兵庫県立尼崎西高等学校体育館 兵庫県立尼崎西高等学校 無料
【尼崎西高等学校のHP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~amanishi-
hs/

兵庫県立尼崎西高等学校
06-6417-5021

兵庫県 尼崎市 ①②
インスパイア・ハイスクール事
業

1学年環境類型生徒が、外部講師を招き、持続可能な社会づくりについて学習しま
す。

10月22日 兵庫県立尼崎北高等学校 兵庫県立尼崎北高等学校 無料
【尼崎北高等学校のHP】
www.hyogo-c.ed.jp/~amakita-hs/

兵庫県立尼崎北高等学校
06-6421-0132

兵庫県 尼崎市 ② 公開授業 保護者、地域の中学校・高等学校教師を対象に本校の授業を公開します。
11月12～16日
午前中(予定)

兵庫県立尼崎北高等学校 兵庫県立尼崎北高等学校 無料
【尼崎北高等学校のHP】
www.hyogo-c.ed.jp/~amakita-hs/

兵庫県立尼崎北高等学校
06-6421-0132

兵庫県 尼崎市 ①②
高校生ふるさと貢献活動事業
(クリーンウェスト活動)

地元の自治会の方と共に、生徒・職員が地域の清掃活動をします。 11月18日 尼崎市塚口西住宅町会
尼崎市塚口西住宅町会(尼崎北高等学
校)

無料
【尼崎北高等学校のHP】
www.hyogo-c.ed.jp/~amakita-hs/

兵庫県立尼崎北高等学校
06-6421-0132

兵庫県 尼崎市 ①② 県政150周年記念事業
本県教育委員の方を講師としてお招きし、「社会保障の意義」をテーマに1・2年生徒
が社会環境について学習します。

12月14日 兵庫県立尼崎北高等学校 兵庫県立尼崎北高等学校 無料
【尼崎北高等学校のHP】
www.hyogo-c.ed.jp/~amakita-hs/

兵庫県立尼崎北高等学校
06-6421-0132

兵庫県 尼崎市 ①②
高校生ふるさと貢献活動事業
(クリーンウェスト活動)

地元の自治会の方と共に、生徒・職員が地域の清掃活動をします。 12月16日 尼崎市塚口西住宅町会
尼崎市塚口西住宅町会(尼崎北高等学
校)

無料
【尼崎北高等学校のHP】
www.hyogo-c.ed.jp/~amakita-hs/

兵庫県立尼崎北高等学校
06-6421-0132

兵庫県 尼崎市 ①②
インスパイア・ハイスクール事
業

1学年環境類型生徒が、「尼崎の森中央緑地」を見学し、アマ・フォレストの会の指導
により植栽について実習します。

12月18日 尼崎中央緑地 兵庫県立尼崎北高等学校 無料
【尼崎北高等学校のHP】
www.hyogo-c.ed.jp/~amakita-hs/

兵庫県立尼崎北高等学校
06-6421-0132

兵庫県 尼崎市 ③

ピッコロシアター
文化セミナー〈94〉
木琴奏者通崎睦美さんに聴く
「1935をめぐって」

第一線で活躍する著名な舞台人の方々にお話をうかがい、より一層、皆様に舞台
芸術への関心を高めていただこうとするセミナーです。今回の文化セミナーは、通崎
睦美さんにご出演いただきます。

10月20日
兵庫県立尼崎青少年創造劇場
〈ピッコロシアター〉

兵庫県立尼崎青少年創造劇場 無料
【ピッコロシアターのHP】
http://hyogo-
arts.or.jp/piccolo/event/detail/?id=232

兵庫県立尼崎
青少年創造劇場
06-6426-1940

兵庫県 尼崎市 ③

兵庫県政150周年記念事業
兵庫県立ピッコロ劇団
第62回公演
「小さなエイヨルフ」

男と女、兄と妹、妻と夫、息子と親-。フィヨルドにのぞむひとつの家庭で交錯する、
愛と憎しみ。
近代演劇の父・イプセンの傑作に鵜山仁（文学座）×ピッコロ劇団が挑む。

11月2日～7日
兵庫県立尼崎青少年創造劇場
〈ピッコロシアター〉

兵庫県立尼崎青少年創造劇場
【ピッコロシアターのHP】
http://hyogo-arts.or.jp/piccolo/troupe/

兵庫県立尼崎
青少年創造劇場
06-6426-1940

兵庫県 尼崎市 ③
ピッコロシアター鑑賞劇場
SENDAI座☆プロジェクト2018
「十二人の怒れる男」

法廷劇の傑作として今なおくりかえし上演されている名舞台。その情熱的な“直球芝
居”に圧倒される観客が続出。再演時にはスタンディングオベーションも出た伝説の
舞台。新訳新演出で三演目の登場となります。

11月10日,11日
兵庫県立尼崎青少年創造劇場
〈ピッコロシアター〉

兵庫県立尼崎青少年創造劇場
【ピッコロシアターのHP】
http://hyogo-
arts.or.jp/piccolo/event/detail/?id=236

兵庫県立尼崎
青少年創造劇場
06-6426-1940

兵庫県 淡路市 ② オープンスクール
日頃の授業等の様子を保護者・地域に公開します。
併せて授業参観・救急法講習を実施します。

9月28日、29日 淡路市立塩田小学校 淡路市立塩田小学校 無料
淡路市立塩田小学校
0799-62-0323

兵庫県 淡路市 ② 学習発表会 学習の成果を保護者・地域に発表します。 11月18日 淡路市立塩田小学校 淡路市立塩田小学校 無料
淡路市立塩田小学校
0799-62-0323

兵庫県 淡路市 ② 学びの発表会 学習の成果を保護者や地域の方に発表します。 12月1日 淡路市立志筑小学校 淡路市立志筑小学校 無料
淡路市立志筑小学校
0799-62-0051

兵庫県 淡路市 ② 学習発表会 各学年ごとに学習内容を劇などを通して発表する。全校合唱 11月23日 淡路市立中田小学校体育館 淡路市立中田小学校 無料
淡路市立中田小学校
0799-62-0013

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 淡路市 ② オープンスクール 各クラスの授業や歯科健康教室の参観 11月7日 淡路市立中田小学校各教室 淡路市立中田小学校
淡路市立中田小学校
0799-62-0013

兵庫県 淡路市 ② オープンスクール
老人クラブの皆さんとのグランドゴルフや昔の遊び、お菓子作りを通した交流会、保
護者や地域住民を対象にした教育講演会、児童の学習発表を行います。

11月22日～23日 淡路市立大町小学校 淡路市立大町小学校 無料
淡路市立大町小学校
0799--62-0580

兵庫県 淡路市 ② オープンスクール
保護者や地域の方に学校を開放し、授業や子ども達の休み時間の様子などを見て
いただきます。

11月1日～2日 淡路市立津名東小学校
淡路市立
津名東小学校

無料
淡路市立津名東小学校
0799-64-0002

兵庫県 淡路市 ② 地域合同避難訓練
地震を想定しての避難訓練を、地域の消防団とともに行います。その後、津波を想
定して、認定こども園児も加え、高台への避難を行います。

11月5日
淡路市立津名東小学校
及びその周辺

淡路市立
津名東小学校

無料
淡路市立津名東小学校
0799-64-0002

兵庫県 淡路市 ②
学習発表会予行
及び学習発表会

これまでの学習の成果を生かし、体験発表・音楽発表・劇・和太鼓演奏などを行いま
す。

11月28日、12月1日 淡路市立津名東小学校
淡路市立
津名東小学校

無料
淡路市立津名東小学校
0799-64-0002

兵庫県 淡路市 ② 魚のつかみ踊り体験 仮屋漁協釜口支所の協力により水槽の中の魚を捕まえる体験をします。 未定 釜口漁港 淡路室釜口小学校 無料
淡路市立釜口小学校
0799-74-4110

兵庫県 淡路市 ② オープンスクール 公開授業、老人クラブとの「ふれあいグラウンドゴルフ」を行います。 未定 淡路市立釜口小学校 淡路室釜口小学校 無料
淡路市立釜口小学校
0799-74-4111

兵庫県 淡路市 ② オープンスクール 地域の方々に来校していただき、学校生活の様子を見ていただきます。 10月25日・26日 淡路市立学習小学校 淡路市立学習小学校 無料
淡路市立学習小学校
0799-74-4111

兵庫県 淡路市 ② 異文化交流プログラム
AwajiArtCircus2018の特別プログラム。海外アーティストによるパフォーマンスを鑑
賞し、交流会を行います。

10月26日 淡路市立学習小学校 淡路市立学習小学校 無料
淡路市立学習小学校
0799-74-4111

兵庫県 淡路市 ② 教育講演会 PTAによる教育演奏会です。 10月26日 淡路市立学習小学校 淡路市立学習小学校 無料
淡路市立学習小学校
0799-74-4111

兵庫県 淡路市 ② 音楽集会 合唱・合奏など、音楽の授業での学習成果を発表します。 11月28日 淡路市立学習小学校 淡路市立学習小学校 無料
淡路市立学習小学校
0799-74-4111

兵庫県 淡路市 ② 地域合同防災訓練
地震・津波を想定して、小学校を中心に、保育所、消防団、近隣商業施設が協力し
て高台まで避難する避難訓練を行います。

11月5日 淡路市立浦小学校近隣 淡路市立浦小学校 無料
淡路市立浦小学校
0799-74-4112

兵庫県 淡路市 ② 文化発表会
普段の学習の成果を発表形式で保護者や地域の方に観覧していただく発表会で
す。

11月28日 淡路市立浦小学校 淡路市立浦小学校 無料
淡路市立浦小学校
0799-74-4112

兵庫県 淡路市 ② オープンスクール
保護者、地域の方に教育活動を公開します。期間中10月31日には、授業参観及び
ＰＴＡスポーツ大会を計画しています。

10月29日～31日 淡路市立石屋小学校 淡路市立石屋小学校 無料
淡路市立石屋小学校
0799-72-3120

兵庫県 淡路市 ③
オーケストラ鑑賞（オープンス
クール）

公益社団法人山形交響楽協会によるオーケストラ鑑賞教室 10月25日 淡路市立石屋小学校体育館 淡路市立石屋小学校 無料
淡路市立石屋小学校
0799-72-3120

兵庫県 淡路市 ③
淡路人形浄瑠璃鑑賞教室
（オープンスクール）

淡路人形座による淡路人形浄瑠璃鑑賞教室 11月15日 淡路市立石屋小学校体育館 淡路市立石屋小学校 無料
淡路市立石屋小学校
0799-72-3120

兵庫県 淡路市 ③ 人形座鑑賞 北淡中学校で淡路人形浄瑠璃を鑑賞します。 11月6日 淡路市立北淡中学校
北淡小学校
北淡中学校

無料
淡路市立北淡小学校
0799—82—0304

兵庫県 淡路市 ② オープンスクール 地域の方に教育活動を広く公開します。 10月25日～27日 淡路市立多賀小学校各教室・体育館 淡路市立多賀小学校 無料
淡路市立多賀小学校
0799-85-0017

兵庫県 淡路市 ② 学習発表会 日頃の授業等の成果を保護者・地域に発表します。 12月1日 淡路市立多賀小学校体育館 淡路市立多賀小学校 無料
淡路市立多賀小学校
0799-85-0017

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 淡路市 ③ ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ（授業参観） 広く一般の方に学校の様子をご覧いただくため、授業公開をします。 10月18日・19日 淡路市立一宮小学校各教室 淡路市立一宮小学校
淡路市立一宮小学校
0799-85-0029

兵庫県 淡路市 ③
ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ（ふれあい交流
会）

統合した4地区の地域学習や三世代がふれあう昔の遊び体験を行います。 10月18日 淡路市立一宮小学校各教室・体育館 淡路市立一宮小学校
淡路市立一宮小学校
0799-85-0029

兵庫県 淡路市 ② 学習発表会 学年単位の劇や表現、低学年・高学年に分かれての合唱を発表します。 11月17日 淡路市立一宮小学校体育館 淡路市立一宮小学校
淡路市立一宮小学校
0799-85-0029

兵庫県 淡路市 ① 緑化活動
「くにうみ神話のまちづくり」の一環で地域の方々と郡家川周辺の緑化活動を行いま
す。1学期・2学期で3回、4～6年生が1回ずつ参加しています。

11月20日 郡家川周辺
くにうみ神話
のまちづくり
実行委員会

淡路市立一宮小学校
0799-85-0029

兵庫県 淡路市 ③ 文化発表会 学級対抗の合唱コンクールと、文化部の活動発表を行います。 11月7日 淡路市立しづかホール 淡路市立津名中学校 無料
淡路市立津名中学校
0799-64-0521

兵庫県 淡路市 ③ 文化発表会 クラス合唱、学年合唱、弁論発表、文化部の発表（演奏、作品展示）等を行います。 11月2日 淡路市立東浦中学校体育館 淡路市立東浦中学校 無料
淡路市立東浦中学校
0799-74-4113

兵庫県 淡路市 ③ 芸術鑑賞会（落語鑑賞会）
プロの落語家による伝統話芸を聞いた後、ワークショップも体験する。豊かな想像力
や感性を育む授業

11月30日 淡路市立東浦中学校体育館 淡路市立東浦中学校 無料
淡路市立東浦中学校
0799-74-4113

兵庫県 淡路市 ② ワンデートライやる
PTAをはじめ地域の方々を講師として講座を開設し、生徒各自が選択した講座にト
ライします。

10月13日 岩屋中学校、淡路市立アソンブレホール 淡路市立岩屋中学校 無料
淡路市立岩屋中学校
0799-72-3117

兵庫県 淡路市 ② 文化発表会
舞台発表と展示発表の2部門を開催します。舞台発表では、クラス合唱・わたしの主
張・PTAコーラス等を行います。

11月14日 淡路市立アソンブレホール 淡路市立岩屋中学校 無料
淡路市立岩屋中学校
0799-72-3117

兵庫県 淡路市 ②③ 文化発表会
合唱コンクール、学年合唱、吹奏楽部演奏など生徒による文化活動の発表に加え、
「芸術鑑賞（淡路人形浄瑠璃）」を実施します。

11月6日 淡路市立北淡中学校体育館 淡路市立北淡中学校 無料
淡路市立北淡中学校
0799-80-2260

兵庫県 淡路市 ②③ 文化発表会 合唱コンクール、弁論大会、吹奏楽部演奏など生徒の発表 11月7日 淡路市立一宮中学校 淡路市立一宮中学校 無料
淡路市立一宮中学校
0799-85-0067

兵庫県 淡路市 ①
「ひょうご、みんなで一緒に
ジャンボ書道協働パフォーマ
ンスｉｎあわじ島」

特別支援学校、高等学校、福祉施設・事業団等が協働でパフォーマンスをしたり、
展示・販売をしたりします。

11月25日 兵庫県立淡路文化会館
非営利活動法人　ひょうご知的障がい
者自立就労支援ネット

無料
淡路文化会館
0799-85-1391

兵庫県 淡路市 ② めぐみ市
花と緑と海のめぐみ系列の生徒が育てた花や野菜、加工品などを地域の方に販売
いたします。

11月5日,12日,19日 兵庫県立淡路高等学校 兵庫県立淡路高等学校
【淡路高校のHP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~awaji-ahs

兵庫県立淡路高等学校
0799-82-1137

兵庫県 淡路市 ② 地域クリーンアップ活動 PTAや地域の方々と一緒に学校周辺の地域清掃を行います。 10月24日 兵庫県立淡路高等学校周辺の地域 兵庫県立淡路高等学校 無料
【淡路高校のHP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~awaji-ahs

兵庫県立淡路高等学校
0799-82-1137

兵庫県 淡路市 ② 淡高サロン 地域の高齢者の方々と地域福祉系列の生徒が交流会をを行います。 11月16日 北淡センター 兵庫県立淡路高等学校 無料
【淡路高校のHP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~awaji-ahs

兵庫県立淡路高等学校
0799-82-1137

兵庫県 淡路市 ② 淡高祭
地域の方にステージ発表などを見ていただくとともに、販売実習などを通して交流を
行います。

12月1日 兵庫県立淡路高等学校 兵庫県立淡路高等学校 無料
【淡路高校のHP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~awaji-ahs

兵庫県立淡路高等学校
0799-82-1137

兵庫県 淡路市 ②
第40回兵庫県中学校総合文
化祭
音楽・伝統文化部門

中学生による音楽及び邦楽・伝承芸能等伝統文化活動の発表を行います。 10月5日(金） 淡路市しづかホール
兵庫県教育委員会、兵庫県中校長
会、関係市町教育委員会

無料
県教育委員会事務局　義務教
育課
078-362-3771

兵庫県 家島町 ① 幼小中高地域合同避難訓練
家島町内の学校園と地域住民が参加する訓練です。（難所生活体験も実施。地域
住民の参加自由）

10月16日 兵庫県立家島高等学校 兵庫県立家島高等学校 無料
兵庫県立家島高等学校
079-325-0165

兵庫県 家島町 ③ 芸術鑑賞会
古楽器を使った演奏会。ヴィオラ、ダ・ガンバ、リコーダーなど。（地域住民の参加自
由）

11月22日 兵庫県立家島高等学校 兵庫県立家島高等学校 無料
兵庫県立家島高等学校
079-325-0165

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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



都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先 備考

兵庫県 家島町 ①
幼小中高合同自転車交通安
全教室

家島町内の学校園児童生徒が参加する交通安全教室です。年代ごとに分かれて学
習します。（地域住民の参加自由。）

12月14日 兵庫県立家島高等学校 兵庫県立家島高等学校 無料
兵庫県立家島高等学校
079-325-0165

兵庫県 伊丹市 ② 音楽会 各学年が合唱や演奏を保護者に向けて行います。 11月23日 伊丹市立伊丹小学校体育館 伊丹市立伊丹小学校 無料
【伊丹市立伊丹小学校HP】
http://www.s-itami.itami.ed.jp/

伊丹市立伊丹小学校
072-782-2536

兵庫県 伊丹市 ② オープンスクール 地域、保護者に広く本校の教育活動を公開しています。 10月23日～24日 伊丹市立稲野小学校教室 伊丹市立稲野小学校 無料
【伊丹市立稲野小学校HP】
http://www.s-inano.itami.ed.jp/

伊丹市立稲野小学校
(072)781-2492

兵庫県 伊丹市 ② 音楽会 2年に一度の音楽会を開催します。 11月23日 伊丹市立南小学校体育館 伊丹市立南小学校 無料
【伊丹市立南小学校HP】
http://www.s-minami.itami.ed.jp/

伊丹市立南小学校
072-772-2601

兵庫県 伊丹市 ② 授業参観 日頃の授業の様子を保護者に公開します。 11月8日～9日 伊丹市立桜台小学校教室 伊丹市立桜台小学校 無料
【伊丹市立桜台小学校HP】
http://www.s-sakura.itami.ed.jp/

伊丹市立桜台小学校
072-781-2465

11月8日1～3年
11月9日4～6年

兵庫県 伊丹市 ② 自然学校 5年生が、4泊5日の自然体験をします。 11月5日～9日 丹波少年自然の家 伊丹市立天神川小学校 無料
【伊丹市立天神川小学校HP】
http://www.s-tenn.itami.ed.jp

伊丹市立天神川小学校
072-781-2485

兵庫県 伊丹市 ②
笹っこスタディクラブ
「親子星空観察」

土曜学習の一環で学校で星空観察をします。
笹原小学校の運動場でどんな星が見えるかな。
市立こども文化科学館のスタッフが、星の世界に案内してくれます。

11月10日 伊丹市立笹原小学校体育館及び運動場
伊丹市立笹原小学校笹っこスタディク
ラブ

無料
【伊丹市立笹原小学校ＨＰ】
http://www.s-sasa.itami.ed.jp/

伊丹市立笹原小学校
072-781-0612

兵庫県 伊丹市 ①②
笹っこスタディクラブ・スポーツ
クラ21
「いたっボール」

土曜学習の一環で伊丹発祥のスポーツ「いたっボール」に親しみます。
スポーツ振興課から指導員さんが来校し指導してくれます。

10月27日 伊丹市立笹原小学校体育館

共催
伊丹市立笹原小学校笹っこスタディク
ラブ
スポーツクラブ21ささはら

無料
【伊丹市立笹原小学校ＨＰ】
http://www.s-sasa.itami.ed.jp/

伊丹市立笹原小学校
072-781-0612

兵庫県 伊丹市 ② 音楽会
音楽の時間に練習した合奏や合唱を発表し、
地域や保護者の皆さんに学習の成果を見ていただきます。

11月20日～21日 伊丹市立笹原小学校体育館 伊丹市立笹原小学校 無料
【伊丹市立笹原小学校ＨＰ】
http://www.s-sasa.itami.ed.jp/

伊丹市立笹原小学校
072-781-0612

兵庫県 伊丹市 ② ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ（授業参観） 低学年（1～3年）の公開授業を行います。 11月8日 伊丹市立瑞穂小学校教室 伊丹市立瑞穂小学校 無料
【伊丹市立瑞穂小学校HP】
http://www.s-mizuho.itami.ed.jp/

伊丹市立瑞穂小学校
072-782-0613

兵庫県 伊丹市 ② ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ（授業参観） 高学年（4～6年）の公開授業を行います。 11月9日 伊丹市立瑞穂小学校教室 伊丹市立瑞穂小学校 無料
【伊丹市立瑞穂小学校HP】
http://www.s-mizuho.itami.ed.jp/

伊丹市立瑞穂小学校
072-782-0613

兵庫県 伊丹市 ② 研究発表会
「学びを深め合う関係づくり」をテーマに
3年間の研究（国語科）の成果を
発表します。

11月14日 伊丹市立瑞穂小学校教室 伊丹市立瑞穂小学校 無料
【伊丹市立瑞穂小学校HP】
http://www.s-mizuho.itami.ed.jp/

伊丹市立瑞穂小学校
072-782-0613

兵庫県 伊丹市 ② 音楽会
日頃学んだ音楽における学習の成果を発表します。

11月23日 伊丹市立花里小学校体育館 伊丹市立花里小学校 無料
【伊丹市立花里小学校HP】
http://www.s-hana.itami.ed.jp/

伊丹市立花里小学校
072-781-6506

兵庫県 伊丹市 ① 焼き芋大会 SC21が主催する行事です。 11月 伊丹市立昆陽里小学校中庭 伊丹市立昆陽里小学校 無料
伊丹市立昆陽里小学校
072-779-4183

兵庫県 伊丹市 ② 音楽会
1年から6年まで、各学年ごとに合唱や合奏を保護者や地域の方へ向けて発表しま
す。

11月23日 伊丹市立鈴原小学校体育館
伊丹市立
鈴原小学校

無料
【伊丹市立鈴原小学校HP】
http://www.s-suzu.itami.ed.jp/

伊丹市立鈴原小学校
072-779-8661

兵庫県 伊丹市 ② 研究発表会 算数科における提案授業の公開を行います。 11月16日 伊丹市立荻野小学校 伊丹市教育委員会 無料
【伊丹市立荻野小学校ＨＰ】
http://www.s-ogino.itami.ed.jp/

伊丹市立荻野小学校
072-770-2459

兵庫県 伊丹市 ② 音楽会 各学年ごとの児童による合奏・合唱の発表を行います。 11月23日 伊丹市立池尻小学校体育館 伊丹市立池尻小学校 無料
伊丹市立池尻小学校
072-777-4100

兵庫県 伊丹市 ②③ 音楽会（保護者鑑賞日）
日頃の音楽学習の発表会を行い、
保護者や地域の皆さんに鑑賞していただきます。

11月23日 伊丹市立鴻池小学校体育館 伊丹市立鴻池小学校 無料
【伊丹市立鴻池小学校HP】
http://www.s-kono.itami.ed.jp/

伊丹市立鴻池小学校
072-779-7791

兵庫県 伊丹市 ② 文化祭展示 各教科・文化部作品展示を行います。 11月1日～2日 伊丹市立西中学校 伊丹市立西中学校 無料
【伊丹市立西中学校】
http://www.nishi.itami.ed.jp

伊丹市立西中学校
072-781-2974

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 伊丹市 ② ｵｰﾌﾟﾝｼﾞｭﾆｱﾊｲｽｸｰﾙ 校区内の小学6年生に中学校生活を紹介します。 11月15日 伊丹市立西中学校教室 伊丹市立西中学校 無料
【伊丹市立西中学校】
http://www.nishi.itami.ed.jp

伊丹市立西中学校
072-781-2974

兵庫県 伊丹市 ② 文化祭 展示出展、合唱ｺﾝｸｰﾙは地域交流を行います。 10月26日 伊丹市立南中学校 伊丹市立南中学校 無料
伊丹市立南中学校
072-772-2780
t_minami@itami.ed.jp

兵庫県 伊丹市 ① 3世代交流ｺﾞﾙﾌ大会
中学生、地域の子どもたち、PTA、
地域のおじいちゃんおばあちゃんとの交流の場となっています。

10月13日 伊丹市立南中学校運動場 南まちづくり協議会 無料
伊丹市立南中学校
072-772-2780
t_minami@itami.ed.jp

兵庫県 伊丹市 ② ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 道徳の授業をPTAと地域の方々に公開をします。 11月7日 伊丹市立南中学校教室 伊丹市立南中学校 無料
伊丹市立南中学校
072-772-2780
t_minami@itami.ed.jp

兵庫県 伊丹市 ② 中学生が作る弁当の日
家族や地域の方々に教えてもらい、
自分の弁当作りを買い出しから全てひとりで取り組みます。
全ての過程を通して感謝します。

11月26日、12月17日 伊丹市立南中学校 伊丹市立南中学校 無料
伊丹市立南中学校
072-772-2780
t_minami@itami.ed.jp

兵庫県 伊丹市 ② 赤ちゃん先生
地域の赤ﾁｬﾝとﾏﾏが3年生全員と
一斉ふれあい体験授業を行います。
（命の授業・・・2回目）

12月12日 伊丹市立南中学校 赤ﾁｬﾝプロジェクト 無料
伊丹市立南中学校
072-772-2780
t_minami@itami.ed.jp

兵庫県 伊丹市 ② 学習発表会
日頃の学習活動、部活動、生徒会活動を通して得た文化的知識、
技能を発表し、鑑賞しあう場として行います。

10月26日 伊丹市立荒牧中学校体育館 伊丹市立荒牧中学校 無料
【伊丹市立荒牧中学校HP】
http://www.ara.itami.ed.jp/

伊丹市立荒牧中学校
072-777-3540

兵庫県 伊丹市 ② ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ週間
保護者や地域の方々に、学校での生徒の様子を
1週間を通して公開します。

11月5日～9日 伊丹市立荒牧中学校各教室 伊丹市立荒牧中学校 無料
【伊丹市立荒牧中学校HP】
http://www.ara.itami.ed.jp/

伊丹市立荒牧中学校
072-777-3540

兵庫県 伊丹市 ② 地域ふれあいｺﾝｻｰﾄ
荒牧中学校区の幼稚園・小学校にも参加していただき、
文化・芸術分野での練習の成果を発表します。

12日1日 伊丹市立荒牧中学校体育館 伊丹市立荒牧中学校 無料
【伊丹市立荒牧中学校HP】
http://www.ara.itami.ed.jp/

伊丹市立荒牧中学校
072-777-3540

兵庫県 伊丹市 ② オープンスクール
午前中は各学年の授業を公開します。
午後は体育館にて、人権教育講演会を予定しています。

11月2日 伊丹市立笹原中学校教室
伊丹市立
笹原中学校

無料
【伊丹市立笹原中学校HP】
http://www.sasa.itami.ed.jp/

伊丹市立笹原中学校
072-780-3130
072-780-3160

兵庫県 伊丹市 ② オープンジュニアハイスクール
地域の小学校6年生が来校し、
中学校での授業を体験したり部活動を見学します。
オリエンテーションでは生徒会役員が中学校生活を紹介します。

11月15日 伊丹市立笹原中学校教室
伊丹市立
笹原中学校

無料
【伊丹市立笹原中学校HP】
http://www.sasa.itami.ed.jp/

伊丹市立笹原中学校
072-780-3130
072-780-3160

兵庫県 伊丹市 ①②
土曜学習 地域ボランティア、学生ボランティアが中心となって

希望生徒に学習支援をしている様子を公開します。
11月10日，17日 伊丹市立笹原中学校

伊丹市立
笹原中学校

無料
【伊丹市立笹原中学校HP】
http://www.sasa.itami.ed.jp/

伊丹市立笹原中学校
072-780-3130
072-780-3160

兵庫県 伊丹市 ② 学習発表会
児童生徒が日頃の学習で学んだことを、
舞台発表・作品展で発表します。

11月17日 伊丹市立伊丹特別支援学校 伊丹市立伊丹特別支援学校 無料
【伊丹市立伊丹特別支援学校ＨＰ】
http://www.y-itami.itami.ed.jp

伊丹市立伊丹特別支援学校
072-783-5436

兵庫県 伊丹市 ② オープンハイスクール
地域の中学生・保護者対象に生徒発表、
授業見学、部活動体験等を実施します。

10月20日 伊丹市立伊丹高等学校 伊丹市立伊丹高等学校 無料
【伊丹市立伊丹高等学校HP】
http://www.h-itami.itami.ed.jp/

伊丹市立伊丹高等学校
072-772-2040

兵庫県 伊丹市 ② オープンハイスクール
地域の中学生・保護者対象、GCコースと
商業科の体験授業やフォーラム等参加型の学校説明会を行います。

10月27日 伊丹市立伊丹高等学校 伊丹市立伊丹高等学校 無料
【伊丹市立伊丹高等学校HP】
http://www.h-itami.itami.ed.jp/

伊丹市立伊丹高等学校
072-772-2040

兵庫県 伊丹市 ② なかよし会
伊丹市内の公立幼稚園等が集合し、
運動演技等を実施します。

10月16日 伊丹市立スポーツセンター
伊丹市教育委員会・伊丹市立幼稚園
長会

無料
【伊丹市立伊丹幼稚園HP】
http://www.k-itami.itami.ed.jp/

伊丹市立伊丹幼稚園
TEL072-4872

兵庫県 伊丹市 ① みんなのひろば
地域の未就園児(2～4歳児）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 8日

伊丹市立伊丹幼稚園
伊丹市立
伊丹幼稚園

無料
伊丹市立伊丹幼稚園HP
http://www.k-itami.itami.ed.jp/

伊丹市立伊丹幼稚園
TEL072-4872

兵庫県 伊丹市 ② 幼稚園ウィーク
幼稚園の教育を地域に広げていくために、
オープンスクールを実施します。

11月19日～24日 伊丹市立伊丹幼稚園
伊丹市立
伊丹幼稚園

無料
伊丹市立伊丹幼稚園HP
http://www.k-itami.itami.ed.jp/

伊丹市立伊丹幼稚園
TEL072-4872

兵庫県 伊丹市 ③ 作品展
園児の絵画や制作等の作品を展示し、
幼稚園教育の理解推進を図ります。

11月24日 伊丹市立伊丹幼稚園
伊丹市立
伊丹幼稚園

無料
伊丹市立伊丹幼稚園HP
http://www.k-itami.itami.ed.jp/

伊丹市立伊丹幼稚園
TEL072-4872

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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兵庫県 伊丹市 ③ ミニコンサート
伊丹シティーフィル管弦楽団をお招きし、
園児や地域の未就園児親子対象に、
音楽鑑賞をします。

11月27日 伊丹市立伊丹幼稚園
伊丹市立
伊丹幼稚園

無料
伊丹市立伊丹幼稚園HP
http://www.k-itami.itami.ed.jp/

伊丹市立伊丹幼稚園
TEL072-4872

兵庫県 伊丹市 ② 園庭開放
園児、地域の親子や小学生等に園庭を開放し、
子育て相談や遊びの場を提供します。

　毎日 伊丹市立伊丹幼稚園
伊丹市立
伊丹幼稚園

無料
伊丹市立伊丹幼稚園HP
http://www.k-itami.itami.ed.jp/

伊丹市立伊丹幼稚園
TEL072-4872

兵庫県 伊丹市 ② みんなの広場 緑幼稚園区、みずほ幼稚園区の未就園児へ園庭開放を行います。 11月5日 伊丹市立緑幼稚園 伊丹市子育て支援センター 無料
【伊丹市立緑幼稚園】
http://www.k-midori.itami.ed.jp/

伊丹市立緑幼稚園
072-784-4938

兵庫県 伊丹市 ② 3園交流 みずほ幼稚園、北保育所の園児・幼児との遊び交流を行います。 11月12日 北保育所
伊丹市立緑幼稚園
伊丹市立みずほ幼稚園
北保育所

無料
【伊丹市立緑幼稚園】
http://www.k-midori.itami.ed.jp/

伊丹市立緑幼稚園
072-784-4938

兵庫県 伊丹市 ② 幼稚園ウィーク 保育公開、園庭開放、作品展を行います。 11月19日～23日 伊丹市立緑幼稚園 伊丹市立幼稚園会 無料
【伊丹市立緑幼稚園】
http://www.k-midori.itami.ed.jp/

伊丹市立緑幼稚園
072-784-4938

兵庫県 伊丹市 ② 3歳児体験保育
緑幼稚園区に住まいの3歳児との
緑幼稚園年少組園児との遊び交流を行います。

　未定 伊丹市立緑幼稚園 伊丹市立幼稚園会 無料
【伊丹市立緑幼稚園】
http://www.k-midori.itami.ed.jp/

伊丹市立緑幼稚園
072-784-4938

兵庫県 伊丹市 ② 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てもらいます。

11月12日～16日 伊丹市立桜台幼稚園 伊丹市立桜台幼稚園 無料
【伊丹市立桜台幼稚園ＨＰ】
http://www.k-sakura.itami.ed.jp/

伊丹市立桜台幼稚園
072-783-4673

兵庫県 伊丹市 ②
保育参加参観日
オープンスクール

4歳児5歳児の保育を公開します。
子どもたちの幼稚園での生活の様子や
友達や先生との遊びの姿を見て頂きます。

11月21日～22日 伊丹市立桜台幼稚園 伊丹市立桜台幼稚園 無料
【伊丹市立桜台幼稚園ＨＰ】
http://www.k-sakura.itami.ed.jp/

伊丹市立桜台幼稚園
072-783-4673

兵庫県 伊丹市 ③ もちつき
地域の方々にお越しいただき、
昔から伝わる伝統行事を子どもたちと行っていただきます。

11月28日 伊丹市立ささはら幼稚園 伊丹市立ささはら幼稚園 無料
伊丹市立ささはら幼稚園
072-783-4670

兵庫県 伊丹市 ② 音楽会 子どもたちの演奏を見ていただきます。 11月20日 伊丹市立ささはら幼稚園 伊丹市立ささはら幼稚園 無料
伊丹市立ささはら幼稚園
072-783-4670

兵庫県 伊丹市 ② 幼稚園ウイーク
未就園児親子をはじめとした地域の方に
幼稚園教育を体験していただく取り組みをしています。

11月19日～22日 伊丹市立みずほ幼稚園 伊丹市立みずほ幼稚園 無料
【伊丹市立みずほ幼稚園】
http://www．k-mizuho.itami.ed.jp

伊丹市立みずほ幼稚園
072-782-8552

兵庫県 伊丹市 ② 作品展
園児の絵画や作品展示を通して
幼稚園の取り組みを見ていただく機会としています。

11月21日～22日 伊丹市立みずほ幼稚園 伊丹市立みずほ幼稚園 無料
【伊丹市立みずほ幼稚園】
http://www．k-mizuho.itami.ed.jp

伊丹市立みずほ幼稚園
072-782-8552

兵庫県 伊丹市 ② あつまれみずほっこ 地域の未就園児と園児があそびを通して交流する機会としています。 11月7日 伊丹市立みずほ幼稚園 伊丹市立みずほ幼稚園 無料
【伊丹市立みずほ幼稚園】
http://www．k-mizuho.itami.ed.jp

伊丹市立みずほ幼稚園
072-782-8552

兵庫県 伊丹市 ② 幼稚園ウィーク
5日間オープンスクールとし、
期間中に作品展や参観日、
未就園児参加のなかよし交流会を開催しています。

11月12日～16日 伊丹市立ありおか幼稚園 伊丹市立ありおか幼稚園 無料
【伊丹市立ありおか幼稚園】
http://www.k-arioka.itami.ed.jp/

伊丹市立ありおか幼稚園
072-782-8397

兵庫県 伊丹市 ② 幼稚園ウィーク
市民に広く幼稚園を知ってもらうため
作品展等を通じて幼稚園を開放して
保育の実際を見ていただきます。

11月12日～16日 伊丹市立はなさと幼稚園 伊丹市立はなさと幼稚園 無料
【伊丹市立はなさと幼稚園HP】
http://www.k-hana.itami.ed.jp/

伊丹市立はなさと幼稚園
072-781-6456

兵庫県 伊丹市 ② 土曜参観・作品展
年長・年少各クラスの保育参観と共に、
遊戯室では、秋の自然から得た収穫物を使った
作品展を開催します。

11月17日 伊丹市立はなさと幼稚園 伊丹市立はなさと幼稚園 無料
【伊丹市立はなさと幼稚園HP】
http://www.k-hana.itami.ed.jp/

伊丹市立はなさと幼稚園
  072-781-6456

兵庫県 伊丹市 ② わくわくタイム
保育終了後から3時半まで、
伊丹シティーフィルのメンバーによる
ミニコンサートを実施します。

11月20日 伊丹市立はなさと幼稚園 伊丹市立はなさと幼稚園 無料
【伊丹市立はなさと幼稚園HP】
http://www.k-hana.itami.ed.jp/

伊丹市立はなさと幼稚園
  072-781-6456

兵庫県 伊丹市 ① 消防署見学
伊丹市幼年消防団の活動で、
年長組が伊丹西消防署の見学を実施します。

11月27日 伊丹西消防署 伊丹市立はなさと幼稚園 無料
【伊丹市立はなさと幼稚園HP】
http://www.k-hana.itami.ed.jp/

伊丹市立はなさと幼稚園
  072-781-6457

兵庫県 伊丹市 ①② 幼稚園ウィーク
幼稚園教育、幼稚園生活を保護者・
地域の方・未就園児など多くの方に
知っていただくためのオープンスクールです。

11月19日～22日 伊丹市立せつよう幼稚園 伊丹市立せつよう幼稚園 無料
【伊丹市立せつよう幼稚園HP】
http://www.k-setuyo.itami.ed.jp/

伊丹市立せつよう幼稚園
072-779-8660

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 伊丹市 ①② 作品展
園児が想像力豊かに表現した作品展です。
幼児の創造する遊びからどのような学びが
あるのかも知っていただける機会となります。

11月19日～22日 伊丹市立せつよう幼稚園 伊丹市立せつよう幼稚園 無料
【伊丹市立せつよう幼稚園HP】
http://www.k-setuyo.itami.ed.jp/

伊丹市立せつよう幼稚園
072-779-8660

兵庫県 伊丹市 ①② 市バスの出前講座
隣接する摂陽小学校校庭にて市バスの出前講座を実施します。
保育時間終了後預かり保育時に、PTA行事の共催企画として行います。
未就園児親子にも呼びかけ就園前から園児と一緒に市バスについて学びます。

11月20日 伊丹市立摂陽小学校校庭 伊丹市立せつよう幼稚園 無料
【伊丹市立せつよう幼稚園HP】
http://www.k-setuyo.itami.ed.jp/

伊丹市立せつよう幼稚園
072-779-8660

兵庫県 伊丹市 ①②③
摂陽小学校音楽会に出演しよ
う
（児童鑑賞会）

隣接する摂陽小学校の音楽会に出演し歌を披露します。
児童の歌声や合奏も聴かせてもらいます。

11月21日 伊丹市立摂陽小学校 伊丹市立せつよう幼稚園 無料
【伊丹市立せつよう幼稚園HP】
http://www.k-setuyo.itami.ed.jp/

伊丹市立せつよう幼稚園
072-779-8660

兵庫県 伊丹市 ①②
ちびっこ交流会
（未就園児親子の遊びの広
場）

幼稚園就園前の親子を対象に幼稚園の遊びの体験、園児との交流を実施します。
この交流会は、年間11回行っています。対象年齢は0歳からです。
子ども達にとっても異年齢児とかかわる貴重な体験となります。

11月7日、22日 伊丹市立せつよう幼稚園 伊丹市立せつよう幼稚園 無料
【伊丹市立せつよう幼稚園HP】
http://www.k-setuyo.itami.ed.jp/

伊丹市立せつよう幼稚園
072-779-8660

兵庫県 伊丹市 ②
未就園児交流事業「くまぐみ
学級」

園区未就園児と年少児と合同保育を行います。 11月6日 伊丹市立すずはら幼稚園 伊丹市立すずはら幼稚園 無料
【伊丹市立すずはら幼稚園HP】
http://www.k-suzu.itami.ed.jp/

伊丹市立すずはら幼稚園
072-779-6138

兵庫県 伊丹市 ② 幼稚園ウィーク
オープンスクールを行い地域の方々に
園児の様子を参観していただきます。

11月12日～14日 伊丹市立すずはら幼稚園 伊丹市立すずはら幼稚園 無料
【伊丹市立すずはら幼稚園HP】
http://www.k-suzu.itami.ed.jp/

伊丹市立すずはら幼稚園
072-779-6138

兵庫県 伊丹市 ② 地域交流・みんなの広場 毎月1回、地域の方や未就園児との交流を楽しみます。 11月17日 伊丹市立すずはら幼稚園 伊丹市立すずはら幼稚園 無料
【伊丹市立すずはら幼稚園HP】
http://www.k-suzu.itami.ed.jp/

伊丹市立すずはら幼稚園
072-779-6138

兵庫県 伊丹市 ③ りんりんタイム 毎月1回、幼稚園主催で預かり保育を実施しています。 11月30日 伊丹市立すずはら幼稚園 伊丹市立すずはら幼稚園 無料
【伊丹市立すずはら幼稚園HP】
http://www.k-suzu.itami.ed.jp/

伊丹市立すずはら幼稚園
072-779-6138

兵庫県 伊丹市 ① みんなのひろば
地域の未就園児（2～4歳）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。

11月15日 伊丹市立いけじり幼稚園 伊丹市子育て支援課 無料
【伊丹市立いけじり幼稚園HP】
http://www.k-ike.itami.ed.jp/

伊丹市立いけじり幼稚園
072-777-4102

兵庫県 伊丹市 ① ぱんだぐみ
未就園児（3歳児）が親子で来園し、
園児と一緒に遊んだり活動したりします。

10月25日 伊丹市立いけじり幼稚園 伊丹市立いけじり幼稚園 無料
【伊丹市立いけじり幼稚園HP】
http://www.k-ike.itami.ed.jp/

伊丹市立いけじり幼稚園
072-777-4102

兵庫県 伊丹市 ② 幼稚園ウィ-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12日～22日 伊丹市立いけじり幼稚園 伊丹市立いけじり幼稚園 無料
【伊丹市立いけじり幼稚園HP】
http://www.k-ike.itami.ed.jp/

伊丹市立いけじり幼稚園
072-777-4102

兵庫県 伊丹市 ① 園庭開放
地域の親子や小学生等に園庭を開放し、
子育て相談や遊びの場を提供します。

毎日 伊丹市立いけじり幼稚園 伊丹市立いけじり幼稚園 無料
【伊丹市立いけじり幼稚園HP】
http://www.k-ike.itami.ed.jp/

伊丹市立いけじり幼稚園
072-777-4102

兵庫県 伊丹市 ① 子育てサロン
通年行事で、毎月1回ないし2回、
水曜日の10～15時に、未就園児とその保護者が集い、
子育てに関する悩み等の情報交換を行う場を提供します。

10月10日,24日,
11月14日,28日,
12月12日

中央公民館
伊丹市教育委員会事務局　生涯学習
部　公民館

無料
【伊丹市立中央公民館HP】
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDS
HOGAI/KOMINKAN/index.html

伊丹市立中央公民館
072-784-8000

兵庫県 伊丹市 ① 第53回伊丹市展
高校生以上の方の絵画、書、
写真、デザイン、彫塑、工芸の作品を展示します。

10月27日～11月4日 中央公民館
伊丹市教育委員会事務局　生涯学習
部　公民館

無料
【伊丹市立中央公民館HP】
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDS
HOGAI/KOMINKAN/index.html

伊丹市立中央公民館
072-784-8000

兵庫県 伊丹市 ① 土曜子ども映画会
通年行事で、毎月1回土曜日に、
日本昔ばなしや、人権問題等に関するアニメ映画を上映します。

10月13日,
11月10日,
12月8日

中央公民館
伊丹市教育委員会事務局　生涯学習
部　公民館

無料
【伊丹市立中央公民館HP】
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDS
HOGAI/KOMINKAN/index.html

伊丹市立中央公民館
072-784-8000

兵庫県 伊丹市 ①
ボランティア養成講座
「100均材料でDIY」

100円均一ショップの商品を活用してDIY作品を作る講座です。
10月17日,24日,
11月7日,14日

中央公民館
伊丹市教育委員会事務局　生涯学習
部　公民館

【伊丹市立中央公民館HP】
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDS
HOGAI/KOMINKAN/index.html

伊丹市立中央公民館
072-784-8000

兵庫県 伊丹市 ①
シニア居場所作り講座
「手芸を楽しもう」

シニア世代を対象に仲間づくり・居場所づくりを目的とした手芸講座です。
10月5日,11月16日,
12月7日

中央公民館
伊丹市教育委員会事務局　生涯学習
部　公民館

【伊丹市立中央公民館HP】
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDS
HOGAI/KOMINKAN/index.html

伊丹市立中央公民館
072-784-8000

兵庫県 伊丹市 ① 友活2018あき
通年行事で、年4回土曜日ないし日曜日、30～49歳の独身男女を対象に、
参加者間交流を図る講座で、今回は豚まん作りに挑戦します。

10月20日 中央公民館
伊丹市教育委員会事務局　生涯学習
部　公民館

【伊丹市立中央公民館HP】
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDS
HOGAI/KOMINKAN/index.html

伊丹市立中央公民館
072-784-8000

兵庫県 伊丹市 ① おはなしカフェ
「おむすびころりん」の人形劇を観た後に、
実際におむすびを作る、親子参加型の講座です。

10月28日 中央公民館
伊丹市教育委員会事務局　生涯学習
部　公民館

【伊丹市立中央公民館HP】
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDS
HOGAI/KOMINKAN/index.html

伊丹市立中央公民館
072-784-8000
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兵庫県 伊丹市 ①
市民講座
「日本社会のこれからを考え
る」

過去の世界経済の変動や、今後期待される技術革新により、
これからの日本社会がどのように変遷していくかを学ぶ時事講座です。

10月19日,11月6日,
11月27日,12月4日

中央公民館
伊丹市教育委員会事務局　生涯学習
部　公民館

【伊丹市立中央公民館HP】
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDS
HOGAI/KOMINKAN/index.html

伊丹市立中央公民館
072-784-8000

兵庫県 伊丹市 ①
親学サロン私の子育て
これで委員？会PARTⅡ

子育て中の保護者を対象に、子育てに関する悩みや情報を共有・意見交換し、参加
者が楽しんで家庭教育を行えるよう「親学習」の場を提供します。

11月16日、
12月14日

中央公民館
伊丹市教育委員会事務局　生涯学習
部　公民館

無料
【伊丹市立中央公民館HP】
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDS
HOGAI/KOMINKAN/index.html

伊丹市立中央公民館
072-784-8000

兵庫県 伊丹市 ① 第11回公民館まつり
作品展示や舞台発表、体験コーナーなど、
公民館グループが日々の活動成果を発表します。

11月22日～25日 中央公民館
伊丹市教育委員会事務局　生涯学習
部　公民館

【伊丹市立中央公民館HP】
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDS
HOGAI/KOMINKAN/index.html

伊丹市立中央公民館
072-784-8000

兵庫県 伊丹市 ①
第11回公民館まつり映画会
「ふるさとがえり」

映画「ふるさとがえり」（2011年/日本/136分）の上映会を開催します。 11月23日 中央公民館
伊丹市教育委員会事務局　生涯学習
部　公民館

無料
【伊丹市立中央公民館HP】
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDS
HOGAI/KOMINKAN/index.html

伊丹市立中央公民館
072-784-8000

兵庫県 伊丹市 ①
元不登校児が語るこころの授
業

いじめ・不登校を経験したメンバーで結成されたバンド
JERRYBEANSによる講演ライブと、いじめ・不登校の相談活動を
30余年続けている元教員による講演会です。

12月1日 中央公民館
伊丹市教育委員会事務局　生涯学習
部　公民館

無料
【伊丹市立中央公民館HP】
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDS
HOGAI/KOMINKAN/index.html

伊丹市立中央公民館
072-784-8000

兵庫県 伊丹市 ①
秋季企画展
｢明治期の伊丹～文明開化と
人々のくらし～｣

明治維新150年を記念し、伊丹の明治時代の暮らしを
古文書や民俗資料などを通して紐解きます。

10月6日～11月25日 伊丹市立博物館 伊丹市立博物館 無料

【伊丹市立博物館HP】
http://www.city.itami.lg.jp/ITAMI_BENRI
/BUNKA_SPORTS_GAKUSYU/SYOGAI_
GAKUSYU/1393996228609.html

伊丹市立博物館
072-783-0582

兵庫県 伊丹市 ③
第42回兵庫県高等学校総合
文化祭合唱部門発表会

合唱部門生徒による発表を行います。 11月10日 東リ いたみホール
兵庫県
兵庫県教育委員会等

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

兵庫県 市川町 ② オープンスクール
地域に学校を開放し、日頃の教育活動を見ていただきます。中日の10日午後には、
全学年とも道徳の授業参観を予定しています。

10月9日～11日 市川町立川辺小学校 市川町立川辺小学校 無料
市川町立川辺小学校
0790-26-0007

兵庫県 市川町 ② 収穫祭
学校農園での収穫を喜び、その収穫物を利用して地域の方に感謝の気持ちを伝え
たり、交流したりします。

10月24日 市川町立川辺小学校 市川町立川辺小学校 無料
市川町立川辺小学校
0790-26-0007

兵庫県 市川町 ② 学習発表会 全学年の学習成果を保護者・地域の方々に披露します。 11月17日
市川町立川辺小学校
体育館

市川町立川辺小学校 無料
市川町立川辺小学校
0790-26-0007

兵庫県 市川町 ② 情報モラル講演会
児童と保護者を対象に情報モラル講演会を開催します。県警のサイバー犯罪対策
課によるスマートフォン等の利用に関する啓発講演会です。

9月28日 市川町立瀬加小学校 市川町立瀬加小学校 無料
市川町立瀬加小学校
 0790-27-0004

兵庫県 市川町 ② 稲刈り
5年生が総合学習の時間を利用して、地域の老人クラブのお世話になり、取り組ん
でいる農業体験活動です。

10月17日
市川町立瀬加小学校近
隣の田圃

市川町立瀬加小学校 無料
市川町立瀬加小学校
0790-27-0004

兵庫県 市川町 ② 後期オープンスクール 普段の学習や生活の様子を保護者や地域の方々に公開しています。 11月27日～29日 市川町立瀬加小学校 市川町立瀬加小学校 無料
市川町立瀬加小学校
0790-27-0004

兵庫県 市川町 ② 学習発表会
幼稚園と小学校が合同で、これまでに学習した内容について、劇、群読、音楽など
に創意工夫してまとめ発表します。

10月14日
市川町立甘地小学校
体育館

市川町立甘地小学校 無料
市川町立甘地小学校
0790-26-0010

兵庫県 市川町 ② オープンスクール
学校生活を公開し、子どもたちの日常を保護者・地域のみなさんにご覧いただきま
す。スマホ安全教室やいのちの授業についても実施する計画です。

11月20日～22日 市川町立甘地小学校 市川町立甘地小学校 無料
市川町立甘地小学校
0790-26-0011

兵庫県 市川町 ② なかよし集会
学年代表による人権に関する主張大会に保護者や地域の方々に参加してもらいま
す。

11月22日
市川町立鶴居小学校
体育館

市川町立鶴居小学校 無料
市川町立鶴居小学校
   0790-28-0018

兵庫県 市川町 ② 校内合唱コンクール 市川中学校の全クラスが、各学年の課題曲と自由曲を演奏します。 11月16日 市川町文化センター 市川町立市川中学校 無料
市川町立市川中学校
0790-26-0030

兵庫県 市川町 ② オープンスクール 授業参観 11月16日～23日 市川町立鶴居中学校 市川町立鶴居中学校 無料
市川町立鶴居中学校
0790-28-0021

兵庫県 市川町 ② 鶴中ハートフルデー バザー、音楽会、主張大会、アルミ缶回収 11月23日 市川町立鶴居中学校 市川町立鶴居中学校 無料
市川町立鶴居中学校
0790-28-0021

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 市川町 ② プロから学ぶ創造力育成事業 ゴルフ産業について学ぶ 11月9日,16日 市川町立鶴居中学校 市川町立鶴居中学校 無料
市川町立鶴居中学校
0790-28-0021

兵庫県 市川町 ② 道徳公開授業 道徳の授業を保護者にも公開します 10月25日 市川町立鶴居中学校 市川町立鶴居中学校 無料
市川町立鶴居中学校
0790-28-0021

兵庫県 市川町 ②
鶴居小・中合同音楽会リハー
サル

小学生と一緒に音楽会のリハーサルをします 11月19日 市川町立鶴居中学校 市川町立鶴居中学校 無料
市川町立鶴居中学校
0790-28-0021

兵庫県 市川町 ② 鶴居小・中合同マラソン大会 小中学生合同のマラソン大会 12月上旬
市川町立鶴居中学校
周辺

市川町立鶴居小・中学校 無料
市川町立鶴居中学校
0790-28-0021

兵庫県 市川町 ① 人権教育交流集会 人権研修、分科会を実施します。 10月13日 市川町文化センター 市川町隣保館 無料
市川町教育委員会
0790-26-0001

兵庫県 市川町 ①

市川町人権文化推進実践発
表会
市川町ヒューマンフェスティバ
ル

公開授業、人権主張、表彰式、教育講演会を実施します。 11月9日 市川町立瀬加小学校 市川町人権文化推進協議会 無料
市川町教育委員会
0790-26-0001

兵庫県 市川町 ③ いちかわ文化祭美術展 町内の小中高生や文化協会会員等による写真・書道等の展示します。 10月26日～28日 市川町文化センター いちかわ文化協会 無料
市川町教育委員会
0790-26-0001

兵庫県 市川町 ③ いちかわ文化祭芸能発表会 いちかわ文化協会会員による芸能発表会を実施します。 11月3日 市川町文化センター いちかわ文化協会 無料
市川町教育委員会
0790-26-0001

兵庫県 市川町 ③ 小畑ふれあいフェスティバル 美術展、芸能発表会等を行います。 11月24日～25日 市川町公民館 市川町教育委員会 無料
市川町教育委員会
0790-26-0001

兵庫県 猪名川町 ② 人権参観
各学年の発達段階に応じた教材を通じて、「すべての人が安心して過ごせるための
居場所をつくろうとする」前向きな姿勢を親子が学習します。

11月15日，20日 猪名川町立猪名川小学校 猪名川町立猪名川小学校 無料
【猪名川小学校HP】
http://inagawa-
es.inagawa.andteacher.jp/

猪名川町立猪名川小学校
072-766-0014

兵庫県 猪名川町 ① イナくるっと号 移動図書館を活用し、児童や地域の方々が本に親しむ機会にしています。 11月13日 猪名川町立楊津小学校
猪名川町立
図書館､猪名川町立楊津小学校

無料
【楊津小学校HP】http://yoshin-
es.inagawa.andteacher.jp/

猪名川町立楊津小学校
072-768-0010

兵庫県 猪名川町 ① 地域合同防災訓練 児童・保護者が地域の方々と共に、防災訓練に参加し、危機管理力を養います。 11月23日 猪名川町立楊津小学校
猪名川町立楊津小学校､
楊津小学校区まちづくり協議会

無料
【楊津小学校HP】http://yoshin-
es.inagawa.andteacher.jp/

猪名川町立楊津小学校
072-768-0010

兵庫県 猪名川町 ② やないづっこオンステージ 学校で学習した内容を児童が保護者や地域の方々に向けて発表をします。 11月17日 猪名川町立楊津小学校
猪名川町立
楊津小学校

無料
【楊津小学校HP】http://yoshin-
es.inagawa.andteacher.jp/

猪名川町立楊津小学校
072-768-0010

兵庫県 猪名川町 ① 食育「ヤクルト出前授業」 阪神地区小学校家庭科教育研究大会にちなみ、低学年で食育を実施します。 11月27日 猪名川町立楊津小学校
猪名川町立
楊津小学校

無料
【楊津小学校HP】http://yoshin-
es.inagawa.andteacher.jp/

猪名川町立楊津小学校
072-768-0010

兵庫県 猪名川町 ① イナくるっと号 移動図書館を活用し、児童や地域の方々が本に親しむ機会にしています。 11月16日 猪名川町立大島小学校 猪名川町立大島小学校 無料
【大島小学校HP】
http://oshima-
es.inagawa.andteacher.jp/

猪名川町立大島小学校
072-769-0025

兵庫県 猪名川町 ② ふれあいのつどい
児童が人権について学習したことや考えたことを、保護者や地域の方々に向けて発
表をします。

11月22日 猪名川町立大島小学校 猪名川町立大島小学校 無料
【大島小学校HP】
http://oshima-
es.inagawa.andteacher.jp/

猪名川町立大島小学校
072-769-0025

兵庫県 猪名川町 ② 合同防災訓練 児童・保護者が地域の方々と共に、防災訓練に参加し、危機管理力を養います。 11月1日 猪名川町立松尾台小学校
猪名川町立
松尾台小学校  まちづくり協議会

無料
【松尾台小学校HP】
http://matsuodai-
es.inagawa.andteacher.jp/

猪名川町立松尾台小学校
072-766-1766

兵庫県 猪名川町 ② 校内音楽会 児童の合唱や合奏を発表し、保護者や地域の方々に公開します。 11月17日 猪名川町立松尾台小学校 猪名川町立松尾台小学校 無料
【松尾台小学校HP】
http://matsuodai-
es.inagawa.andteacher.jp/

猪名川町立松尾台小学校
072-766-1766

兵庫県 猪名川町 ② 福祉教育講演会
関西盲導犬協会の方にお越しいただき視覚障害者の方のくらしと盲導犬について
学びます。

11月27日 猪名川町立松尾台小学校 猪名川町立松尾台小学校 無料
【松尾台小学校HP】
http://matsuodai-
es.inagawa.andteacher.jp/

猪名川町立松尾台小学校
072-766-1766

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 猪名川町 ② 人権参観(低学年) 人権参観授業を公開します。（人権懇談会あり） 10月28日 猪名川町立白金小学校 猪名川町立白金小学校 無料
【白金小学校HP】
http://shirogane-
es.inagawa.andteacher.jp/

猪名川町立白金小学校
072-766-7188

兵庫県 猪名川町 ② 人権参観(高学年) 人権参観授業を公開します。（人権懇談会あり） 11月1日 猪名川町立白金小学校 猪名川町立白金小学校 無料
【白金小学校HP】
http://shirogane-
es.inagawa.andteacher.jp/

猪名川町立白金小学校
072-766-7188

兵庫県 猪名川町 ① 校区住民運動会 校区の住民や子どもたちが運動会をとおして、地域と交流します。 10月27日 猪名川町立白金小学校 運動場 白金小学校区まちづくり協議会 無料
【白金小学校HP】
http://shirogane-
es.inagawa.andteacher.jp/

猪名川町立白金小学校
072-766-7188

兵庫県 猪名川町 ②③ 校内図工展 児童の絵画や立体工作を校内に展示し、保護者や地域の方々に公開します。 12月3日～8日 猪名川町立白金小学校 体育館 猪名川町立白金小学校 無料
【白金小学校HP】
http://shirogane-
es.inagawa.andteacher.jp/

猪名川町立白金小学校
072-766-7188

兵庫県 猪名川町 ②③ 猪名川町連合音楽会
町内6小学校の4年生を中心とする児童が一堂に会し、日頃の音楽学習の成果を聴
き合い、音楽を愛する豊かな心情を高め、互いのがんばりを認め合う場とします。

11月14日 猪名川町文化体育館（イナホール） 猪名川町立小学校長会 無料
【白金小学校HP】
http://shirogane-
es.inagawa.andteacher.jp/

猪名川町立白金小学校
072-766-7188

兵庫県 猪名川町 ② 校内音楽会 児童の合唱や合奏を発表し、保護者の方や地域の方々に公開します。 11月10日 猪名川町立つつじが丘小学校 猪名川町立つつじが丘小学校 無料
【つつじヶ丘小学校HP】
http://tsutsujigaoka-
es.inagawa.andteacher.jp/

猪名川町立つつじが丘小学校
072-766-6666

兵庫県 猪名川町 ② 総合防災訓練 地域の方々と共に、防災訓練を実施し、危機管理体制の向上を図ります。 11月16日 猪名川町立つつじが丘小学校 猪名川町立つつじが丘小学校 無料
【つつじヶ丘小学校HP】
http://tsutsujigaoka-
es.inagawa.andteacher.jp/

猪名川町立つつじが丘小学校
072-766-6666

兵庫県 猪名川町 ② オープン参観 全クラスの活動を公開し、授業やその他学校生活の様子を公開します。 11月16日 猪名川町立つつじが丘小学校 猪名川町立つつじが丘小学校 無料
【つつじヶ丘小学校HP】
http://tsutsujigaoka-
es.inagawa.andteacher.jp/

猪名川町立つつじが丘小学校
072-766-6666

兵庫県 猪名川町 ② 文化祭
学年や教科・部活動の作品展示、3年生の学級劇の発表、合唱コンクールを行いま
す。

10月25日～26日
猪名川町立猪名川中学校
猪名川町文化体育館

猪名川町立猪名川中学校 無料
【猪名川中学校HP】
http://inagawa-
jh.inagawa.andteacher.jp/

猪名川町立猪名川中学校
072-766-4000

兵庫県 猪名川町 ② オープン参観 1、2年の授業を公開します。 11月2日 猪名川町立猪名川中学校 猪名川町立猪名川中学校 無料
【猪名川中学校HP】
http://inagawa-
jh.inagawa.andteacher.jp/

猪名川町立猪名川中学校
072-766-4000

兵庫県 猪名川町 ② いなぼう広場 未就園児と園児達が、お店屋さんごっこ等をして一緒に遊びます。 11月5日 猪名川町立猪名川幼稚園 猪名川町立猪名川幼稚園 無料

【猪名川幼稚園HP】
http://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/k
youikuiinkai/inagawa_yochien/inayo/141
6209358558.html

猪名川町立猪名川幼稚園
072-766-3899

兵庫県 猪名川町 ② オープン参観
好きな遊びや学級活動等、登園から降園まで全ての保育を公開します。また、保護
者や地域の方をお客さんに招き、「お店やさんごっこ」の活動を行います。

11月6日～7日 猪名川町立猪名川幼稚園 猪名川町立猪名川幼稚園 無料

【猪名川幼稚園HP】
http://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/k
youikuiinkai/inagawa_yochien/inayo/141
6209358558.html

猪名川町立猪名川幼稚園
072-766-3899

兵庫県 猪名川町 ② 猪名川町読書の日
小学校の図書ボランティア『コロボックル』さんに絵本や紙芝居の読み聞かせ・手遊
び等をしていただきます。

11月7日 猪名川町立松尾台幼稚園 猪名川町立松尾台幼稚園 無料

【松尾台幼稚園HP】
http://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/k
youikuiinkai/matsuodai_yochien/index.ht
ml

猪名川町立松尾台幼稚園
072-766-0388

兵庫県 猪名川町 ②
子育て支援活動
『いなぼう広場』

園児が収穫したさつまいもで、地域の未就園児さんと一緒に収穫祭を行います。ふ
かしたおいしいお芋をいただきます。

11月16日 猪名川町立松尾台幼稚園 猪名川町立松尾台幼稚園 無料

【松尾台幼稚園HP】
http://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/k
youikuiinkai/matsuodai_yochien/index.ht
ml

猪名川町立松尾台幼稚園
072-766-0388

兵庫県 猪名川町 ② オープン参観 好きな遊びや学級活動等、登園から降園まで全ての保育を公開します。 11月22日 猪名川町立松尾台幼稚園 猪名川町立松尾台幼稚園 無料

【松尾台幼稚園HP】
http://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/k
youikuiinkai/matsuodai_yochien/index.ht
ml

猪名川町立松尾台幼稚園
072-766-0388

兵庫県 猪名川町 ②③
いなぼう広場（子育て支援活
動）

猪名川町読書の日（11月7日）として、在園児未就園児親子とともに人形劇を鑑賞し
ます。

11月9日 猪名川町立六瀬幼稚園 猪名川町立六瀬幼稚園 無料
http://www.town.inagawa.lg.jp/kosodate
/school/youchien/mutsuseyochien/inde
x.html

猪名川町立六瀬幼稚園
072-768-0369

兵庫県 猪名川町 ②
オープン参観日
ＣＳＳＴの取組み

登園から降園まで全ての保育活動を地域の方に公開し、教育活動の理解や協力の
推進に努めます。

11月9日 猪名川町立六瀬幼稚園 猪名川町立六瀬幼稚園 無料
【六瀬幼稚園HP】
http://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/k
youikuiinkai/mutsuse_yochien/index.html

猪名川町立六瀬幼稚園
072-768-0369

兵庫県 猪名川町 ②③ 買い物体験（道の駅いながわ）
収穫祭に向けて、道の駅いながわで必要な材料を購入します。店や地域の方に協
力いただきながら、大人に聞くことや支払いなど、買い物の仕方を学びます。

11月9日 道の駅いながわ 猪名川町立六瀬幼稚園 無料
【六瀬幼稚園HP】
http://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/k
youikuiinkai/mutsuse_yochien/index.html

猪名川町立六瀬幼稚園
072-768-0369

兵庫県 猪名川町 ② 収穫祭
地域の方の畑で収穫をしたさつま芋と幼児が買い物をした材料を使って、さつま汁
を調理し協力くださった地域の方を招待し、会食します。

11月10日 猪名川町立六瀬幼稚園 猪名川町立六瀬幼稚園 無料
【六瀬幼稚園HP】
http://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/k
youikuiinkai/mutsuse_yochien/index.html

猪名川町立六瀬幼稚園
072-768-0369

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 猪名川町 ② オープン参観
登園から降園まで、保育や給食等の園生活を保護者・地域の方に参観していただき
ます。

11月1日～2日 猪名川町立つつじが丘幼稚園 猪名川町立つつじが丘幼稚園 無料

【つつじヶ丘幼稚園HP】
http://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/k
youikuiinkai/tsutsujigaokayochien/index.
html

猪名川町立つつじが丘幼稚園
072-766-4411

兵庫県 猪名川町 ① 交通安全教室
交通安全指導員や川西警察の方に交通安全について指導をしていただきます。ま
た保護者の方に参観してもらいます。

11月1日
猪名川町立つつじが丘幼稚園、近隣の横
断歩道

猪名川町立つつじが丘幼稚園 無料

【つつじヶ丘幼稚園HP】
http://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/k
youikuiinkai/tsutsujigaokayochien/index.
html

猪名川町立つつじが丘幼稚園
072-766-4411

兵庫県 猪名川町 ② 交流活動
つつじが丘小学校1年生が音楽会で発表する演目を鑑賞します。また、園児は合唱
を披露します。

11月5日 猪名川町立つつじが丘小学校 猪名川町立つつじが丘小学校・幼稚園 無料

【つつじヶ丘幼稚園HP】
http://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/k
youikuiinkai/tsutsujigaokayochien/index.
html

猪名川町立つつじが丘幼稚園
072-766-4411

兵庫県 猪名川町 ② 交流活動 運動遊びを多く取り入れた「忍者ごっこ」の活動を通じて、他園の園児と交流します。 11月6日 猪名川町立つつじが丘幼稚園
猪名川町立つつじが丘・松尾台・六瀬
幼稚園

無料

【つつじヶ丘幼稚園HP】
http://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/k
youikuiinkai/tsutsujigaokayochien/index.
html

猪名川町立つつじが丘幼稚園
072-766-4411

兵庫県 猪名川町 ② 猪名川町読書の日
地域の読み聞かせボランティア「ダイヤモンドクラブ」の方に読み聞かせをしていた
だきます。

11月7日 猪名川町立つつじが丘幼稚園 猪名川町立つつじが丘幼稚園 無料

【つつじヶ丘幼稚園HP】
http://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/k
youikuiinkai/tsutsujigaokayochien/index.
html

猪名川町立つつじが丘幼稚園
072-766-4411

兵庫県 猪名川町 ② 子育て支援「いなぼう広場」 収穫祭として園児と未就園児が一緒に茶巾絞りをつくり会食します。 11月13日 猪名川町立つつじが丘幼稚園 猪名川町立つつじが丘幼稚園 無料

【つつじヶ丘幼稚園HP】
http://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/k
youikuiinkai/tsutsujigaokayochien/index.
html

猪名川町立つつじが丘幼稚園
072-766-4411

兵庫県 猪名川町 ① 「風のほいくえん」
兵庫県立人と自然の博物館のイベントで、虫とり体験や木の実を使った遊び等に参
加させてもらいます。

11月14日 有馬富士公園休養ゾーン 兵庫県立人と自然の博物館 無料
猪名川町立つつじが丘幼稚園
072-766-4411

雨天時は兵庫県立人
と自然の博物館で実
施

兵庫県 猪名川町 ② 幼年消防クラブ
園児が消防署を訪問し、消防署の役割や消防の方々の仕事の様子を教えていただ
いたり、消火訓練等の体験もさせていただきます。

11月16日 猪名川町立つつじが丘幼稚園 猪名川町立つつじが丘幼稚園 無料

【つつじヶ丘幼稚園HP】
http://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/k
youikuiinkai/tsutsujigaokayochien/index.
html

猪名川町立つつじが丘幼稚園
072-766-4411

兵庫県 猪名川町 ② 総合防災訓練 地域の方、小学校と合同で防災訓練を実施します。 11月下旬 猪名川町立つつじが丘小学校 つつじが丘町づくり協議会 無料
猪名川町立つつじが丘幼稚園
072-766-4411

兵庫県 稲美町 ②③ 学習発表会 加古小学校の学習発表会に参加し、歌やベル奏を発表します。 11月3日
稲美町立加古小学校
体育館

稲美町立加古小学校
稲美町立加古幼稚園

無料
稲美町立加古幼稚園
079-492-0429

兵庫県 稲美町 ② オープンスクール
保護者、未就学児、地域の方々を招待して、「お店屋さんごっこ」をテーマに4，5歳児
が異年齢交流活動を行います。

11月17日 稲美町立加古幼稚園 稲美町立加古幼稚園 無料
稲美町立加古幼稚園
079-492-0429

兵庫県 稲美町 ② オープンスクール
3，4，5歳児が異年齢交流で「お店屋さんごっこ」を行います。保護者、未就園児、地
域の方々を招待し一緒に参加していただきます。

11月12日～18日 稲美町立母里幼稚園 稲美町立母里幼稚園 無料
稲美町立母里幼稚園
079-495-0411

兵庫県 稲美町 ② オープンスクール
秋の内容を取り入れた活動を行い、保護者・未就園児・地域の方を招待して、園児
と共に遊びに参加していただきます。

11月23日 稲美町立天満幼稚園 稲美町立天満幼稚園 無料
稲美町立天満幼稚園
079-492-0420

兵庫県 稲美町 ②
なんなんフェスタ
オープンスクール

天満南小校区の地域の方も運営に協力いただき開催するフェスティバルです。開会
行事では風船飛ばし、教室では3～5歳児の発表会を行い、保護者や地域の方々、
未就園児と交流をします。

11月10日 稲美町立天満南小学校 稲美町立天満南幼稚園 無料
稲美町立天満南幼稚園
079-492-1100

兵庫県 稲美町 ② オープンスクール
4歳児、5歳児が異年齢交流を行い、お店屋さんごっこをします。保護者・未就園児・
地域の方を招待し、園児と一緒にお店やさんで遊んでいただきます。

11月17日 稲美町立天満東幼稚園 稲美町立天満東幼稚園 無料
稲美町立天満東幼稚園
079-495-1919

兵庫県 稲美町 ②③ 学習発表会 音楽を中心に、日頃の学習の成果を発表します。 11月3日
稲美町立加古小学校
体育館

稲美町立加古小学校 無料
【稲美町立加古小学校HP】
http://www.inami.ed.jp/~kako-es/

稲美町立加古小学校
079-492-0007

兵庫県 稲美町 ①② オープンスクール講演会 保護者や地域の方々に、学校の教育活動を公開し、その後講演会を開催します。 12月8日
稲美町立加古小学校
体育館

稲美町立加古小学校 無料
【稲美町立加古小学校HP】
http://www.inami.ed.jp/~kako-es/

稲美町立加古小学校
079-492-0007

兵庫県 稲美町 ②③ 学習発表会 保護者や地域の方々に、音楽学習（合唱、合奏）の成果を発表します。 10月27日
稲美町立母里小学校
体育館

稲美町立母里小学校 無料
【稲美町立母里小学校HP】
http://www.inami.ed.jp/~mori-es/

稲美町立母里小学校
079-495-0024

兵庫県 稲美町 ①② オープンスクール
母里小エコ祭り。保護者、園児、地域の方々を招き、児童による環境に優しいゲー
ム等を開催します。また全クラスの授業公開を行い、教育講演会を開催します。

11月9日～10日
稲美町立母里小学校
体育館

稲美町立母里小学校 無料
【稲美町立母里小学校HP】
http://www.inami.ed.jp/~mori-es/

稲美町立母里小学校
079-495-0024

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 稲美町 ② 音楽会
保護者の皆様や地域の方々に、日頃の音楽学習（合唱・合奏）の成果を発表しま
す。

10月20日
稲美町立天満小学校
体育館

稲美町立天満小学校 無料
稲美町立天満小学校
079-492-0300

兵庫県 稲美町 ①② オープンスクール
保護者の皆様や地域の方々に、学校の様子を公開します。ＰＴＡ主催のバサーに
は、地域の方々にご参加いただけます。

11月17日
稲美町立天満小学校
各教室
体育館（バザー）

稲美町立天満小学校
稲美町立天満小学校
079-492-0300

バザーでの買い物は
実費をご負担いただ
きます。

兵庫県 稲美町 ② 学習発表会 児童が合唱・合奏を発表します。琴や尺八、三絃などの和楽器の発表もします。 10月27日
いなみ文化の森
lコスモホール

稲美町立天満南小学校 無料
稲美町立天満南小学校
079-492-6168

兵庫県 稲美町 ② なんなんフェスタ
地域と学校が協力して開催するフェスティバルです。児童による学級でのゲーム、
PTAのバザー、地域団体による模擬店や健康支援員による健康チェックコーナーも
あります。

11月10日 稲美町立天満南小学校
稲美町立天満南小学校
PTA

稲美町立天満南小学校
079-492-6169

兵庫県 稲美町 ②③ 音楽会
児童が、合唱・合奏・音楽劇を発表します。又ミュージッククラブ・合唱団・天満東幼
稚園も出演します。

10月27日 稲美町立天満東小学校 稲美町立天満東小学校 無料
稲美町立天満東小学校
079-492-4371

兵庫県 稲美町 ①② PTCAフェスティバル
児童による環境に即したチャレンジランキング、バザー、模擬店、ニュースポーツの
体験等どなたでも参加できます。

11月10日 稲美町立天満東小学校
稲美町立天満東小学校
PTA

無料
稲美町立天満東小学校
079-492-4371

兵庫県 稲美町 ②③ 文化祭
クラスごとの合唱や文化部の取り組みの成果を発表するとともに、生徒の作品の展
示も行います。

10月18日
稲美町立稲美中学校
体育館

稲美町立稲美中学校 無料
稲美町立稲美中学校
079-492-4400

兵庫県 稲美町 ① PTA人権講演会
講師に兵庫県人権啓発協会研修講師をお招きし、「子どもに関する人権課題につい
て」と題した講演会を開催します。

10月19日
稲美町立稲美中学校
会議室

稲美町立稲美中学校
PTA

無料
稲美町立稲美中学校
079-492-4400

兵庫県 稲美町 ② オープンスクール
5校時から全クラスの授業を公開し、生徒の日頃の学習の様子を保護者の皆様や
地域の方々にご覧いただきます。

10月27日 稲美町立稲美中学校 稲美町立稲美中学校 無料
稲美町立稲美中学校
079-492-4400

兵庫県 稲美町 ①② 音楽コンクール
課題曲・自由曲に各クラスで取り組んだ成果を発表します。また、地域コーラスの
方々の歌を発表します。

10月19日
稲美町立稲美北中学校
体育館

稲美町立稲美北中学校 無料
稲美町立稲美北中学校
079-492-0201

兵庫県 稲美町 ②③ 文化祭 文化部の発表を中心に、その成果を全校生徒と保護者の方々に披露します。 10月19日
稲美町立稲美北中学校
体育館

稲美町立稲美北中学校 無料
稲美町立稲美北中学校
079-492-0201

兵庫県 稲美町 ①②
オープンスクール・PTA人権講
演会

オープンスクールの後、漫才師中山まさともさんに来校いただき、「挑戦～全ての人
に秘められた可能性～」の演題で全校生徒と保護者への講演会を開催します。

10月27日
稲美町立稲美北中学校
教室
体育館

稲美町立稲美北中学校 無料
稲美町立稲美北中学校
079-492-0201

兵庫県 稲美町 ② 職業講話
地域の方々を講師にお招きして、働くことの意義や生きがい等について、生徒たち
にお話をしていただきます。

11月3日
稲美町立稲美北中学校
教室

稲美町立稲美北中学校 無料
稲美町立稲美北中学校
079-492-0201

兵庫県 稲美町 ① じんけんわくわくスクール 町内小学生の希望受講生に年8回の人権体験講座を実施しています。 10月28日 稲美町中央公園 稲美町立稲美町教育委員会 無料
稲美町教育委員会
人権教育課
079-492-2550

兵庫県 稲美町 ③ 菊花展
稲美町内外の菊愛好家が作品を展示します。特作花壇など13の種目に分れて展示
されます。

10月19日～11月11日
いなみ文化の森
南側駐車場

稲美町・稲美町教育委員会 無料
稲美町教育委員会
文化の森課
079-492-7700

共催：
ふれあい交流館サー
クル　稲美菊の会

兵庫県 稲美町 ③ 秋季盆栽展 稲美町内外の盆栽愛好家が秋季の作品を展示します。 10月26～28日 ふれあい交流館 稲美町・稲美町教育委員会 無料
稲美町教育委員会
文化の森課
079-492-7700

主管：
ふれあい交流館サー
クル　稲美町盆栽同
好会

兵庫県 稲美町 ③ 美術展
美術の創作活動に親しまれている稲美町内外の芸術家が出品。日本画、洋画、彫
塑・工芸、書、写真の5部に分れて展示されます。

11月7日～11日 ふれあい交流館 稲美町・稲美町教育委員会 無料
稲美町教育委員会
文化の森課
079-492-7700

後援：
稲美町文化連盟

兵庫県 稲美町 ③ 芸能フェスティバル
稲美町文化連盟各協会会員による舞台での芸能発表と、舞台以外でのお茶席・い
けばなの展示をおこないます。

11月23日
稲美町立文化会館
コスモホール

稲美町・稲美町教育委員会 無料
稲美町教育委員会
文化の森課
079-492-7700

主管：
稲美町芸能ﾌｪｽﾃｨﾊﾞ
ﾙ・稲美町文化連盟

兵庫県 稲美町 ③
第2回稲美町吹奏楽団コスモ
シンフォニックウィンズ定期演
奏会

昨年につづいて、第2回目の吹奏楽団のコンサートを開催します。 11月18日
稲美町立文化会館
コスモホール

コスモホール文化振興協会 無料
稲美町教育委員会
文化の森課
079-492-7700

要入場整理券

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 小野市 ② 音楽発表会
普段の音楽授業の成果を1日目は児童のみ校内で、2日目は保護者向けに発表し
ます。

11月2日～3日 小野市立小野小学校 小野市立小野小学校 無料
【小野市立小野小学校HP】
http://ono-es.ono..schoolweb.jp/

小野市立小野小学校
0794-63-2725

兵庫県 小野市 ② 校内マラソン大会
体育や朝の持久走の成果を発揮して各学年の大池総合運動公園のコースを走りま
す。

11月23日
小野市
大池総合公園

小野市立小野小学校 無料
【小野市立小野小学校HP】
http://ono-es.ono..schoolweb.jp/

小野市立小野小学校
0794-63-2725

兵庫県 小野市 ③ 小野東小学校校内音楽祭 各学年の歌及び演奏を広く地域住民に披露する。 11月12日～18日 小野市立小野東小学校 小野市立小野東小学校 無料
【小野市立小野東小学校HP】
http://onohigasi.ono.schoolweb.jp/

小野市立小野東小学校
0794-63-3192

兵庫県 小野市 ②
小野東小学校かがやきマラソ
ン大会

各学年ごとにマラソン競技を行い、日頃の体力･持久力等を地域住民に披露する。 12月8日 小野市大池総合グランド 小野市立小野東小学校 無料
【小野市立小野東小学校HP】
http://onohigasi.ono.schoolweb.jp/

小野市立小野東小学校
0794-63-3192

兵庫県 小野市 ② 音楽祭
校内音楽祭を行います。学年ごとに合奏と器楽演奏を披露します。フィナーレは、参
加者（児童、職員，保護者）全員で合唱します。

11月10日 小野市立河合小学校 小野市立河合小学校 無料
【小野市立河合小学校HP】
http://kawai-es.schoolweb.jp/

小野市立河合小学校
0794-66-2913

兵庫県 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「ふれあい祭り」を行
い、人権文化の高揚を図ります。

11月17日～18日
小野市立コミセンかわい
小野市立河合小学校

小野市立コミセンかわい 無料
【小野市ｺﾐｾﾝ河合HP】
http://www.city.ono.hyogo.jp/

ｺﾐｾﾝかわい
0794-66-2030

兵庫県 小野市 ①
来住小学校区地域教育防災
訓練

地震による大規模災害を想定し、避難所となる小学校が地域住民や防災機関と連
携して官民一体の防災訓練を行います。

11月18日 小野市立来住小学校 小野市立来住小学校 無料
【小野市立来住小学校ＨＰ】
http://kisi.ono.schoolweb.jp/

小野市立来住小学校
0794-63-2735

兵庫県 小野市 ② 収穫祭
「田んぼの学校」（総合的な学習）で育ててきた米やそばを縦割り班で調理し、感謝
の気持ちを持っておいしくいただきます。

11月21日 小野市立来住小学校 小野市立来住小学校 無料
【小野市立来住小学校ＨＰ】
http://kisi.ono.schoolweb.jp/

小野市立来住小学校
0794-63-2735

兵庫県 小野市 ② 校内音楽会 音楽学習の成果を学年毎に合唱・合奏という形で発表し、鑑賞し合います。 11月16日
小野市立市場小学校
体育館

小野市立市場小学校 無料
【小野市立市場小学校HP】
http://itiba.ono.schoolweb.jp/

小野市立市場小学校
0794-63-2745

兵庫県 小野市 ②
オープンスクール（保護者向け
音楽会）

音楽学習の成果を学年毎に合唱・合奏という形で発表し、保護者・来賓・地域の
方々に鑑賞していただきます。

11月17日
小野市立市場小学校
体育館

小野市立市場小学校 無料
【小野市立市場小学校HP】
http://itiba.ono.schoolweb.jp/

小野市立市場小学校
0794-63-2745

兵庫県 小野市 ②
パラリンピアン講演会（H30年
度オリンピック・パラリンピック
ムーブメント展開事業）

パラリンピアンの講演により、児童及び保護者が、オリンピック・パラリンピックの意
義や価値にふれ、多面的な観点から、主体的にスポーツに親しむ態度を涵養した
り、共生社会への理解を促進したりする機会とします。

11月28日
小野市立小野市立
小野市立市場小学校
体育館

小野市立市場小学校 無料
【小野市立市場小学校HP】
http://itiba.ono.schoolweb.jp/

小野市立市場小学校
0794-63-2745

兵庫県 小野市 ③ 夏休み作品展
夏休みに行った工作や自由研究の成果を展示・発表の場。保護者や地域の方にも
案内する。

9月3日～7日 小野市立大部小学校 小野市立大部小学校 無料
【小野市立大部小学校ＨＰ】
http://obe.ono.schoolweb.jp/

小野市立大部小学校
0794-63-2755

兵庫県 小野市 ③ 学習発表会
各クラスで学んできたこと、音楽（合唱・合奏）、国語（演劇・朗読）などを披露する。
保護者や地域のも案内する。

11月17日 小野市立大部小学校 小野市立大部小学校 無料
【小野市立大部小学校ＨＰ】
http://obe.ono.schoolweb.jp/

小野市立大部小学校
0794-63-2756

兵庫県 小野市 ② 中番フェスティバル
学年毎に学習の成果（和太鼓演奏、合奏、合唱、劇等）を全校生、保護者、地域の
方々に発表します。また、全校縦割り班毎に工夫を凝らしたお店を出し、多くの方々
と交流します。

11月17日 小野市立中番小学校 小野市立中番小学校 無料
【小野市立中番小学校HP】
http://nakaban.ono.schoolweb.jp/

小野市立中番小学校
0794-67-0043

兵庫県 小野市 ② 学習発表会 合奏・合唱や群読などで学習の成果を発表します。 11月17日
小野市立下東条小学校
体育館

小野市立下東条小学校 無料
【小野市立下東条小学校のＨＰ】
http://simotojo.ono.schoolweb.jp/

小野市立下東条小学校
0794-67-0033

兵庫県 小野市 ② ふれあいフェスティバル
小学部は「とんでもない」、中学部は「パオパオの木」のオペレッタを上演し、学習発
表の場とします。また、作業学習で製作した小物類や紙漉きはがき、農園で育てた
野菜の販売を通して交流を図ります。

12月15日
小野市うるおい
　交流館エクラ

小野市立
小野特別支援学校

無料
【小野市立小野特別支援学校ＨＰ】
http://onotokubetusien.ono.schoolweb.j
p/

小野市立小野特別支援学校
0794-66-2571

兵庫県 小野市 ② 体育祭
中学校が中心となり、保護者・地域の方々との交流を深め、共に体育的行事を行い
ます。

9月8日 小野市立小野中学校 小野市立小野中学校 無料
【小野市立小野中学校HP】
http://ono.ono.schoolweb.jp/

小野市立小野中学校
0794-63-2720

兵庫県 小野市 ② 親子ふれあい講演会
講師に春川政信氏をお招きし、生徒と保護者を中心に子育てや生きがいについて
の講演を聞きます。

10月29日 小野市立小野中学校 小野市立小野中学校 無料
【小野市立小野中学校HP】
http://ono.ono.schoolweb.jp/

小野市立小野中学校
0794-63-2721

兵庫県 小野市 ② 人権旬間
中学校が中心となり、人権弁論大会等の人権に関する行事を地域の方々と一緒に
行います。

10月29日～11月9日 小野市立小野中学校 小野市立小野中学校 無料
【小野市立小野中学校HP】
http://ono.ono.schoolweb.jp/

小野市立小野中学校
0794-63-2722

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 小野市 ② オープンスクール 中学校の道徳の授業を、保護者・地域の方々に参観していただきます。 11月9日 小野市立小野中学校 小野市立小野中学校 無料
【小野市立小野中学校HP】
http://ono.ono.schoolweb.jp/

小野市立小野中学校
0794-63-2723

兵庫県 小野市 ② エコ回収
中学生とＰＴＡ役員が中心となり、各家庭に眠っている資源ごみを廃品回収の形で
集めます。

12月8日 小野市立小野中学校 小野市立小野中学校 無料
【小野市立小野中学校HP】
http://ono.ono.schoolweb.jp/

小野市立小野中学校
0794-63-2724

兵庫県 小野市 ②
マラソン大会・親子ふれあいう
どん会

中学生のマラソン大会の様子を保護者・地域の方々に参観していただき、その後ＰＴ
Ａ役員により生徒にうどんをふるまっていただきます。

12月15日 小野市立小野中学校 小野市立小野中学校 無料
【小野市立小野中学校HP】
http://ono.ono.schoolweb.jp/

小野市立小野中学校
0794-63-2725

兵庫県 小野市 ②③ かわい人権フェスタ
人権弁論発表（6年、7年、8年、9年）
学習発表（6年、7年、8年）
人権劇発表（9年生）

11月4日
小野市立河合中学校
体育館

小野市立河合中学校 無料
【小野市立河合中学校HP】
http://kawai-jhs.ono.schoolweb.jp/

小野市立河合中学校
0794-66-2907

兵庫県 小野市 ②③ かわい音楽祭

全校合唱
合唱コンクール（6年、7年、8年、9年)
小野特別支援学校生の発表
吹奏楽部による演奏

12月8日
小野市立河合中学校
体育館

小野市立河合中学校 無料
【小野市立河合中学校HP】
http://kawai-jhs.ono.schoolweb.jp/

小野市立河合中学校
0794-66-2907

兵庫県 小野市 ② 人権フィナーレ 道徳授業公開、人権に対する取組（専門部）、人権劇、標語・ポスターの掲示など 11月9日 小野市立小野南中学校 小野市立小野南中学校 無料
【小野市立小野南中学校HP】
http://onominami.ono.schoolweb.jp/

小野市立小野南中学校
0794-63-2731

兵庫県 小野市 ② プロから学ぶ講演会
「パティシエがつくっているのはケーキだけではない]
～世の中の仕事はすべて“モノづくり”～
株式会社パティシエエスコヤマ代表小山進氏による講演

11月29日 小野市立小野南中学校 小野市立小野南中学校 無料
【小野市立小野南中学校HP】
http://onominami.ono.schoolweb.jp/

小野市立小野南中学校
0794-63-2731

プロから学ぶ創造力
育成事業

兵庫県 小野市 ② ミュージックフェスティバル 学級合唱・学年合唱・全校合唱 12月1日 小野市立小野南中学校 小野市立小野南中学校 無料
【小野市立小野南中学校HP】
http://onominami.ono.schoolweb.jp/

小野市立小野南中学校
0794-63-2731

プロから学ぶ創造力
育成事業

兵庫県 小野市 ③ 小野市学童展
小野市内園児･児童･生徒の書写及び図工･美術作品を一堂に展示することにより、
興味関心を深め表現創作意欲を高揚させます。

11月3日～4日
小野市伝統産業会館
大研修室

小野市教育委員会
小野市学童展実行委員会

無料
小野市立旭丘中学校
0794-63-2750

兵庫県 小野市 ② 第4回オープンスクール
校内人権旬間中に取り組んだ様々な活動の集大成として人権弁論大会を開催しま
す。それに先立ち、道徳の授業を公開、生徒の人権意識の高まりを地域の方々に
知っていただき機会としています。

10月31日 小野市立旭丘中学校 小野市立旭丘中学校 無料
【小野市立旭丘中学校HP】
http://asahigaoka.ono.schoolweb.jp/

小野市立旭丘中学校
0794-63-2750

兵庫県 小野市 ② 人権教育講演会
元小学校教諭を講師としてに招き、校内で発生している様々な人権に関する問題を
自らの経験を談を交え講演して頂きます。

10月26日 小野市立旭丘中学校 小野市立旭丘中学校 無料
【小野市立旭丘中学校HP】
http://asahigaoka.ono.schoolweb.jp/

小野市立旭丘中学校
0794-63-2750

兵庫県 小野市 ①② 立志式
8年生一人一人がトライやるウィークやキャリア教育等で学んだことをまとめ、私の
「志」としと発表します。

11月9日 小野市立旭丘中学校 小野市立旭丘中学校 無料
【小野市立旭丘中学校HP】
http://asahigaoka.ono.schoolweb.jp/

小野市立旭丘中学校
0794-63-2750

兵庫県 小野市 ③ 合唱コンクール
各クラスが選曲した自由曲を朝や放課後に練習します。各クラスが、最優秀賞を目
指します。

11月30日 小野市立旭丘中学校 小野市立旭丘中学校 無料
【小野市立旭丘中学校HP】
http://asahigaoka.ono.schoolweb.jp/

小野市立旭丘中学校
0794-63-2750

兵庫県 小野市 ③ あさひ際（文化祭）
校区の3小学校の6年生を中学校に招待し、絵画や衝動の展示発表や
合唱、総合学習の発表を行い、小中の交流を深めます。

12月1日 小野市立旭丘中学校 小野市立旭丘中学校 無料
【小野市立旭丘中学校HP】
http://asahigaoka.ono.schoolweb.jp/

小野市立旭丘中学校
0794-63-2750

兵庫県 小野市 ② わか松っ子まつり
PTA役員が子ども達のために、様々なゲーム等を企画し、楽しいひと時を過ごしま
す。また、地域ボランティア団体「昔遊び体験隊」にお手玉やゴムとびなど昔遊びを
教わるなどして交流します。

10月23日 小野市立わか松幼稚園
小野市立わか松幼稚園
PTA

無料
【小野市立わか松幼稚園ＨＰ】
wakamatu-y@city.ono.hyogo.jp

小野市立わか松幼稚園
0794-62-2113

兵庫県 小野市 ②
保育参観＆親子給食＆子育
て講演会

子ども達の遊びの様子、クラス活動を見てもらい、その後親子で給食をいただきま
す。給食後は、保護者対象に子育て講演会を行います。

11月7日 小野市立わか松幼稚園 小野市立わか松幼稚園 無料
【小野市立わか松幼稚園ＨＰ】
wakamatu-y@city.ono.hyogo.jp

小野市立わか松幼稚園
0794-62-2113

兵庫県 小野市 ② ｵ-ﾌﾟﾝｽｸ-ﾙ 保育参観と講演会”親子脳ﾄﾚ遊び実践編”を実施します。 11月2日 小野市立小野東幼稚園 小野市立小野東幼稚園 無料
【小野市立小野東幼稚園ＨＰ】
onohigasi-y@city.ono.hyogo.jp

小野東幼稚園
0794-62-2666

兵庫県 小野市 ② 避難訓練
火災対応の避難訓練を実施します。消防自動車による消火訓練や火災防止のＤＶ
Ｄ鑑賞、消防署からのお話があります。

11月22日 小野市立小野東幼稚園 小野市立小野東幼稚園 無料
【小野市立小野東幼稚園ＨＰ】
onohigasi-y@city.ono.hyogo.jp

小野東幼稚園
0794-62-2666

兵庫県 小野市 ①② 第15回川島隆太教授講演会
脳科学の知見をもとに、実証実験を含む体験型の講演会を実施する中で、未来を
担う児童生徒の夢と希望をかなえるための習慣についての講話を、5年生児童と保
護者・一般市民にむけて聴講する。

10月24日
小野市
うるおい交流館エクラ

小野市教育委員会 無料
【小野市HP】
http://www.city.ono.hyogo.jp/

小野市教育委員会
学校教育課
0794-63-2409

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 小野市 ① 第45回小野市美術展
絵画・書道・写真・彫塑工芸4部門の美術作品を公募・審査し、入賞作品約180点を
展示します。
作品搬入日：10月14日（日）

10月25日～28日 小野市伝統産業会館
小野市
小野市文化連盟

無料
【第45回小野市美術展HP】
https://www.city.ono.hyogo.jp/1/8/43/
9/11/01/

小野市教育委員会
いきいき社会創造課
0794-63-2445

兵庫県 小野市 ① 市民芸能フェスティバル
小野市文化連盟芸能部による文化祭。
太鼓・民謡・舞踊・獅子舞等を披露します。

11月11日
小野市
うるおい交流館エクラ

小野市文化連盟 無料
小野市文化連盟事務局
0794-63-2445

兵庫県 小野市 ① 小野市民文化賞表彰式 文化振興・文化活動において貢献・活躍した市民あるいは市内団体を表彰します。 11月11日
小野市
うるおい交流館エクラ

小野市 無料
【平成30年度市民文化賞HP】
https://www.city.ono.hyogo.jp/1/8/43/
9/16/01/

小野市教育委員会
いきいき社会創造課
0794-63-2445

市民芸能フェスティバ
ル同時開催

兵庫県 小野市 ①
秋の読書週間イベント雑誌付
録の福袋

保管期限切れの雑誌付録を抽選でプレゼント。 10月27日～11月10日 小野市立図書館 小野市立図書館 無料
【小野市立図書館ＨＰ】
https://www.library.ono.hyogo.jp

小野市立図書館
0794-62-0456

兵庫県 小野市 ①
秋の読書週間イベント歴史講
演会

司馬遼太郎『俄浪華遊侠伝』から幕末の藩主一柳末徳に関する歴史講話。 10月28日 小野市立図書館 小野市立図書館 無料
【小野市立図書館ＨＰ】
https://www.library.ono.hyogo.jp

小野市立図書館
0794-62-0456

兵庫県 小野市 ①
秋の読書週間イベント
本を読んで秋の夜空を作ろう

期間中本を借りた子ども達に星型のシールを渡し、天空図の位置に星型シールを
貼っていくと秋の星座が出来上がります。

10月27日～11月10日 小野市立図書館 小野市立図書館 無料
【小野市立図書館ＨＰ】
https://www.library.ono.hyogo.jp

小野市立図書館
0794-62-0456

兵庫県 小野市 ①
秋の読書週間イベント資料展
示

一般書展示「食」をテーマにした小説・エッセイなど。
児童図書「〇〇の秋」秋をテーマにした絵本・読み物など。
一般・児童両方本からのSOS展汚損・破損した資料の展示。

10月27日～11月10日 小野市立図書館 小野市立図書館 無料
【小野市立図書館ＨＰ】
https://www.library.ono.hyogo.jp

小野市立図書館
0794-62-0456

兵庫県 小野市 ①
クリスマスイベントクリスマスお
すすめ絵本パック

クリスマスにおすすめの絵本2冊を1袋に入れて貸出。クリスマスバージョンのかわ
いい袋に入っています。

12月1日～25日 小野市立図書館 小野市立図書館 無料
【小野市立図書館ＨＰ】
https://www.library.ono.hyogo.jp

小野市立図書館
0794-62-0456

兵庫県 小野市 ①
特別展「小野藩陣屋町と村の
くらし」

小野市小野地区の住民と掘りおこした地域の歴史を紹介します。 10月20日～12月24日 小野市立好古館 小野市立好古館
【小野市立好古館ＨＰ】
https://www.city.ono.hyogo.jp/~kokokan
/

小野市立好古館
0794-63-3390

兵庫県 小野市 ① 文化の日講演会 小野市河合中町の元庄屋三枝家に伝わった文書について紹介します。 11月3日 小野市立コミセンかわい 小野市立好古館 無料
【小野市立好古館ＨＰ】
https://www.city.ono.hyogo.jp/~kokokan
/

小野市立好古館
0794-63-3390

兵庫県 小野市 ①
特別展講演会「江戸時代の小
野陣屋町を考える」

江戸時代の小野陣屋町のようすやそこでのくらしを考えていきます。 11月25日 小野市立コミセンおの 小野市立好古館 無料
【小野市立好古館ＨＰ】
https://www.city.ono.hyogo.jp/~kokokan
/

小野市立好古館
0794-63-3390

兵庫県 小野市 ①
短期講座
干支の「亥」の置物を作ろう

2019年の干支の「亥」の置物を作ります。
対象者：高校生以上
募集定員：15名（定員超過の場合、抽選）

11月10日
小野市立
あお陶遊館アルテ

小野市立
あお陶遊館アルテ

あお陶遊館アルテ
0794-66-7789

兵庫県 小野市 ①
短期講座
ランプシェードを作ろう

インテリアのアクセント、ランプシェードを作ります。
対象者：高校生以上
募集定員：15名（定員超過の場合、抽選）

12月8日
小野市立
あお陶遊館アルテ

小野市立
あお陶遊館アルテ

あお陶遊館アルテ
0794-66-7789

兵庫県 小野市 ① クリスマスイルミネーション
市庁舎、コミセン周辺にクリスマスイルミネーションを点灯します。11月24日（土）に
点灯式及びコンサート、各土曜日にもコンサートを開催し、華やかで、盛大なクリス
マスが楽しめます。

11月24日～12月25日
小野市立コミセンおの
周辺

小野地区地域づくり協議会
コミセンおの

無料
【小野市コミセンおのHP】
http://www.ono.hyogo.jp/cc-
ono/index.html

小野市立コミセンおの
0794-63-1020

兵庫県 小野市 ① かわいフェスタ
コミセンかわいのサークル生や近隣の保育園児、小中学生の舞台および作品の発
表会です。今年から「里山フェスタ」と合同開催で、かわい快適の森のハイキングを
実施します。各種団体の模擬店も多数出店します。

11月17日～18日
小野市立コミセンかわい
小野市立河合小学校

小野市立コミセンかわい
河合地区地域づくり協議会
小野市産業創造課

無料
【小野市コミセンかわいＨＰ】
https://www.city.ono.hyogo.jp/~cc-
kawai/

小野市立コミセンかわい
0794-66-2030

11月18日は作品展示
のみ

兵庫県 小野市 ① いちばふれあいの祭典
コミセンいちばのサークル生や市場地区の保育園児、小中学生の舞台および作品
の発表会です。各種団体の模擬店の出店もあります。10月28日は作品展示のみで
す。

10月27日～28日 小野市立コミセンいちば
小野市立コミセンいちば
市場地区地域づくり協議会

無料
【小野市コミセンいちばＨＰ】
https://www.city.ono.hyogo.jp/~cc-
itiba/

小野市立コミセンいちば
0794-62-2454

兵庫県 小野市 ① 大部地区ふれあいのつどい
保育園児及び小学校・中学校生徒の絵画展示並びに当サークル生による演芸発表
会、作品展示。

11月3日～4日 小野市立コミセンおおべ 大部地区地域づくり協議会 無料
【小野市コミセンおおべＨＰ】
https://www.city.ono.hyogo.jp/~cc-obe/

小野市立コミセンおおべ
0794-63-6100

兵庫県 小野市 ① 第40回下東条地区文化祭
小・中学生、コミセン下東条のサークル生による作品展示、サークル生、一般参加、
保育園児による舞台発表を実施します。各種団体による模擬店の出店もあります。
11月3日は作品展示のみです。

11月3日～4日
小野市立コミセン下東条
小野市立市民研修センター
小野市立下東条体育館

下東条地区地域づくり協議会 無料
【小野市コミセン下東条ＨＰ】
https://www.city.ono.hyogo.jp/~cc-
simotojo/

小野市立コミセン下東条
0794-67-0044

兵庫県 加古川市 ③ オープンスクール 全国幼稚園ウィークに際し、造形展及び公開保育を実施します。 11月16日 加古川市立加古川幼稚園 加古川市立加古川幼稚園 無料
加古川市立加古川幼稚園
079-422-3455

兵庫県 加古川市 ① 幼稚園ウイーク 幼稚園において季節や子供観漂う制作展を開催します。 11月13日～19日 加古川市立鳩里幼稚園 加古川市立鳩里幼稚園 無料
加古川市立鳩里幼稚園
079-422-2231

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 加古川市 ② 幼稚園ウィーク 園児の作品を展示。サッカー教室、ふれあい保育の様子を参観いただきます。 11月12日～18日 加古川市立氷丘幼稚園 加古川市立氷丘幼稚園 無料
加古川市立氷丘幼稚園
079-424-2641

兵庫県 加古川市 ②③ 作品展 園児の絵画や制作を展示し、保護者や地域の方に見ていただきます。 11月13日～16日,19日 加古川市立野口幼稚園 加古川市立野口幼稚園 無料
加古川市立野口幼稚園
079-422-5201

兵庫県 加古川市 ① トライやるウィーク 中学生と園児との交流活動及び幼稚園での職業体験をします。 11月5日～9日 加古川市立平岡幼稚園 加古川市立平岡幼稚園 無料
加古川市立平岡幼稚園
079-424-6401

兵庫県 加古川市 ② 幼稚園ウィーク 地域の方や保護者に園児の様子や作品を見ていただきます。 11月13日～19日 加古川市立平岡幼稚園 加古川市立平岡幼稚園 無料
加古川市立平岡幼稚園
079-424-6401

兵庫県 加古川市 ② 祖父母参観日 昔の遊びを通して、園児と祖父母とのふれあいを楽しみます。 11月16日 加古川市立平岡幼稚園 加古川市立平岡幼稚園 無料
加古川市立平岡幼稚園
079-424-6401

兵庫県 加古川市 ②
幼稚園ウィーク
オープンスクール

保護者や地域の方に保育の取組を公開したり、絵画造形を展示したりします。 11月13日～16日,19日 加古川市立尾上幼稚園 加古川市立尾上幼稚園 無料
加古川市立尾上幼稚園
079-422-4305

兵庫県 加古川市 ② 幼稚園ウィ-ク テ-マにそった造形展を多くの方々に鑑賞していただきます。 11月12日～16日 加古川市立別府町幼稚園 加古川市立別府町幼稚園 無料
加古川市立別府町幼稚園
079-437-8093

兵庫県 加古川市 ③ 作って遊ぼう 地域の方と身近な素材を使っておもちゃ作りを楽しみます。 11月14日 加古川市立東神吉幼稚園 加古川市立東神吉幼稚園 無料
加古川市立東神吉幼稚園
079-432-6735

兵庫県 加古川市 ② 幼稚園ウィーク
地域の方や保護者の方に普段の生活・遊びや作品展を見ていただきます。
（サッカー教室、お茶席体験、兵庫県立人と自然の博物館よりキッズキャラバン「移
動博物館車ゆめはく」来園など）

11月13日～16日
,19日

加古川市立東神吉幼稚園 加古川市立東神吉幼稚園 無料
加古川市立東神吉幼稚園
079-432-6735

兵庫県 加古川市 ② オープンスクール
11月12日から15日までの4日間、保育の様子を午前中公開するとともに、外部講師
を招いてのＰＴＡ家庭教育大学(陶芸教室）や園児対象のサッカー教室、親と子のふ
れあい教室なども実施します。

11月12日～15日 加古川市立西神吉幼稚園 加古川市立西神吉幼稚園 無料
加古川市立西神吉幼稚園
079-431-2585

兵庫県 加古川市 ② トライやるウィーク 中学生が幼稚園で体験活動を行います。 11月5日～9日 加古川市立平岡南幼稚園 加古川市立平岡南中学校 無料
加古川市立平岡南幼稚園
079-435-1639

兵庫県 加古川市 ② 幼稚園ウィークin加古川 オープンスクール（保護者参観）を行います。 11月15日 加古川市立平岡南幼稚園 加古川市立平岡南幼稚園 無料
加古川市立平岡南幼稚園
079-435-1639

兵庫県 加古川市 ② 幼稚園ウィーク 幼児が作った作品や絵画を展示し、地域、保護者の方に見ていただきます。 11月13日～21日 加古川市立浜の宮幼稚園 加古川市立浜の宮幼稚園 無料
加古川市立浜の宮幼稚園
079-424-6730

兵庫県 加古川市 ② 幼稚園ウィーク 期間中保育を公開し、園児の作品で造形展を行います。 11月13日～16日 加古川市立平岡東幼稚園 加古川市立平岡東幼稚園 無料
加古川市立平岡東幼稚園
078-943-5820

兵庫県 加古川市 ② 幼稚園ウィーク 園児の造形作品、絵画等を披露します。保育を公開します。 11月13日～19日 加古川市立平岡東幼稚園 加古川市立平岡東幼稚園 無料
加古川市立平岡東幼稚園
078-943-5820

兵庫県 加古川市 ② 幼稚園ウィーク 園児の造形作品、絵画等を披露します。保育を公開します。 11月13日～19日 加古川市立野口北幼稚園 加古川市立野口北幼稚園 無料
加古川市立野口北幼稚園
079-426-8241

兵庫県 加古川市 ② 幼稚園ウィーク・造形展 園児が作った造形作品・絵画等を展示します。 11月13日～19日 加古川市立氷丘南幼稚園 加古川市立氷丘南幼稚園 無料
加古川市立氷丘南幼稚園
079-421-5015

兵庫県 加古川市 ② 幼稚園ウィーク 地域の方に幼児の絵画展や造形展を見ていただきます。 11月13日～19日 加古川市立平岡北幼稚園 加古川市立平岡北幼稚園 無料
加古川市立平岡北幼稚園
079-425-0262

兵庫県 加古川市 ② 幼稚園ウィーク 地域の方や保護者に園児の作品や園での様子を見ていただきます。 11月13日～19日 加古川市立野口南幼稚園 加古川市立野口南幼稚園 無料
加古川市立野口南幼稚園
079-426-8233

兵庫県 加古川市 ③ 幼稚園ウイーク・作品展
園児が体験を基に協力して作ったジオラマや個人の図工作品を地域の方々・保護
者に公開します。

11月13日～16日 加古川市立両荘幼稚園 加古川市立両荘幼稚園 無料
加古川市立両荘幼稚園
079-428-0142

兵庫県 加古川市 ①③ 敬老参観日 祖父母を招き、主に昔から伝わる遊びを通じて、世代間の交流を深めます。 11月15日 加古川市立両荘幼稚園 加古川市立両荘幼稚園 無料
加古川市立両荘幼稚園
079-428-0142

兵庫県 加古川市 ①② トライやるウィーク 山手中学校生徒数名が保育体験をします。 11月5日～9日 加古川市立やまて幼稚園 加古川市立やまて幼稚園 無料
加古川市立やまて幼稚園
079-438-6530

兵庫県 加古川市 ①②
幼稚園ウィークオープンキン
ダーーガーデン

13日～19日(土・日を除く)にオープンキンダーガーデンを実施します。園児の絵画や
制作作品を展示しています。

11月13日～19日 加古川市立やまて幼稚園 加古川市立やまて幼稚園 無料
加古川市立やまて幼稚園
079-438-6530

兵庫県 加古川市 ② 造形展 園児達の作った作品を展示したり、一緒に遊んだりすることができます。 11月13日～19日 加古川市立しかたこども園 加古川市立しかたこども園 無料
加古川市立しかたこども園
079-452-5900

兵庫県 加古川市 ② オープンスクール 園児達の園での生活の様子を見ていただきます。 11月14日～15日 加古川市立しかたこども園 加古川市立しかたこども園 無料
加古川市立しかたこども園
079-452-5900

兵庫県 加古川市 ② こども園幼稚園ウィーク
日頃の遊びや、造形展を、地域・保護者・ユニットの他校園の先生方に見ていただき
ます。

11月13日～19日（日・
祝除く）

加古川市立川西こども園 加古川市立川西こども園 無料
加古川市立川西こども園
079-432-5070

兵庫県 加古川市 ② オープンスクール
人権学習をはじめとする授業等の公開や人権講演会の開催を通じて、家庭や地域
社会と連携・協力する機会とします。

11月20日～21日 加古川市立加古川小学校 加古川市立加古川小学校 無料
加古川市立加古川小学校
079-424-3456

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 加古川市 ② 人権授業参観日 オープンスクールで、授業は勿論、給食や清掃活動の様子もご覧いただきます。 11月2日 加古川市立氷丘小学校 加古川市立氷丘小学校 無料
加古川市立氷丘小学校
079-424-3457

公開は8時15分
～13時45分まで

兵庫県 加古川市 ②③ 音楽学習発表会 各学年が練習を積んできた合唱や合奏をご鑑賞いただきます。 11月23日 加古川市立氷丘小学校 加古川市立氷丘小学校 無料
加古川市立氷丘小学校
079-424-3457

公開は午前中

兵庫県 加古川市 ② 音楽会
音楽学習の発表の場として、保護者や地域の方々に各学年等の合唱・合奏を鑑賞
していただきます。

11月3日 加古川市立神野小学校 加古川市立神野小学校 無料
加古川市立神野小学校
079-438-5454

兵庫県 加古川市 ②
オープンスクール・親子人権参
観

人権学習の様子を公開します。 11月9日 加古川市立野口小学校 加古川市立野口小学校 無料
加古川市立野口小学校
079-424-1890

兵庫県 加古川市 ② 人権参観日 人権教育の参観と人権講演会を行います。 11月14日 加古川市立平岡小学校 加古川市立平岡小学校 無料
加古川市立平岡小学校
079-424-3460

兵庫県 加古川市 ③ 校内造形展 絵画・工作等、図工科での学習成果を作品として展示します。 11月28日,29日 加古川市立平岡小学校 加古川市立平岡小学校 無料
加古川市立平岡小学校
079-424-3460

兵庫県 加古川市 ② 音楽会 児童の合唱、合奏を保護者や老人クラブの方々を招き、鑑賞していただきます。 11月17日 加古川市立尾上小学校 加古川市立尾上小学校 無料
加古川市立尾上小学校
079-421-4561

兵庫県 加古川市 ② オープンスクール 児童の作品展を3日間開催し、最終日にはマラソン大会も実施します。 11月28日～30日 加古川市立尾上小学校 加古川市立尾上小学校 無料
加古川市立尾上小学校
079-421-4561

兵庫県 加古川市 ② 人権・道徳参観日 14時50分から各教室で、人権・道徳の授業を公開します。 11月29日 加古川市立別府小学校 加古川市立別府小学校 無料
加古川市立別府小学校
079-435-1719

兵庫県 加古川市 ② 校内作品展
図画工作の時間に子どもたちが作った作品をたくさん集めて作品展を開催します。
保護者や地域の方々にもお越しいただきます。

11月21日～23日 加古川市立上荘小学校 加古川市立上荘小学校 無料
加古川市立上荘小学校
079-428-2044

兵庫県 加古川市 ② ふれあい表現会
各学年が工夫たっぷりの合唱や合奏を演奏します。保育園児、幼稚園児による演
奏もあります。また、老人クラブの女性部の方による合唱も行われます。地域の方と
一体となったふれあい表現会を実施します。

11月23日 加古川市立上荘小学校 加古川市立上荘小学校 無料
加古川市立上荘小学校
079-428-2044

兵庫県 加古川市 ② マラソン大会
学校のすぐ近くに流れる加古川の河川敷のコースを使って学年毎にマラソン大会を
実施しています。多くの保護者の方が応援に来られます。

11月29日 加古川市立上荘小学校 加古川市立上荘小学校 無料
加古川市立上荘小学校
079-428-2044

兵庫県 加古川市 ② 音楽会 保護者や地域の方に、学年別の合唱・演奏と全校生による全員合唱を公開します。 11月17日 加古川市立東神吉小学校 加古川市立東神吉小学校 無料
加古川市立東神吉小学校
079-432-3462

兵庫県 加古川市 ② 音楽会 学年ごとに合唱、合奏を披露します。 11月10日 加古川市立西神吉小学校 加古川市立西神吉小学校 無料
加古川市立西神吉小学校
079-432-3463

兵庫県 加古川市 ② マラソン大会 学年ごとに男女別にマラソン大会を実施します。 11月29日 加古川総合公園周辺 加古川市立西神吉小学校 無料
加古川市立西神吉小学校
079-432-3463

兵庫県 加古川市 ② 人権参観・人権のつどい

人権に関する学習の授業を公開します。（人権参観）
各学年で取り組んだ人権学習について、学んだことの発表会（ふれあい発表会）をし
ます。
今年は劇を地域、保護者の方々と観賞します。（人権のつどい）

11月23日 加古川市立川西小学校 加古川市立川西小学校 無料
加古川市立川西小学校
079-431-3464

兵庫県 加古川市 ② オープンスクール
普段の学習の様子を公開します。また地域の方々にも来ていただき、交流を深めま
す。

11月21日～23日 加古川市立川西小学校 加古川市立川西小学校 無料
加古川市立川西小学校
079-431-3464

兵庫県 加古川市 ② ふれあい音楽会 各学年が合奏や合唱を行います。 11月3日 加古川市立陵北小学校 加古川市立陵北小学校 無料
加古川市立陵北小学校
079-438-0072

兵庫県 加古川市 ② マラソン大会 発達段階に応じた距離を、低・中・高学年が男女別に走ります。 11月29日 加古川市立陵北小学校 加古川市立陵北小学校 無料
加古川市立陵北小学校
079-438-0072

兵庫県 加古川市 ② オープンスクール 保護者や地域の方に授業、造形展などの教育活動を公開します。 11月21日 加古川市立平岡南小学校 加古川市立平岡南小学校 無料
加古川市立平岡南小学校
079-435-1527

兵庫県 加古川市 ① 地域交流フェスティバル
バザーや模擬店を実施することによって、児童、保護者及び地域住民のふれあいの
場を提供するとともに、本校の学習環境充実並びに東北被災地支援に資する収益
を募る場とします。

11月4日 加古川市立浜の宮小学校
加古川市立浜の宮小学校
ＰＴＡ

無料
加古川市立浜の宮小学校
079-423-2440

兵庫県 加古川市 ② オープンスクール
学校の教育活動を保護者及び地域住民に公開することで、相互理解と連携強化を
図ります。

11月7日 加古川市立浜の宮小学校 加古川市立浜の宮小学校 無料
加古川市立浜の宮小学校
079-423-2440

兵庫県 加古川市 ② 校内音楽会
児童が力を合わせて合唱や合奏をする姿を見ていただき、地域の方々と音楽の素
晴らしさを共有します。

11月22日 加古川市立鳩里小学校 加古川市立鳩里小学校 無料
加古川市立鳩里小学校
079-424-7006

兵庫県 加古川市 ② マラソン大会 各学年男女別にマラソンコースを走ります。 11月21日 加古川市立平岡東小学校 加古川市立平岡東小学校 無料
加古川市立平岡東小学校
078-943-5886

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 加古川市 ② 校内造形展 図工の学習での作品を全学年一同に展示する作品展を開催します。 11月26日～28日 加古川市立平岡東小学校 加古川市立平岡東小学校 無料
加古川市立平岡東小学校
078-943-5886

兵庫県 加古川市 ② オープンスクール
各学年が人権参観授業を含めて、2時間目から4時間目までの学習の様子をご覧い
ただきます。

11月28日 加古川市立平岡東小学校 加古川市立平岡東小学校 無料
加古川市立平岡東小学校
078-943-5886

兵庫県 加古川市 ②
道徳の授業参観及び教育講
演会

全学級で道徳の授業を公開します。その後体育館で保護者や地域の方を対象に
ネットトラブル防止についての教育講演会を行います。

11月17日 加古川市立野口北小学校 加古川市立野口北小学校 無料
加古川市立野口北小学校
079-426-8085

兵庫県 加古川市 ② オープンスクール 授業参観（道徳）、人権教育講演会を開催します。 11月9日 加古川市立志方小学校 加古川市立志方小学校 無料
加古川市立志方小学校
079-452-0066

兵庫県 加古川市 ② 人権参観日 人権に関する授業公開の後、人権講演会を開催します。 11月9日 加古川市立志方東小学校 加古川市立志方東小学校 無料
加古川市立志方東小学校
079-452-0306

兵庫県 加古川市 ② 西っ子フェスティバル
高学年児童が各教室を使って出店し、低学年児童や地域の高齢者福祉施設の
方々、中学校区にある子ども園、保育園の園児を招待する楽しい企画を実施しま
す。

11月8日 加古川市立志方西小学校 加古川市立志方西小学校 無料
加古川市立志方西小学校
079-452-0109

兵庫県 加古川市 ② 図画・工作展 今年度図工の時間に作った作品を展示します。 11月21日～23日 加古川市立氷丘南小学校 加古川市立氷丘南小学校 無料
加古川市立氷丘南小学校
079-421-5016

兵庫県 加古川市 ② 人権学習参観日 親子で人権を考える授業をします。 11月22日 加古川市立氷丘南小学校 加古川市立氷丘南小学校 無料
加古川市立氷丘南小学校
079-421-5016

兵庫県 加古川市 ③ ふれあい音楽会 学年ごとで合唱と合奏を行います。 11月3日 加古川市立平岡北小学校 加古川市立平岡北小学校 無料
加古川市立平岡北小学校
079-425-0260

兵庫県 加古川市 ① PTA人権教育研修会 講師を招いて講話を聞き人権意識の高揚を図ります。 11月15日 加古川市立平岡北小学校 加古川市立平岡北小学校 無料
加古川市立平岡北小学校
079-425-0260

兵庫県 加古川市 ②
オープンスクール
人権参観

道徳・人権の学習をきっかけに親子で人権を考える機会を設けています。その後、
ネットトラブル防止講座を開催し、保護者にも参加を呼びかけ、ネットにおける危険
性や正しい情報モラルについて考えます。

11月20日 加古川市立野口南小学校 加古川市立野口南小学校 無料
加古川市立野口南小学校
079-425-2002

兵庫県 加古川市 ② 校内音楽会
保護者や地域の方々に演奏を聴いていただいたり、全員で歌を歌うなど交流の場と
します。

11月10日 加古川市立東神吉南小学校 加古川市立東神吉南小学校 無料
加古川市立東神吉南小学校
079-431-5040

兵庫県 加古川市 ② マラソン大会 日頃のかけ足練習の成果を発揮する場とし、保護者に参観していただきます。 11月29日 加古川市立東神吉南小学校 加古川市立東神吉南小学校 無料
加古川市立東神吉南小学校
079-431-5040

兵庫県 加古川市 ③ 音楽会
音楽の学習の成果の発表として、各学年ごとに作り上げたプログラムを保護者や地
域に公開し、鑑賞してもらいます。

11月9日 加古川市立若宮小学校 加古川市立若宮小学校 無料
加古川市立若宮小学校
078-426-0862

兵庫県 加古川市 ② ふれあい音楽会 地域の方々、老人クラブの方々を招待して、ふれあい音楽会を行います。 11月10日 加古川市立別府西小学校 加古川市立別府西小学校 無料
加古川市立別府西小学校
079-436-5050

兵庫県 加古川市 ② 道徳授業参観
全クラスで道徳の授業を行い、参観授業を実施します。そのあと、保護者対象の講
演会を開催します。

11月23日 加古川市立加古川中学校 加古川市立加古川中学校 無料
加古川市立加古川中学校
079-422-0365

兵庫県 加古川市 ② 中部ﾕﾆｯﾄ作品展
7校園の作品を地域に公開します。
（あいあい保育園･加古川エンゼル保育園･野口幼稚園･野口南幼稚園･野口小学
校･野口南小学校･中部中学校）

11月2日～7日 野口公民館
加古川市立中部中学校区
の学校園

無料
加古川市立中部中学校
079-423-0634

兵庫県 加古川市 ② 道徳・人権授業参観 保護者・地域への道徳授業の公開します。 11月20日 加古川市立中部中学校 加古川市立中部中学校 無料
加古川市立中部中学校
079-423-0634

兵庫県 加古川市 ② 文化発表会
合唱コンクール代表クラスの合唱、文化部の発表、理科や美術の作品展を行いま
す。

11月2日 加古川市立浜の宮中学校 加古川市立浜の宮中学校 無料
加古川市立浜の宮中学校
079-437-8588

兵庫県 加古川市 ② 人権参観日 人権に関する授業を公開します。 11月23日 加古川市立浜の宮中学校 加古川市立浜の宮中学校 無料
加古川市立浜の宮中学校
079-437-8588

兵庫県 加古川市 ② 両中祭 中学校合唱発表部活動の発表展示を実施します。 11月3日 加古川市立両荘中学校 加古川市立両荘中学校 無料
加古川市立両荘中学校
079-428-0022

兵庫県 加古川市 ② 道徳研究発表会 人権、道徳の授業参観を実施します。 11月17日 加古川市立両荘中学校 加古川市立両荘中学校 無料
加古川市立両荘中学校
079-428-0022

兵庫県 加古川市 ③ 文化発表会 文化部のステージ・展示発表や合唱コンクールでの代表クラスの発表を行います。 11月2日 加古川市立平岡中学校 加古川市立平岡中学校 無料
加古川市立平岡中学校
079-423-2376

駐車スペースがありま
せんので自動車での
来校はご遠慮下さい。

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 加古川市 ② オープン平岡 終日、授業参観を実施します。 11月7日～9日 加古川市立平岡中学校 加古川市立平岡中学校 無料
加古川市立平岡中学校
079-423-2376

駐車スペースがありま
せんので自動車での
来校はご遠慮下さい。

兵庫県 加古川市 ② 授業参観 オープン平岡の最終日に各クラス教科の参観授業を実施します。 11月10日 加古川市立平岡中学校 加古川市立平岡中学校 無料
加古川市立平岡中学校
079-423-2376

駐車スペースがありま
せんので自動車での
来校はご遠慮下さい。

兵庫県 加古川市 ② トライやる･ウィーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。 11月5日～9日 加古川市立氷丘中学校 加古川市立氷丘中学校 無料
加古川市立氷丘中学校
079-424-7080

兵庫県 加古川市 ② 授業参観･講演会 各教室で人権に関する授業公開を行います。その後、体育館で講演会を行います。 11月23日 加古川市立氷丘中学校 加古川市立氷丘中学校 無料
加古川市立氷丘中学校
079-424-7080

兵庫県 加古川市 ② 人権授業参観 各クラスの人権学習の授業の様子を保護者に観ていただきます。 11月15日 加古川市立神吉中学校 加古川市立神吉中学校 無料
加古川市立神吉中学校
079-431-3402

兵庫県 加古川市 ① 人権フェステバル 授業参観、講演会を実施します。 11月17日 加古川市立志方中学校 加古川市立志方中学校 無料
加古川市立志方中学校
079-452-0117

兵庫県 加古川市 ② 参観日・オープンスクール 授業参観を実施します。 11月3日 加古川市立平岡南中学校 加古川市立平岡南中学校 無料
加古川市立平岡南中学校
079-437-1880

兵庫県 加古川市 ② トライやる・ウィーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。 11月5日～9日 加古川市内事業所 加古川市立平岡南中学校 無料
加古川市立平岡南中学校
079-437-1880

兵庫県 加古川市 ② トライやる・ウィーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。 11月5日～9日 加古川市内事業所 加古川市立別府中学校 無料
加古川市立別府中学校
079-437-4545

兵庫県 加古川市 ② 授業参観・弁論大会 各教室で授業公開を行います。その後、体育館で弁論大会を行います。 11月23日 加古川市立別府中学校 加古川市立別府中学校 無料
加古川市立別府中学校
079-437-4545

兵庫県 加古川市 ② 表現会 日頃の学習の成果を保護者や地域の方々に発表します。 11月3日 加古川市立加古川養護学校 加古川市立加古川養護学校 無料
加古川市立加古川養護学校
079-428-2645

兵庫県 加古川市 ② 東播工高祭 本校生徒の平生の学習活動の成果を地域等に広く発表する場とします。 11月2日～3日
兵庫県立東播工業
高等学校

兵庫県立東播工業高等学校 無料
【東播工業高校のHP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~toban-ths/

兵庫県立東播工業高等学校
079-432-6861

兵庫県 加古川市 ② オープンハイスクール
本校を入学希望または興味を持つ中学生、その保護者、中学校教員を対象に、学
習内容を紹介する場とします。

11月7日
兵庫県立東播工業
高等学校

兵庫県立東播工業高等学校 無料
【東播工業高校のHP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~toban-ths/

兵庫県立東播工業高等学校
079-432-6861

兵庫県 加西市 ③ ならの実まつり観劇会 親子で「シンドバッドの冒険」を観劇します。 10月27日 加西市立北条小学校 加西市立北条小学校 無料
【加西市立北条小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/hojo-es/

加西市立北条小学校
0790-42-0062

兵庫県 加西市 ② オープンスクール 授業や日常の生活の様子を家庭・地域に公開します。 11月21日，22日 加西市立北条小学校 加西市立北条小学校 無料
【加西市立北条小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/hojo-es/

加西市立北条小学校
0790-42-0062

兵庫県 加西市 ② 校内音楽会 保護者や学校関係者を招いて、児童が合唱や合奏を披露します。 11月12日～18日 加西市立北条小学校 加西市立北条小学校 無料
【加西市立北条小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/hojo-es/

加西市立北条小学校
0790-42-0062

兵庫県 加西市 ② 赤ちゃん先生交流授業
4年生を対象に、赤ちゃんとの交流を通して命の尊さや、人への接し方について学び
ます。

10月30日,12月4日 加西市立北条東小学校 加西市立北条東小学校 無料
【加西市立北条東小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/hojohigashi-es/

加西市立北条東小学校
0790-42-5052

兵庫県 加西市 ② 不審者対応避難訓練 不審者侵入事案に対応する訓練を行い、防災意識の高揚を図ります。 11月6日 加西市立北条東小学校 加西市立北条東小学校 無料
【加西市立北条東小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/hojohigashi-es/

加西市立北条東小学校
0790-42-5052

兵庫県 加西市 ② オープンスクール 授業や学校の取り組みを家庭・地域に公開します。 11月7日，8日 加西市立北条東小学校 加西市立北条東小学校 無料
【加西市立北条東小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/hojohigashi-es/

加西市立北条東小学校
0790-42-5052

兵庫県 加西市 ② 校内音楽会 音楽発表会を行います。 12月1日 加西市立北条東小学校 加西市立北条東小学校 無料
【加西市立北条東小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/hojohigashi-es/

加西市立北条東小学校
0790-42-5052

兵庫県 加西市 ② 校内マラソン大会 全校生が長距離走に挑みます。 12月5日
加西市立北条東小学校
丸山総合公園周辺コース

加西市立北条東小学校 無料
【加西市立北条東小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/hojohigashi-es/

加西市立北条東小学校
0790-42-5052

兵庫県 加西市 ② 学級対抗リレー
低学年と高学年に分かれ、学級ごとに選抜された児童による、学級対抗リレーを行
います。

11月12日 加西市立富田小学校 加西市立富田小学校 無料
【加西市立富田小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/tomita-es/

加西市立富田小学校
0790-42-0262

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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兵庫県 加西市 ②
加西市教育委員会指定
学習指導研究発表会

「いきいきと自分の考えを表現し、主体的に学び合う子の育成」を研究主題とした学
習指導についての研究発表を行います。

11月22日 加西市立富田小学校 加西市立富田小学校 無料
【加西市立富田小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/tomita-es/

加西市立富田小学校
0790-42-0262

兵庫県 加西市 ② 富田っ子発表会 学年ごとに合奏や合唱等、学習の成果を保護者や地域の方々に披露します。 12月1日 加西市立富田小学校 加西市立富田小学校 無料
【加西市立富田小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/tomita-es/

加西市立富田小学校
0790-42-0262

兵庫県 加西市 ② オープンスクール 児童の学習の様子や、学校の取り組みなどを、地域に公開します。 10月24日～26日 加西市立賀茂小学校 加西市立賀茂小学校 無料
【加西市立賀茂小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/kamo-es/

加西市立賀茂小学校
0790-46-0010

兵庫県 加西市 ② 講演会 児童と保護者を対象に講演会を実施します。 10月26日 加西市立賀茂小学校 加西市立賀茂小学校 無料
【加西市立賀茂小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/kamo-es/

加西市立賀茂小学校
0790-46-0010

兵庫県 加西市 ② 学習発表会 学年ごとに、音楽を中心にした学習発表を行います。 12月1日 加西市立賀茂小学校 加西市立賀茂小学校 無料
【加西市立賀茂小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/kamo-es/

加西市立賀茂小学校
0790-46-0010

兵庫県 加西市 ② オープンスクール 授業や学校の取り組みを家庭・地域に公開します。 10月18日～20日 加西市立下里小学校 加西市立下里小学校 無料
【加西市立下里小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/shimosato-es/

加西市立下里小学校
0790-48-2009

兵庫県 加西市 ② 親子講演会 児童や保護者を対象に講演会を実施します。 10月20日
加西市立下里小学校
体育館

下里地区青少年健全育成会
子ども会育成会

無料
【加西市立下里小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/shimosato-es/

加西市立下里小学校
0790-48-2009

兵庫県 加西市 ② ふれあい音楽会 全校生が音楽発表を行い、保護者とともに鑑賞し合います。 11月23日
加西市立下里小学校
体育館

加西市立下里小学校 無料
【加西市立下里小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/shimosato-es/

加西市立下里小学校
0790-48-2009

兵庫県 加西市 ① 三世代ふれあい事業 校区の3世代が集まり、ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌなどで交流を深めます。 10月21日 加西市立九会小学校 九会地区はつらつ委員会 無料
【加西市立九会小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/kue-es/

加西市立九会小学校
0790-49-0009

兵庫県 加西市 ② 学習指導研究発表会 Ｈ29･30年度に市の指定を受けて、推進してきた研究を発表します。 11月9日 加西市立九会小学校 加西市立九会小学校 無料
【加西市立九会小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/kue-es/

加西市立九会小学校
0790-49-0009

兵庫県 加西市 ② オープンスクール 児童の日頃の学習や学校生活の様子を家庭･地域に公開します。 11月29日，30日 加西市立九会小学校 加西市立九会小学校 無料
【加西市立九会小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/kue-es/

加西市立九会小学校
0790-49-0009

兵庫県 加西市 ② 校内音楽会 保護者や学校関係者を迎え、児童が合唱･合奏を披露します 12月1日 加西市立九会小学校 加西市立九会小学校 無料
【加西市立九会小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/kue-es/

加西市立九会小学校
0790-49-0009

兵庫県 加西市 ② 校内音楽会 保護者や学校関係者を招いて、児童が合唱や合奏を披露します。 11月23日 加西市立富合小学校 加西市立富合小学校 無料
【加西市富合小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/tomiai-es/

加西市立富合小学校
0790-47-0006

兵庫県 加西市 ② 土曜チャレンジ学習 講師を招いて、児童が天体観測を行います。 11月24日 加西市立富合小学校 加西市立富合小学校区子ども会 無料
【加西市富合小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/tomiai-es/

加西市立富合小学校
0790-47-0006

兵庫県 加西市 ② オープンスクール 児童の学校での生活や学習の様子を保護者や地域の方に公開します。 10月18日～20日 加西市立日吉小学校 加西市立日吉小学校 無料
【加西市立日吉小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/hiyoshi-es/

加西市立日吉小学校
0790-45-0019

兵庫県 加西市 ②③ 観劇会 児童及び保護者・地域の方ででミュージカル鑑賞をします。 10月20日 加西市立日吉小学校
加西市立日吉小学校
PTA

無料
【加西市立日吉小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/hiyoshi-es/

加西市立日吉小学校
0790-45-0019

兵庫県 加西市 ② 校内音楽会 児童が音楽学習の成果を保護者や地域の方に発表します。 12月1日 加西市立日吉小学校 加西市立日吉小学校 無料
【加西市立日吉小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/hiyoshi-es/

加西市立日吉小学校
0790-45-0019

兵庫県 加西市 ② オープンスクール 学校の教育活動の様子を家庭や地域に公開します。 10月18日～20日 加西市立宇仁小学校 加西市立宇仁小学校 無料
【加西市立宇仁小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/uni-es/

加西市立宇仁小学校
0790-45-0017

兵庫県 加西市 ② さつまいもまつり
幼児園児、保護者、地域住民、福祉施設入所者及び職員等を招いて、学習の成果
を発表し、日頃お世話になっていることへの感謝の気持ちを伝えます。

11月23日 加西市立宇仁小学校 加西市立宇仁小学校 無料
【加西市立宇仁小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/uni-es/

加西市立宇仁小学校
0790-45-0017
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兵庫県 加西市 ② オープンスクール 学校の教育活動の様子を公開します。 10月17日～19日 加西市立西在田小学校 加西市立西在田小学校 無料
【加西市立西在田小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/nishiarita-es/

加西市立西在田小学校
0790-44-0049

兵庫県 加西市 ② 講演会 児童・保護者を対象に講演会を実施します。 10月19日 加西市立西在田小学校 加西市立西在田小学校 無料
【加西市立西在田小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/nishiarita-es/

加西市立西在田小学校
0790-44-0049

兵庫県 加西市 ①② ふるさと散歩 児童がその保護者、地域住民とともに校区の文化施設や名所を巡ります。 11月10日 加西市立西在田小学校 加西市立西在田小学校 無料
【加西市立西在田小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/nishiarita-es/

加西市立西在田小学校
0790-44-0049

兵庫県 加西市 ② 学習発表会 音楽科を中心として、学習の成果を公開します。 12月1日 加西市立西在田小学校 加西市立西在田小学校 無料
【加西市立西在田小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/nishiarita-es/

加西市立西在田小学校
0790-44-0049

兵庫県 加西市 ② オープンスクール 学校教育活動（授業・対級リレー等）を保護者・地域住民に公開を行います。 10月17日～19日 加西市立泉小学校 加西市立泉小学校 無料
【加西市立泉小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/izumi-es

加西市立泉小学校
0790-44-0029

兵庫県 加西市 ② 教育講演会 保護者対象の講演会を実施します。 10月19日 加西市立泉小学校 加西市立泉小学校 無料
【加西市立泉小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/izumi-es

加西市立泉小学校
0790-44-0029

兵庫県 加西市 ② 音楽発表会 各学年の合唱や合奏を公開します。 11月23日 加西市立泉小学校 加西市立泉小学校 無料
【加西市立泉小学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/izumi-es

加西市立泉小学校
0790-44-0029

兵庫県 加西市 ② 人権作文発表会 生徒･保護者を対象に教育講演会を実施します。 10月3日 加西市立北条中学校
加西市立北条中学校
ＰＴＡ

無料
【加西市立北条中学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/hojo-jhs/

加西市立北条中学校
0790-42-6300

兵庫県 加西市 ② 北条中学校美バースデー 生徒・保護者・教職員が廃品回収を行います。 10月14日 加西市立北条中学校
加西市立北条中学校
ＰＴＡ

無料
【加西市立北条中学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/hojo-jhs/

加西市立北条中学校
0790-42-6300

兵庫県 加西市 ② オープンスクール 授業及び、各学年の合唱ﾘﾊｰｻﾙを公開します。 10月31日～11月2日 加西市立北条中学校 加西市立北条中学校 無料
【加西市立北条中学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/hojo-jhs/

加西市立北条中学校
0790-42-6300

兵庫県 加西市 ② 北条中学校合唱祭 生徒合唱、吹奏楽部演奏を公開します。 11月3日
加西市立北条中学校
体育館

加西市立北条中学校 無料
【加西市立北条中学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/hojo-jhs/

加西市立北条中学校
0790-42-6300

兵庫県 加西市 ②
北条中学校キャリア教育研究
発表会

キャリア教育の取り組み授業公開と研究発表を行います。 11月14日 加西市立北条中学校 加西市立北条中学校 無料
【加西市立北条中学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/hojo-jhs/

加西市立北条中学校
0790-42-6300

兵庫県 加西市 ② 善防中学校美バースデー 生徒・保護者・教職員が廃品回収を行います。 10月14日
加西市立善防中学校区
各町

加西市立善防中学校ＰＴＡ 無料
【加西市立善防中学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/zenbo-jhs/

加西市立善防中学校
0790-48-2188

兵庫県 加西市 ② 善防中学校オープンスクール 授業公開を行います。 11月1日～3日 加西市立善防中学校 加西市立善防中学校 無料
【加西市立善防中学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/zenbo-jhs/

加西市立善防中学校
0790-48-2188

兵庫県 加西市 ② 善防中学校ふれあい合唱祭 各学級の生徒合唱、ＰＴＡ合唱、吹奏楽部演奏を公開します。 11月3日 加西市立善防中学校 加西市立善防中学校 無料
【加西市立善防中学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/zenbo-jhs/

加西市立善防中学校
0790-48-2188

兵庫県 加西市 ②
善防中学校駅伝・マラソン大
会
炊き出し訓練

駅伝・マラソン大会の後、炊き出し訓練として豚汁を作り、生徒・保護者・地域の方に
ふるまいます。

12月8日 加西市立善防中学校 加西市立善防中学校 無料
【加西市立善防中学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/zenbo-jhs/

加西市立善防中学校
0790-48-2188

兵庫県 加西市 ①② 参観日・講演会 ＰＴＡ主催の講演会です。今年は「命の授業」のテーマで行います。 10月5日 加西市立加西中学校 加西市立加西中学校 無料
【加西市立加西中学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/kasai-jhs/

加西市立加西中学校
0790-49-0200

兵庫県 加西市 ①② 人権意見発表会 代表の生徒による、人権作文の発表会を行います。 10月17日 加西市立加西中学校 加西市立加西中学校 無料
【加西市立加西中学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/kasai-jhs/

加西市立加西中学校
0790-49-0200

兵庫県 加西市 ② オープンスクール 平常授業、音楽祭練習、清掃、終わりの会、部活動等を公開します。 10月30日～11月1日 加西市立加西中学校 加西市立加西中学校 無料
【加西市立加西中学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/kasai-jhs/

加西市立加西中学校
0790-49-0200

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 加西市 ② 道徳授業公開 道徳の授業公開を行います。 10月31日 加西市立加西中学校 加西市立加西中学校 無料
【加西市立加西中学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/kasai-jhs/

加西市立加西中学校
0790-49-0200

兵庫県 加西市 ② ふれあい音楽祭 クラス合唱や吹奏楽部の演奏を行います。 11月3日 加西市立加西中学校 加西市立加西中学校 無料
【加西市立加西中学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/kasai-jhs/

加西市立加西中学校
0790-49-0200

兵庫県 加西市 ② ブックトーク 図書館派遣の講師に、読書の魅力について講演していただきます。 11月9日 加西市立加西中学校 加西市立加西中学校 無料
【加西市立加西中学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/kasai-jhs/

加西市立加西中学校
0790-49-0200

兵庫県 加西市 ①② 美バースデー ＰＴＡ活動として生徒･保護者･教職員が廃品を回収し、環境貢献活動を行います。 11月11日 加西市立加西中学校 加西市立加西中学校 無料
【加西市立加西中学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/kasai-jhs/

加西市立加西中学校
0790-49-0200

兵庫県 加西市 ② 進路説明会 3年生の保護者と生徒対象に説明会を実施します。高校の学校紹介もあります。 11月22日 加西市立加西中学校 加西市立加西中学校 無料
【加西市立加西中学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/kasai-jhs/

加西市立加西中学校
0790-49-0200

兵庫県 加西市 ② オープンスクール 平常授業、清掃、終わりの会、部活動等を公開します。 10月2日～4日 加西市立泉中学校 加西市立泉中学校 無料
【加西市立泉中学校】
http://www.kasai.ed.jp/izumi-jhs/

加西市立泉中学校
0790-45-0151

兵庫県 加西市 ② ふれあい音楽祭 各学級による合唱の発表や吹奏楽部による演奏を行います。 11月3日 加西市立泉中学校 加西市立泉中学校 無料
【加西市立泉中学校】
http://www.kasai.ed.jp/izumi-jhs/

加西市立泉中学校
0790-45-0151

兵庫県 加西市 ② 道徳授業研究会 横山先生をお招きして、道徳授業公開と研修会を行います。 11月13日 加西市立泉中学校 加西市立泉中学校 無料
【加西市立泉中学校】
http://www.kasai.ed.jp/izumi-jhs/

加西市立泉中学校
0790-45-0151

兵庫県 加西市 ② 小小･小中交流会
泉校区の4小学校6年生の児童と中学校2年生とが、文化･レクリエーション交流を行
い、親睦を深め、中1ギャップの解消を図ります。

11月16日 加西市立泉中学校 加西市立泉中学校 無料
【加西市立泉中学校】
http://www.kasai.ed.jp/izumi-jhs/

加西市立泉中学校
0790-45-0151

兵庫県 加西市 ② オープンスクール 授業や学校の取組を家庭や地域に公開します。 11月14日，15日 加西市立加西特別支援学校 加西市立加西特別支援学校 無料
【加西市立加西特別支援学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/kasai-ses/

加西市立加西特別支援学校
0790-48-2304

兵庫県 加西市 ② わかばフェスティバル
保護者や地域の方々、交流している小学校・中学校・高等学校の児童・生徒を招き
中学部・高等部の生徒が作業作品を販売します。本校の児童生徒の活動の様子を
幅広く知ってもらう機会です。

12月7日 加西市立加西特別支援学校 加西市立加西特別支援学校 無料
【加西市立加西特別支援学校HP】
http://www.kasai.ed.jp/kasai-ses/

加西市立加西特別支援学校
0790-48-2304

兵庫県 加西市 ① 善防公民館まつり

20（土）は、展示発表のほか、「東山篤規氏の特別講演」、「船江恒平六段の指導対
局」「子ども将棋大会」を開催。
21（日）は、芸能発表、料理バザー、作品バザー、フリーマーケット、子ども屋台など
を開催。

10月20日～21日 善防公民館
善防公民館
善防公民館登録ｸﾞﾙｰﾌﾟ
館外教室連絡協議会

無料
善防公民館
0790-48-2643

兵庫県 加西市 ①③
船江恒平六段による将棋特別
講座と指導対局

加古川在住のプロ棋士船江恒平六段による講座と多面指しによる指導対局。 10月20日 善防公民館
加西将棋連盟
善防公民館

無料
善防公民館
0790-48-2643

兵庫県 加西市 ①③ 子ども将棋大会 小学校低学年の部、高学年の部に分けて各部門3位まで表彰。参加賞もあり。 10月20日 善防公民館
加西将棋連盟
善防公民館

善防公民館
0790-48-2643

参加費500円

兵庫県 加西市 ①③ 東山篤規氏ふるさと講演
善防公民館まつり特別講演。「いろいろな逆さま世界の知覚」
2016年イグノーベル賞受賞の東山篤規教授による視点を変えたものの見方の講
演。

10月20日 善防公民館
善防公民館
善防公民館登録ｸﾞﾙｰﾌﾟ
館外教室連絡協議会

無料
善防公民館
0790-48-2643

兵庫県 加西市 ③ 加西市盆栽展 盆栽の展示 10月26日～28日
地域交流センター
（アスティアかさい3階）

加西市,加西市盆栽研究会 無料
生涯学習課
0790-42-8775

兵庫県 加西市 ① 宮き野のつどい
「音楽で広がる、つながる、”宮き野の輪”をテーマとして、登録グループ学習発表会
及び特別記念公演（加門隆太朗さんを中心とした、「音楽への誘い～若手音楽家を
招いて～」のコンサート）を開催します。。

10月27日～28日 南部公民館
南部公民館
南部公民館登録グループ協議会

無料
南部公民館
0790-49-0041

兵庫県 加西市 ① ふるさとの祭典
公民館登録グループによる芸能発表会・展示会です。記念講演・バザーも開催しま
す。

11月10日～11日 加西市立泉中学校
北部公民館
北部公民館登録グループ連絡協議会

無料
北部公民館
0790-45-0103

兵庫県 加西市 ①③ ふれあい伝統フェスティバル
播磨農高の郷土伝統芸能継承クラブによる播州歌舞伎と、地元伝統芸能団体とが
演目を披露します。

11月23日
兵庫県立
播磨農業高等学校

ふれあい伝統芸能フェスティバル
実行委員会

無料
生涯学習課
0790-42-8775

農高祭と同時開催

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 加西市 ① 中央ふれあいまつり
公民館登録グループ生・主催講座生による作品展示、芸能発表、作品バザー、料
理バザー等を開催します。地区の小中学校生、高校生の参加により、地域交流を深
めます。

11月24日～25日 加西市民会館
中央公民館
中央公民館登録グループ協議会

無料
中央公民館
0790-42-2151

兵庫県 加西市 ③ 子どもとおとなのおはなし会 子どもと一緒に大人の方もおはなし会を楽しみます。 10月20日 加西市立図書館内 加西市立図書館 無料
【加西市立図書館HP】
http://www.library.city.kasai.hyogo.jp/

加西市立図書館
0790-42-3722

兵庫県 加西市 ③ 図書館まつり
「雑誌リサイクルフェア」「キッズクラフト」「ブルースハープライブ」等のイベントを実施
します。

10月21日 加西市立図書館内 加西市立図書館 無料
【加西市立図書館HP】
http://www.library.city.kasai.hyogo.jp/

加西市立図書館
0790-42-3723

兵庫県 加西市 ③
パネルギャラリー「中学生読書
郵便」

市内の中学生が書いた、本を紹介する手紙を掲示します。 10月2日～30日 加西市立図書館内 加西市立図書館 無料
【加西市立図書館HP】
http://www.library.city.kasai.hyogo.jp/

加西市立図書館
0790-42-3724

兵庫県 加西市 ③
絵本講座「本好きな子の育成
は、未来への夢や可能性を広
げる」

子どもにとっての読書とは。絵本から読み物への移行。本好きな子に育てるには…
等の講演会です。

11月4日
アスティアかさい
集会室

加西市立図書館 無料
【加西市立図書館HP】
http://www.library.city.kasai.hyogo.jp/

加西市立図書館
0790-42-3725

兵庫県 加西市 ③ おはなし会 幼児から小学校低学年を対象とした絵本の読み聞かせ等を行います。 毎週土曜日 加西市立図書館内 加西市立図書館 無料
【加西市立図書館HP】
http://www.library.city.kasai.hyogo.jp/

加西市立図書館
0790-42-3726

兵庫県 加西市 ③ えほんのひろば 0歳児から3歳児程度の子どもを対象に親子で楽しむ読み聞かせ等を行います。 毎月第2・3木曜日 加西市立図書館内 加西市立図書館 無料
【加西市立図書館HP】
http://www.library.city.kasai.hyogo.jp/

加西市立図書館
0790-42-3727

兵庫県 加西市 ②
うにっこカーニバル（幼児園運
動会）

保護者、祖父母、未就園児、地域の方々と一緒に運動会を楽しみます。 10月13日 加西市立宇仁幼児園 加西市立宇仁幼児園 無料
加西市立宇仁幼児園
0790-45-1524

兵庫県 加西市 ①② 食育教室
いずみ会や保健師による食習慣、栄養について紙芝居や講話を聞き、食育につい
て学びます。

10月17日 加西市立宇仁幼児園 加西市立宇仁幼児園 無料
加西市立宇仁幼児園
0790-45-1524

兵庫県 加西市 ①② 幼児園ウィーク 園での活動を保護者や地域の方に公開します。 10月17日～19日 加西市立宇仁幼児園 加西市立宇仁幼児園 無料
加西市立宇仁幼児園
0790-45-1524

兵庫県 加西市 ② 英語で遊ぼう 中学校のALT教師による英語に触れる体験をします。 11月5日 加西市立宇仁幼児園 加西市立宇仁幼児園 無料
加西市立宇仁幼児園
0790-45-1524

兵庫県 加西市 ① 絵本タイム ボランティアの方に絵本の読み聞かせをしていただきます。
10月16日，
11月13日，27日

加西市立宇仁幼児園 加西市立宇仁幼児園 無料
加西市立宇仁幼児園
0790-45-1524

兵庫県 加西市 ③ こども茶道教室 茶道を通して日本文化に触れる体験をします。 10月24日，11月14日 加西市立宇仁幼児園 加西市立宇仁幼児園 無料
加西市立宇仁幼児園
0790-45-1524

兵庫県 加西市 ①② うにっこランド 未就園児親子を対象に園庭解放します。 11月16日 加西市立宇仁幼児園 加西市立宇仁幼児園
加西市立宇仁幼児園
0790-45-1524

兵庫県 加西市 ①② 家庭教育講座 保護者や地域の方を対象に家庭教育に関する講演会を開催します。 11月22日 加西市立宇仁幼児園 加西市立宇仁幼児園 無料
加西市立宇仁幼児園
0790-45-1524

兵庫県 加西市 ② さつまいも祭り
地域の方を招いて、幼児園5歳児と小学生が育てたさつまいもの収穫祭を行いま
す。

11月23日 加西市立宇仁小学校 加西市立宇仁小学校 無料
加西市立宇仁幼児園
0790-45-1524

兵庫県 加西市 ② なかよし音楽会 園児の音楽遊びを保護者や地域の方に公開します。 12月9日 加西市立宇仁幼児園 加西市立宇仁幼児園 無料
加西市立宇仁幼児園
0790-45-1524

兵庫県 加西市 ①② こども園ウイーク 地域（中学校区）対象にオープンスクールを行います。 10月17日～19日 加西市立加西こども園 加西市立加西こども園 無料
加西市立加西こども園
0790-49-2363

兵庫県 加西市 ①② なかよし音楽会 園児の音楽遊びを、地域保護者の方に公開します。 12月8日 加西市立加西こども園 加西市立加西こども園 無料
加西市立加西こども園
0790-49-2363

兵庫県 加西市 ② 日吉幼児園運動会 保護者、祖父母、未就園児、地域の方と一緒に運動会を楽しみます。 10月13日
加西市立日吉幼児園
園庭

加西市立日吉幼児園 無料
加西市立日吉幼児園
0790-45-0324

兵庫県 加西市 ①② 幼児園ウィーク 園での活動を地域や保護者に公開します。 10月17日～19日 加西市立日吉幼児園 加西市立日吉幼児園 無料
加西市立日吉幼児園
0790-45-0324

兵庫県 加西市 ③ お茶の日 茶道を通じて日本文化に触れる体験をします。 10月17日 加西市立日吉幼児園 加西市立日吉幼児園 無料
加西市立日吉幼児園
0790-45-0324

兵庫県 加西市 ② 焼き芋つくり・焼き芋販売
収穫したさつま芋で焼き芋を作り、5歳児が焼き芋屋さんになって、保護者や小学
生、地域の人に販売し、絵本購入に資金にします。

10月18日 加西市立日吉幼児園 加西市立日吉幼児園
加西市立日吉幼児園
0790-45-0324

1本100円で販売

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 加西市 ② 稲刈り 地域の方に教えていただいて、4、5歳児と保護者で稲刈りをします。 10月23日 和泉町　伊藤さんの田 加西市立日吉幼児園 無料
加西市立日吉幼児園
0790-45-0324

兵庫県 加西市 ②
加西市教育委員会指定研究
保育

公開保育・全体会（事例発表）・講演会 11月10日 加西市立日吉幼児園 加西市立日吉幼児園 無料
加西市立日吉幼児園
0790-45-0324

教育、保育関係者対
象

兵庫県 加西市 ① 食育講座・給食参観
子どもの食に関する正しい知識と望ましい食習慣について、保護者と4、5歳児
に伝えます。その後、保護者は給食の試食を全園児と一緒にします。

11月22日 加西市立日吉幼児園 加西市立日吉幼児園 無料
加西市立日吉幼児園
0790-45-0324

いずみ会、健康課共
催

兵庫県 加西市 ② 音楽会 園児の音楽会を、保護者、祖父母、地域の人に公開します。 12月8日 加西市立日吉幼児園 加西市立日吉幼児園 無料
加西市立日吉幼児園
0790-45-0324

兵庫県 加西市 ② 新嘗祭
地域にある日吉神社の招待で、お餅つきをしたり、園児（4、5歳児）の描いた干支の
絵馬を奉納します。

12月12日 日吉神社 日吉神社 無料
加西市立日吉幼児園
0790-45-0324

兵庫県 加西市 ② 運動会
未就園親子、祖父母、地域のデイサービス施設の方を招待し、園児の手作りの運動
会を共に楽しみます。

10月13日 加西市立賀茂幼児園
加西市立賀茂幼児園
P T A

無料
加西市立賀茂幼児園
0790-46-0313

兵庫県 加西市 ①② 幼児園ウィーク 地域対象にオープンスクールをします。 10月17日～19日 加西市立賀茂幼児園 加西市立賀茂幼児園 無料
加西市立賀茂幼児園
0790-46-0313

兵庫県 加西市 ①② 加西の里訪問
5歳児が、老人福祉施設を訪問し、歌や手遊びを一緒に楽しみ、ふれあい交流しま
す。

10月中旬 加西の里 加西市立賀茂幼児園 無料
加西市立賀茂幼児園
0790-46-0313

兵庫県 加西市 ①② デイサービス施設「華暖」訪問
5歳児が、デイサービス施設を訪問し、歌や手遊びを一緒に楽しみ、ふれあい交流し
ます。

10月下旬 デイサービス施設「華暖」 加西市立賀茂幼児園 無料
加西市立賀茂幼児園
0790-46-0313

兵庫県 加西市 ② 親子ふれあい事業 5歳児が親子でふれあったり、ゲームを楽しんだりします。 11月17日 加西市立賀茂幼児園
加西市立賀茂幼児園
P T A

無料
加西市立賀茂幼児園
0790-46-0313

兵庫県 加西市 ①② 苗販売
5歳児が苗屋さんになって、保護者、小学生、地域の人に、自分達で育てた苗を販
売し、絵本購入の資金にします。

11月中旬 加西市立賀茂幼児園 加西市立賀茂幼児園 無料
加西市立賀茂幼児園
0790-46-0313

兵庫県 加西市 ② 音楽会 園児達の音楽会を公開します。 12月8日 加西市立賀茂幼児園 加西市立賀茂幼児園 無料
加西市立賀茂幼児園
0790-46-0313

兵庫県 加西市 ② 運動会
未就園児親子・祖父母・地域の方々を招待して幼児園独自の手作りの運動会を楽し
みます。

10月6日 加西市立泉幼児園 加西市立泉幼児園 無料
加西市立泉幼児園
0790‐44‐1968

兵庫県 加西市 ①② 幼児園ウィーク 園での活動を地域の人や保護者に公開して見て頂きます。 10月17日～19日 加西市立泉幼児園 加西市立泉幼児園 無料
加西市立泉幼児園
0790‐44‐1968

兵庫県 加西市 ③ 和太鼓指導 5歳児の園児が地域の指導者から和太鼓の指導を受けます。 11月5日 加西市立泉幼児園 加西市立泉幼児園 無料
加西市立泉幼児園
0790‐44‐1968

兵庫県 加西市 ① お話しの会 地域のボランティアの方や保護者の方に絵本の読み聞かせをしていただきます。 11月7日 加西市立泉幼児園 加西市立泉幼児園 無料
加西市立泉幼児園
0790‐44‐1968

兵庫県 加西市 ②③
在田出あい･ふれ合いフェス
ティバル

地域の方（3世代）を対象にしたお祭りです。園児は和太鼓を披露したりグランドゴル
フにも出場します。

11月10日 加西市立泉小学校
在田あいあいまちづくり
協議会

無料
加西市立泉幼児園
0790‐44‐1968

兵庫県 加西市 ② 英語で遊ぼう 中学校のALＴの外人教師と英語を交えながら一緒に遊びます。 11月22日 加西市立泉幼児園 加西市立泉幼児園 無料
加西市立泉幼児園
0790‐44‐1968

兵庫県 加西市 ①② 竹馬がんばり会
5歳児が竹馬に乗っていろいろな事にチャレンジしてきた姿を保護者にご覧いただき
ます。

11月30日 加西市立泉幼児園 加西市立泉幼児園 無料
加西市立泉幼児園
0790‐44‐1968

兵庫県 加西市 ③ こどもヨガ ヨガの講師と一緒に4歳児の園児がヨガのポーズを取り入れながら遊びます。 未定 加西市立泉幼児園 加西市立泉幼児園 無料
加西市立泉幼児園
0790‐44‐1968

兵庫県 加西市 ①② 幼稚園ウィーク 園での活動を地域や保護者に公開します。 10月17日～19日 北条ならの実こども園
加西市立
北条ならの実こども園

無料
加西市立北条ならの実こども
園
0790-42-0421

兵庫県 加西市 ① ちびっこカーニバル 未就園親子、祖父母、地域の方を招待し、運動会を楽しみます。 10月13日 北条ならの実こども園
加西市立
北条ならの実こども園

無料
加西市立北条ならの実こども
園
0790-42-0421

兵庫県 加西市 ①③ 城山登り 地域の方と城跡に登り、地域の遺跡文化に触れる活動をします。 10月26日 北条ならの実こども園
加西市立
北条ならの実こども園

無料
加西市立北条ならの実こども
園
0790-42-0421

兵庫県 加西市 ①② 家庭教育講座 保護者や地域の方を対象に家庭教育に関する講演会を開催します。 11月16日 北条ならの実こども園
加西市立
北条ならの実こども園

無料
加西市立北条ならの実こども
園
0790-42-0421

兵庫県 加西市 ② 給食参観 保護者の方対象に学校給食の様子を公開します。 11月16日 北条ならの実こども園
加西市立
北条ならの実こども園

無料
加西市立北条ならの実こども
園
0790-42-0421

兵庫県 加西市 ② 英語で遊ぼう 中学校のALT教師による英語での触れ合い遊びを楽しみます。 11月28日 北条ならの実こども園
加西市立
北条ならの実こども園

無料
加西市立北条ならの実こども
園
0790-42-0421

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 加西市 ② 音楽会 園児の音楽会を公開します。 12月15日 北条ならの実こども園
加西市立
北条ならの実こども園

無料
加西市立北条ならの実こども
園
0790-42-0421

兵庫県 加西市 ① 運動会 未就園親子、祖父母、地域の方を招待し、運動会を楽しみます。 10月13日
加西市立北条東こども園
園庭

加西市立北条東こども園 無料
加西市立北条東こども園
0790‐43‐1654

兵庫県 加西市 ①② 幼児園ウィーク 園の活動を保護者や地域対象にオープンスクールをします。 10月17日～19日 加西市立北条東こども園 加西市立北条東こども園 無料
加西市立北条東こども園
0790‐43‐1654

兵庫県 加西市 ①② 幼児園ウィーク英語で遊ぼう
中学校のALT教師の指導による子どもの年齢に応じた英語でのふれあい遊びを楽
しみます。

10月18日 加西市立北条東こども園 加西市立北条東こども園 無料
加西市立北条東こども園
0790‐43‐1654

兵庫県 加西市 ①② ひがしっこクラブ 未就園児を対象に園庭解放をします。 10月29日
加西市立北条東こども園
園庭

加西市立北条東こども園 無料
加西市立北条東こども園
0790‐43‐1654

保険代として一人50
円

兵庫県 加西市 ①② 食育教室 いずみ会の方々や健康課の方に食育についての5歳児の親子で学びます。 11月5日
加西市立北条東こども園
遊戯室

加西市立北条東こども園 無料
加西市立北条東こども園
0790‐43‐1654

兵庫県 加西市 ③ 茶道教室 地域の茶道の先生を園に招き、茶道を通して、日本の伝統文化を学びます。 11月9日
加西市立北条東こども園
遊戯室

加西市立北条東こども園 無料
加西市立北条東こども園
0790‐43‐1654

5月より年間10回

兵庫県 加西市 ② 音楽会 園児の音楽会を公開します。 12月8日
加西市立北条東こども園
遊戯室

加西市立北条東こども園 無料
加西市立北条東こども園
0790‐43‐1654

兵庫県 加西市 ①④
秋季企画展
「唐王朝の彩り-宮廷の栄華を
うつす金銀銅-」

唐建国1,400年を迎えた本年、唐文化の枠を集めた金銀器や銅鏡によって、遙かな
る長安の繁栄と栄華が甦ります。

9月14日～3月12日
県立考古博物館
加西分館「古代鏡展示館」

県立考古博物館
加西分館

【古代鏡展示館のHP】
http://www.hyogo-
koukohaku.jp/kodaikyou/

県立考古博物館加西分館
0790-47-2212

9:00～17:00
(入館は16:30まで)

兵庫県 加西市 ①④
講演会
「唐王朝の精華-輝ける金銀
器-」

開催中の秋季企画展関連の講演会です。講師は白鶴美術館顧問の山中理さんで
す。

11月10日
県立フラワーセンター
第1会議室

県立考古博物館
加西分館

無料
【古代鏡展示館のHP】
http://www.hyogo-
koukohaku.jp/kodaikyou/

県立考古博物館加西分館
0790-47-2212

13:30～15:00
定員30名
※要予約

兵庫県 加東市 ② オープンスクール 授業を公開と「共育講演会」を実施します。 10月21日 加東市立社小学校 加東市立社小学校 無料
【加東市立社小学校HP】
http://www.city.kato.lg.jp/users/yashiro
shogakko/

加東市立社小学校
0795-42-0004

兵庫県 加東市 ② ごりょうが丘フェスティバル 学年ごとの学習を生かした展示・発表を行います。 11月17日 加東市立社小学校 加東市立社小学校 無料
【加東市立社小学校HP】
http://www.city.kato.lg.jp/users/yashiro
shogakko/

加東市立社小学校
0795-42-0004

兵庫県 加東市 ② 学習発表会 学校オープンで日頃の学習の成果を保護者や地域の住民に発表します。 11月12日～18日 加東市立福田小学校 加東市立福田小学校 無料
【加東市立福田小学校HP】
http://www.city.kato.lg.jp/users/fukudas
hogakko/

加東市立福田小学校
0795-43-0541

兵庫県 加東市 ②③ いきいきオープン
児童の学校生活の様子を保護者や地域の方々に公開します。また、加東フィル
ハーモニー管弦楽団による演奏を鑑賞します。

10月20日 加東市立米田小学校 加東市立米田小学校 無料
【加東市立米田小学校ＨＰ】
http://www.city.kato.lg.jp/users/yoneda
shogakko/

加東市立米田小学校
0795-44-0004

兵庫県 加東市 ② 全校登山
全校生が生活班（縦割り班）のチームを組み、互いに助け合いながら登山を行いま
す。

10月24日
(雨天）31日

千ケ峰 加東市立米田小学校 無料
【加東市立米田小学校ＨＰ】
http://www.city.kato.lg.jp/users/yoneda
shogakko/

加東市立米田小学校
0795-44-0004

兵庫県 加東市 ② 学習発表会 本年度に学習したことを、歌や劇等を通じて、保護者・地域住民に成果発表します。 11月17日 加東市立米田小学校 加東市立米田小学校 無料
【加東市立米田小学校ＨＰ】
http://www.city.kato.lg.jp/users/yoneda
shogakko/

加東市立米田小学校
0795-44-0004

兵庫県 加東市 ② ふれあい発表会 日頃の教育活動の成果を保護者や地域の方々に披露します。 11月23日 やしろ国際学習塾 加東市立三草小学校 無料
【加東市立三草小学校HP】
http://www.city.kato.lg.jp/users/mikusa
shogakko/

加東市立三草小学校
0795-42-0221

兵庫県 加東市 ② 三世代ふれあいふるさと学習 児童・保護者・地域の人々が一緒になってふるさと学習に取り組みます。 11月4日 加東市立鴨川小学校 加東市立鴨川小学校 無料
【加東市立鴨川小学校HP】
http://www.city.kato.lg.jp/users/kamoga
washogakko/

加東市立鴨川小学校
0795-45-0004

兵庫県 加東市 ②
学校オープン
学校・自主防災組織合同防災
訓練

市・学校及び自主防災組織が連携し、防災訓練を行います。 11月18日 加東市立鴨川小学校
加東市
加東市立鴨川小学校

無料
【加東市立鴨川小学校HP】
http://www.city.kato.lg.jp/users/kamoga
washogakko/

加東市立鴨川小学校
0795-45-0004

兵庫県 加東市 ②③ ふれあい音楽会 日頃の音楽学習等の成果を保護者・地域の方に発表します。 11月17日 加東市立滝野東小学校 加東市立滝野東小学校 無料
【加東市立滝野東小学校HP】
http://www.city.kato.lg.jp/users/takinohi
gashishogakko/

加東市立滝野東小学校
0795-48-2037

兵庫県 加東市 ②③ ふれあい音楽会 児童が日頃の音楽学習の成果を発表します。 11月17日 加東市立滝野南小学校 加東市立滝野南小学校 無料
【加東市立滝野南小学校HP】
http://www.city.kato.lg.jp/users/takino
minamishogakko/

加東市立滝野南小学校
0795-48-2162

兵庫県 加東市 ② ＩＣＴ教育研究発表会
タブレットＰＣや電子黒板を利用した授業を公開します。園田女子大学教授堀田博
史先生の講演を予定しています。

10月19日 加東市立東条東小学校 加東市立東条東小学校 無料
【加東市立東条東小学校HP】
http://www.city.kato.lg.jp/users/tojohig
ashishogakko/

加東市立東条東小学校
0795-47-0044

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 加東市 ②③
ふれあい音楽会
共育セミナー

児童による音楽発表やＰＴＡのコーラス発表、芸術鑑賞を行います。 11月17日 加東市立東条文化会館 加東市立東条東小学校 無料
【加東市立東条東小学校HP】
http://www.city.kato.lg.jp/users/tojohig
ashishogakko/

加東市立東条東小学校
0795-47-0044

兵庫県 加東市 ②
学校オープン
食育講演会

道徳の授業公開、マラソン大会、食育講演会を行います。 12月15日 加東市立東条東小学校 加東市立東条東小学校 無料
【加東市立東条東小学校HP】
http://www.city.kato.lg.jp/users/tojohig
ashishogakko/

加東市立東条東小学校
0795-47-0044

兵庫県 加東市 ② 学習発表会
これまでの学習を劇や音楽を通して、発表します。
また、全校生で群読の発表もします。

11月17日 加東市立東条西小学校 加東市立東条西小学校 無料
【加東市立東条西小学校HP】
http://www.city.kato.lg.jp/users/tojonis
hishogakko/

加東市立東条西小学校
0795-46-0044

兵庫県 加東市 ② トライやる・ウィーク
中学生が各事業所において、地域に学び、地域の人と触れ合いながら体験活動を
行います。

10月1日～8日
加東市内
近隣市内各事業所

加東市立社中学校 無料
【加東市立社中学校ＨＰ】
http://www.city.kato.lg.jp/users/yashiro
chugakko/

加東市立社中学校
0795-42-0152

兵庫県 加東市 ②
社中学校三世代交流弁論大
会

中学生、ＰＴＡ、うれしの学園生涯大学生（高齢者）の代表による弁論大会を行いま
す。

11月10日 加東市立社中学校 加東市立社中学校 無料
【加東市立社中学校ＨＰ】
http://www.city.kato.lg.jp/users/yashiro
chugakko/

加東市立社中学校
0795-42-0152

兵庫県 加東市 ②③ 社中学校文化発表会 総合学習の取組や文化部・生徒会専門部の活動の成果を発表します。 11月10日 加東市立社中学校 加東市立社中学校 無料
【加東市立社中学校ＨＰ】
http://www.city.kato.lg.jp/users/yashiro
chugakko/

加東市立社中学校
0795-42-0152

兵庫県 加東市 ② トライやる・ウィーク
中学生が各事業所において、地域に学び、地域の人と触れ合いながら体験活動を
行います。

10月1日～5日
加東市内
近隣市内各事業所

加東市立滝野中学校 無料
【加東市立滝野中学校HP】
http://www.city.kato.lg.jp/users/takinoc
hugakko/

加東市立滝野中学校
0795-48-2032

兵庫県 加東市 ②③ 若鮎祭
生徒たちが生き生きと活躍する文化祭です。「総合的習」の成果の発表、合唱コン
クール、吹奏楽部演奏、生徒有志によるダンス発表、作品展示等を行います。

11月3日 加東市立滝野中学校 加東市立滝野中学校 無料
【加東市立滝野中学校HP】
http://www.city.kato.lg.jp/users/takinoc
hugakko/

加東市立滝野中学校
0795-48-2032

兵庫県 加東市 ②③ 東条中学校文化祭 合唱コンクール、学習発表、絵画や習字の作品展示等を行います。 11月10日 東条文化会館 加東市立東条中学校 無料
【加東市立東条中学校HP】
http://www.city.kato.lg.jp/users/tojochu
gakko/

加東市立東条中学校
0795-47-0024

兵庫県 加東市 ② 学校オープン 親子ふれあい活動、人権教育講演会（講師：林家染太氏落語家）を行います。 11月23日
加東市立東条中学校
東条文化会館

加東市立東条中学校 無料
【加東市立東条中学校HP】
http://www.city.kato.lg.jp/users/tojochu
gakko/

加東市立東条中学校
0795-47-0024

兵庫県 加東市 ② 東条の匠
働くことへの関心や意欲を高めるため、地域で活躍されている職人から地域の産業
や職業について学んだり、仕事の一部を体験したりします。

10月3日 加東市立東条中学校 加東市立東条中学校 無料
【加東市立東条中学校HP】
http://www.city.kato.lg.jp/users/tojochu
gakko/

加東市立東条中学校
0795-47-0024

兵庫県 加東市 ② トライやる・ウィーク
中学生が各事業所において、地域に学び、地域の人と触れ合いながら体験活動を
行います。

10月3日～5日
加東市内
近隣市内各事業所

加東市立東条中学校 無料
【加東市立東条中学校HP】
http://www.city.kato.lg.jp/users/tojochu
gakko/

加東市立東条中学校
0795-47-0024

兵庫県 加東市 ②
幼稚園オープン（どんぐりくら
ぶ）

未就園児と5歳児が遊ぶ「幼稚園オープン」を実施します。 11月14日 加東市立社幼稚園 加東市立社幼稚園 無料
【加東市立社幼稚園HP】
http://www.city.kato.lg.jp/users/yashiro
yochien/

加東市立社幼稚園
0795-42-5800

兵庫県 加東市 ② 幼稚園オープン 参観及び教育講演会を実施します。 11月16日 加東市立社幼稚園 加東市立社幼稚園 無料
【加東市立社幼稚園HP】
http://www.city.kato.lg.jp/users/yashiro
yochien/

加東市立社幼稚園
0795-42-5800

兵庫県 神河町 ② おちのこ発表会 学習した事柄を歌や合唱・合奏等で発表 11月18日 神河町立越知谷小学校 神河町立越知谷小学校 無料
【越知谷小学校HP】
http://can.town.kamikawa.hyogo.jp/ochi
dani-es/index.php

神河町立越知谷小学校
0790-33-0300

兵庫県 神河町 ② 合同観劇会 劇団野ばら「あした・あさって・しあさって」を神崎小と合同で観劇します。 10月9日
神河町立神崎小学校
体育館

神河町立神崎小学校 無料
【越知谷小学校HP】
http://can.town.kamikawa.hyogo.jp/ochi
dani-es/index.php

神河町立越知谷小学校
0790-33-0300

兵庫県 神河町 ② オープンスクール 収穫祭（餅つき大会） 11月28日 神河町立越知谷小学校 神河町立越知谷小学校 無料
【越知谷小学校HP】
http://can.town.kamikawa.hyogo.jp/ochi
dani-es/index.php

神河町立越知谷小学校
0790-33-0300

兵庫県 神河町 ③ 県民芸術劇場
劇団「野ばら」による演劇「あしたあさってしあさって」（友情の大切さ、他人への思い
やりを訴える作品）を全校生で鑑賞します。

10月9日
午後

神河町立神崎小学校
体育館

神河町立神崎小学校 無料
【神崎小学校HP】
http://can.town.kamikawa.hyogo.jp/kanz
aki-es/

神河町立神崎小学校
0790-32-0025

兵庫県 神河町 ②
学習発表会
後期オープンスクール1日目

各学年毎に音楽や国語の授業で培った表現力を、歌・合奏・群読等の形で発表す
る。

11月17日
午前

神河町立神崎小学校
体育館

神河町立神崎小学校 無料
【神崎小学校HP】
http://can.town.kamikawa.hyogo.jp/kanz
aki-es/

神河町立神崎小学校
0790-32-0025

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 神河町 ② 後期オープンスクール2日目
保護者や地域の方々に子ども達の学習や生活（給食・清掃）の様子を参観していた
だき、神崎小学校の教育や子ども達の理解を深めていただく機会です。

11月20日 神河町立神崎小学校 神河町立神崎小学校 無料
【神崎小学校HP】
http://can.town.kamikawa.hyogo.jp/kanz
aki-es/

神河町立神崎小学校
0790-32-0025

兵庫県 神河町 ② オープンスクール 通常の児童の学校生活を公開します。6校時サイバー講演会を実施します。 10月30日～11月1日 神河町寺前小学校 神河町寺前小学校 無料
【寺前小学校HP】
http://can.town.kamikawa.hyogo.jp/tera
mae-es/

神河町立寺前小学校
0790-34-0024

兵庫県 神河町 ② 学習発表会 各学年毎にこれまでの学習内容を発表する 11月17日 神河町寺前小学校 神河町寺前小学校 無料
【寺前小学校HP】
http://can.town.kamikawa.hyogo.jp/tera
mae-es/

神河町立寺前小学校
0790-34-0024

兵庫県 神河町 ①②
神河町人権文化推進協議会
指定
人権教育実践発表会

自他に対する肯定的な態度と共生社会の実現に向けての実践力を育成することを
目標にした人権教育の取り組みを発表します。

10月26日 神河町立長谷小学校
神河町人権文化推進協議会神河町立
長谷小学校

無料
【長谷小学校HP】
http://can.town.kamikawa.hyogo.jp/hase
-es/

神河町立長谷小学校
0790-35-0012

兵庫県 神河町 ②③ 芸術鑑賞会
メダカのコタロー劇団に自然環境保全の大切さをアニメで分かりやすく伝えていただ
きます。保護者や地域の方と一緒に長谷の自然環境について考えていきます。

11月16日 神河町立長谷小学校
神河町立長谷小学校

無料
【長谷小学校HP】
http://can.town.kamikawa.hyogo.jp/hase
-es/

神河町立長谷小学校
0790-35-0012

兵庫県 神河町 ② 親子体験教室 地域の方をゲストティーチャーに招き、子どもと一緒に和菓子作りを体験します。 11月27日 神河町立長谷小学校 神河町立長谷小学校 無料
【長谷小学校HP】
http://can.town.kamikawa.hyogo.jp/hase
-es/

神河町立長谷小学校
0790-35-0012

兵庫県 神河町 ② 太鼓交流会
和太鼓演奏活動を学校の特色として取り入れている長谷小学校と福崎町立高岡小
学校が、お互いに和太鼓演奏を披露し合い、交流を深めます。

11月28日 神河町立長谷小学校
神河町立長谷小学校
福崎町立高岡小学校

無料
【長谷小学校HP】
http://can.town.kamikawa.hyogo.jp/hase
-es/

神河町立長谷小学校
0790-35-0012

兵庫県 神河町 ③ ふれあい作品展 神崎郡内の特別支援学級生の絵画・工作等の作品を展示します。 11月26日～30日 神河町立神崎公民館 神崎郡特別支援担当者会 無料
【長谷小学校HP】
http://can.town.kamikawa.hyogo.jp/hase
-es/

神河町立長谷小学校
0790-35-0012

兵庫県 神河町 ③ 校内合唱コンクール
クラスごとに練習した合唱曲をコンクール形式で披露したり学年全体合唱を披露し
たりする。

11月15日
神河町神河中学校
体育館

神河町神河中学校 無料
【神河中学校HP】
http://can.town.kamikawa.hyogo.jp/kami
kawa-jhs/

神河町立神河中学校
0790-34-0030

兵庫県 上郡町 ③ 上郡町文化祭美術展 町民等から出品された絵画、書、写真、陶芸、手工芸などの作品を展示します。 10月27日～11月4日 上郡町立つばき会館
上郡町
上郡町教育員会
上郡町文化協会

無料
【上郡町役場HP】
http://www.town.kamigori.hyogo.jp

上郡町生涯学習支援センター
0791-52-1125

兵庫県 上郡町 ③ 上郡町文化祭生花展 上郡町文化協会加入団体の上郡町茶華道連盟による生花展を開催します。 11月3日～4日 上郡町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
【上郡町役場HP】
http://www.town.kamigori.hyogo.jp

上郡町生涯学習支援センター
0791-52-1125

兵庫県 上郡町 ③ 上郡町文化祭盆栽展 上郡町文化協会加入団体の上郡盆栽連合会による盆栽展を開催します。 11月3日～4日 上郡町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
【上郡町役場HP】
http://www.town.kamigori.hyogo.jp

上郡町生涯学習支援センター
0791-52-1125

兵庫県 上郡町 ③ 上郡町文化祭茶会 上郡町文化協会加入団体の上郡町茶華道連盟による茶会を開催します。 11月3日～4日 上郡町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

【上郡町役場HP】
http://www.town.kamigori.hyogo.jp

上郡町生涯学習支援センター
0791-52-1125

上郡町茶華道連盟が
茶席券を販売（1枚2
席分，700円程度）

兵庫県 上郡町 ③
上郡町文化祭文化協会発表
会

上郡町文化協会加入団体がステージで日頃の成果を発表します。 11月3日 上郡町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
【上郡町役場HP】
http://www.town.kamigori.hyogo.jp

上郡町生涯学習支援センター
0791-52-1125

兵庫県 上郡町 ③
上郡町文化祭洋楽・器楽の集
い

上郡町文化協会加入団体がステージで楽器の演奏等を行います。 11月18日 上郡町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
【上郡町役場HP】
http://www.town.kamigori.hyogo.jp

上郡町生涯学習支援センター
0791-52-1125

兵庫県 上郡町 ①③④

平成30年度上郡町郷土資料
館特別展明治150年・県政150
周年記念「世を開く道しるべと
ならん～明治を創った男・大鳥
圭介～」

明治150年、県政150周年を記念して、上郡町出身の偉人・大鳥圭介が明治の世で
果たした現代に通じる業績を紹介します。

10月20日～12月9日 上郡町郷土資料館 上郡町郷土資料館 無料

【上郡町郷土資料館HP】
http://www.town.kamigori.hyogo.jp/cms
-
sypher/www/section/detail.jsp?id=4968

上郡町郷土資料館
0791-52-3737

月曜日休館

兵庫県 上郡町 ③ 船坂公民館作品展 船坂地域の住民の作品展に地域の園児の絵画作品を出品 11月24日～25日 上郡町立船坂公民館 船坂公民館 無料
上郡町立船坂公民館
0791-55-1060

兵庫県 上郡町 ② 学習発表会
各学年がテーマを設定し取り組んできた内容について地域や保護者の方々に発表
をしていきます。音楽や国語、総合学習等様々な教科を横断的に捉えてまとめてい
ます。

11月17日
上郡町立上郡小学校
体育館

上郡町立上郡小学校 無料
上郡町立上郡小学校
0791-52-0067

兵庫県 上郡町 ② 学習発表会
1年から6年までの全学年が、学習で取り組んできた成果を発表し、学習意欲の向上
や成長の喜びを感得をする活動です。

10月27日 上郡町立山野里小学校 上郡町立山野里小学校 無料
上郡町立山野里小学校
0791-52-0073

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 上郡町 ② オープンスクール
学校を公開し、保護者や地域住民に、児童の教育活動を参観してもらいます。学校
の教育目標の進捗状況を確認していただき、学校への理解と協力を得るように努め
ています。

11月15日
上郡町立山野里小学校
体育館

上郡町立山野里小学校 無料
上郡町立山野里小学校
0791-52-0074

兵庫県 上郡町 ① 授業参観 社会に開かれた学校をめざし、各教科等の授業参観を行います。 11月8日 上郡町立高田小学校 上郡町立高田小学校 無料
【高田小学校HP】
http://www.kamigori.ed.jp/takatasyo/

上郡町立高田小学校
0791-52-1068

兵庫県 上郡町 ① 教育講演会 ＳＮＳ等の利用に関する講演会を実施します。 11月8日 上郡町立高田小学校
上郡町立高田小学校
ＰＴＡ

無料
【高田小学校HP】
http://www.kamigori.ed.jp/takatasyo/

上郡町立高田小学校
0791-52-1068

兵庫県 上郡町 ① 防災避難訓練 火災を想定した避難訓練を行います。 11月7日
兵庫県立大学附属
高等学校

兵庫県立大学附属高等学校 無料
【兵庫県立大学附属高等学校のHP】
http://www.ahs.u-hyogo.ac.jp

兵庫県立大学附属高等学校
0791-58-0722

兵庫県 上郡町 ② 高大連携授業 本校2年生に対し、県立大教員が講義をします。 11月6日
兵庫県立大学附属
高等学校

兵庫県立大学附属高等学校 無料
【兵庫県立大学附属高等学校のHP】
http://www.ahs.u-hyogo.ac.jp

兵庫県立大学附属高等学校
0791-58-0722

兵庫県 上郡町 ② 高大連携授業 本校1年生に対し、県立大教員が講義をします。 11月20日
兵庫県立大学附属
高等学校

兵庫県立大学附属高等学校 無料
【兵庫県立大学附属高等学校のHP】
http://www.ahs.u-hyogo.ac.jp

兵庫県立大学附属高等学校
0791-58-0722

兵庫県 上郡町 ③ 海外体験報告会 本校生の海外研修の報告会です。 11月29日
兵庫県立大学附属
高等学校

兵庫県立大学附属高等学校 無料
【兵庫県立大学附属高等学校のHP】
http://www.ahs.u-hyogo.ac.jp

兵庫県立大学附属高等学校
0791-58-0722

兵庫県 上郡町 ② オープンスクール 普段の附属高校を見ていただく行事です。授業中の校内を見学します。
10月～11月
(HP参照)

兵庫県立大学附属
高等学校

兵庫県立大学附属高等学校 無料
【兵庫県立大学附属高等学校のHP】
http://www.ahs.u-hyogo.ac.jp

兵庫県立大学附属高等学校
0791-58-0722

兵庫県 香美町 ② オープンスクール 授業・教育活動、校内持久走大会を公開します。 10月16日～17日 香美町立奥佐津小学校 香美町立奥佐津小学校 無料
香美町立奥佐津小学校
0796-38-0220

兵庫県 香美町 ② 学習発表会 学習の成果をまとめ、保護者・地域住民の前で発表します。 10月28日 香美町立奥佐津小学校
香美町立奥佐津幼稚園
香美町立奥佐津小学校

無料

香美町立奥佐津幼稚園
0796-38-0492
香美町立奥佐津小学校
0796-38-0220

兵庫県 香美町 ② オープンスクール 園の教育活動を公開します。 10月16～17日 香美町立奥佐津幼稚園 香美町立奥佐津幼稚園 無料
香美町立奥佐津幼稚園
0796-38-0492

兵庫県 香美町 ② にこにこの会
未就園児親子と園児が、一緒に遊んだり、歌・読み聞かせなどを楽しんだりして、交
流します。

10月17日,11月30日 香美町立奥佐津幼稚園 香美町立奥佐津幼稚園 無料
香美町立奥佐津幼稚園
0796-38-0492

兵庫県 香美町 ② オープンスクール 授業・持久走大会等、児童の活動を保護者・地域の方に公開します。 10月31日～11月2日 香美町立佐津小学校 香美町立佐津小学校 無料
香美町立佐津小学校
0796-38-0014

兵庫県 香美町 ② 学習発表会 地域に発信したいことをまとめ、保護者・地域の方の前で発表します。 10月28日 香美町立佐津小学校
香美町立佐津幼稚園
香美町立佐津小学校

無料

香美町立佐津幼稚園
0796-38-0786
香美町立佐津小学校
0796-38-0014

兵庫県 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2日
香美町立柴山幼稚園
香美町立柴山小学校

香美町立柴山幼稚園
香美町立柴山小学校

無料

香美町立柴山幼稚園
0796-37-0554
香美町立柴山小学校
0796-37-0351

兵庫県 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28日
香美町立柴山幼稚園
香美町立柴山小学校

香美町立柴山幼稚園
香美町立柴山小学校

無料

香美町立柴山幼稚園
0796-37-0554
香美町立柴山小学校
0796-37-0351

兵庫県 香美町 ② オープンスクール 児童の日頃の様々な学習活動を公開します。 10月24日 香美町立香住小学校 香美町立香住小学校 無料
 【香美町立香住小学校HP】
http://kasumi-es.kami-hyogo.ed.jp/

香美町立香住小学校
0796-36-0002

兵庫県 香美町 ②
校内持久走大会
（オープンスクール）

学年に応じてコースが分かれています。校区内のコースを児童が駆け抜けていきま
す。

11月1日 香美町立香住小学校 香美町立香住小学校 無料
 【香美町立香住小学校HP】
http://kasumi-es.kami-hyogo.ed.jp/

香美町立香住小学校
0796-36-0002

予備日
11/2

兵庫県 香美町 ②
音楽会
（オープンスクール）

各学年ごとに合唱・合奏を披露します。練習の成果を十分発揮します。 11月16日 香美町立香住小学校 香美町立香住小学校 無料
 【香美町立香住小学校HP】
http://kasumi-es.kami-hyogo.ed.jp/

香美町立香住小学校
0796-36-0002

兵庫県 香美町 ② ふたばの会 乳幼児が親子で参加し、幼稚園児と一緒に遊びます。 11月13日 香美町立香住幼稚園 香美町立香住幼稚園 無料
香美町立香住幼稚園
0796-36-0416

兵庫県 香美町 ②
発表参観日
講演会
(オープンスクール)

親子製作活動の後、保護者対象の講演会があります。最後に園児による音楽発表
（歌・手話・合奏など）をします。

11月22日 香美町立香住幼稚園 香美町立香住幼稚園 無料
香美町立香住幼稚園
0796-36-0416

兵庫県 香美町 ② 人形劇「ぴよっこ劇団」 人形劇を観て楽しみます。 11月30日 香美町立香住幼稚園 香美町立香住幼稚園 無料
香美町立香住幼稚園
0796-36-0416

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 香美町 ② クリスマスコンサート
香住区の幼稚園が集まりわくわく交流会をします。香住高校の吹奏楽部の生徒さん
に演奏をしていただきます。

12月6日 香美町立香住幼稚園 香美町立香住幼稚園 無料
香美町立香住幼稚園
0796-36-0416

兵庫県 香美町 ① 祖父母に学ぶ会
地域の祖父母をお招きし、学校田で育てた稲の藁で縄ないをしたり、収穫したお米
でおはぎづくりをしたりしながら交流をします。

10月10日
香美町立長井幼稚園
香美町立長井小学校

香美町立長井小学校 無料
香美町立長井小学校
0796-36-3005

兵庫県 香美町 ② オープンスクール 地域住民等へ授業･教育活動を公開します。 10月10日～11日
香美町立長井幼稚園
香美町立長井小学校

香美町立長井幼稚園
香美町立長井小学校

無料
香美町立長井小学校
0796-36-3005

兵庫県 香美町 ②③ 学習発表会・地区文化祭
午前は幼・小の学習発表会を行い、午後は地区の発表会で、園児・児童も参加しま
す。

10月28日
香美町立長井幼稚園
香美町立長井小学校

香美町立長井幼稚園
香美町立長井小学校
長井地区公民館

無料
香美町立長井小学校
0796-36-3005

兵庫県 香美町 ② オープンスクール
保護者や地域の方々に学校・園の教育活動を公開します。28日は学習発表会、11
月1日は持久走大会を行います。30日と31日に給食試食会を行います。

10月28日～11月2日
香美町立余部幼稚園
香美町立余部小学校
香美町立余部小学校御崎分校

香美町立余部幼稚園
香美町立余部小学校

無料

香美町立余部幼稚園
0796-34-0258
香美町立余部小学校
0796-34-0005

兵庫県 香美町 ② 高齢者との交流会
地域の高齢者の方を招き、園での活動を参観いただきます。園児の手づくりおやつ
をいただいたり、ふれあいを楽しみます。

10月31日 香美町立余部幼稚園 香美町立余部幼稚園 無料
香美町立余部幼稚園
0796-34-0258

兵庫県 香美町 ② 未就園児との交流会（人形劇） 未就園児親子が園児と一緒に人形劇を鑑賞し、楽しく交流します。 11月13日 余部地区公民館 香美町立余部幼稚園 無料
香美町立余部幼稚園
0796-34-0258

兵庫県 香美町 ②
未就園児との交流会（クリスマ
ス会）

未就園児親子と園児がクッキング活動を行い、クリスマス会を楽しみます。 12月4日 余部地区公民館 香美町立余部幼稚園 無料
香美町立余部幼稚園
0796-34-0258

兵庫県 香美町 ②
オープンスクール
マラソン大会

学校・園の教育活動の様子を公開します。 10月31日予定
香美町立村岡幼稚園
香美町立村岡小学校

香美町立村岡幼稚園
香美町立村岡小学校

無料

香美町立村岡幼稚園
0796-94-0241
香美町立村岡小学校
0796-94-0011

兵庫県 香美町 ②
オープンスクール
参観日

学校・園の授業や教育活動の様子を公開し、併せて教育環境会議を実施します。 11月28日予定
香美町立村岡幼稚園
香美町立村岡小学校

香美町立村岡幼稚園
香美町立村岡小学校

無料

香美町立村岡幼稚園
0796-94-0241
香美町立村岡小学校
0796-94-0011

兵庫県 香美町 ② オープンスクール 授業公開・長距離走記録会などを保護者・地域の方に公開します。 10月13日 香美町立兎塚小学校
香美町立うづか幼稚園
香美町立兎塚小学校

無料
香美町立兎塚小学校
0796-96-0969

兵庫県 香美町 ② オープンスクール 親子体操教室を行います。 10月12日 香美町立うづか幼稚園 香美町立うづか幼稚園 無料
香美町立うづか幼稚園
0796-96-0968

兵庫県 香美町 ② オープンスクール
保護者・地域の方に授業、金管演奏、マラソン大会等を公開します。また、ＰＴＡ研修
会（親子学習会）を実施します。

10月25日 香美町立射添小学校 香美町立射添小学校 無料
香美町立射添小学校
0796-95-0004

兵庫県 香美町 ②
オープンスクール

保護者や地域の方に園児の様子や、祖父母参観日の様子を公開します。 10月25日 香美町立射添幼稚園 香美町立射添幼稚園 無料
香美町立射添幼稚園
0796-95-0648

兵庫県 香美町 ② 生活発表会 園児による、歌や劇などの発表を保護者や地域の方に公開します。 12月7日 香美町立射添幼稚園 香美町立射添幼稚園 無料
香美町立射添幼稚園
0796-95-0648

兵庫県 香美町 ② オープンスクール 授業公開・世代間交流・給食試食会・校内マラソン大会を行います。 10月31日～11月2日 香美町立小代小学校 香美町立小代小学校 無料
 【香美町立小代小学校HP】
http://ojiro-es.kami-hyogo.ed.jp/

香美町立小代小学校
0796-97-2004

兵庫県 香美町 ② オープンスクール 道徳の授業を公開します。 10月10日 香美町立香住第一中学校 香美町立香住第一中学校 無料
香美町立香住第一中学校
0796-36-1086

兵庫県 香美町 ② 文化祭 ステージ発表と展示発表を行います。合唱コンクールは伝統となっています。 11月11日 香住区中央公民館 香美町立香住第一中学校 無料
香美町立香住第一中学校
0796-36-1086

兵庫県 香美町 ② オープンスクール
教育活動を地域の方に公開します。
8日9日は午後文化祭活動，10日は午後前日準備です。

11月8日～11日
香美町立香住第一中学校
香住区中央公民館

香美町立香住第一中学校 無料
香美町立香住第一中学校
0796-36-1086

兵庫県 香美町 ②
文化祭

弁論･演劇･伝統芸能･PTAコーラスなどの発表を公開します。 11月23日 香美町立香住第ニ中学校 香美町立香住第ニ中学校 無料
香美町立香住第二中学校
0796-38-0023

兵庫県 香美町 ② オープンスクール 1日の学校生活全般を公開します。 11月6～7日 香美町立香住第ニ中学校 香美町立香住第ニ中学校 無料
香美町立香住第二中学校
0796-38-0023

兵庫県 香美町 ② 文化祭
生徒会が中心になって取り組み、演劇や合唱、吹奏楽演奏などの舞台発表を行い
ます。

11月3日 香美町立村岡中学校 香美町立村岡中学校 無料
香美町立村岡中学校
0796-94-0041

兵庫県 香美町 ② オ-プンスクール 生徒たちの日頃の学習活動等を、町民の皆様に公開します。 10月31日～11月3日 香美町立村岡中学校 香美町立村岡中学校 無料
香美町立村岡中学校
0796-94-0041

兵庫県 香美町 ②
オープンスクール
文化祭

授業等の教育活動を地域の方に公開します。最終日は文化祭で、ステージ発表等
を公開します。

11月1日～3日 香美町立小代中学校 香美町立小代中学校 無料
香美町立小代中学校
0796-97-2040

兵庫県 香美町 ② オープンスクール 園の教育保育活動、祖父母とのふれあい遊びを公開します。 10月25日～26日 香美町立小代認定こども園 香美町立小代認定こども園 無料
小代認定こども園
0796-97-2039

兵庫県 香美町 ③ 香住区民祭
香住区民の作品展、香住文化協会作品展・芸能発表会、もったいない市、ジョイント
コンサート等行います。

10月23日～11月4日
香住区中央公民館
香住文化会館

香住区中央公民館
香住文化協会

香住区中央公民館
0796-36-3764

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 香美町 ① 地区文化祭 午後から各区や有志による芸能発表、講座生の作品展、バザー等を行います。 10月28日 香美町立奥佐津小学校 奥佐津地区公民館
奥佐津地区公民館
0796-38-0832

兵庫県 香美町 ① かるた・もちつき大会
百人一首（小学生）かるた（幼稚園）をした後、臼と杵でもちつきをして参加者のみん
なで会食をします。

12月16日 奥佐津地区公民館
青少年育成推進会議
奥佐津ＰＴＡ

無料
奥佐津地区公民館
0796-38-0832

兵庫県 香美町 ② 地区文化祭
午前は幼・小の学習発表会が行われ、午後は地区民の手芸、書、焼き物等の作品
展示会及び、各区による芸能発表会の催しを通し、「地域の交流を深め心のふれあ
いと絆を強める」のスローガンを掲げ実施します。

10月28日
佐津地区公民館
香美町立佐津小学校

佐津地区公民館 無料
佐津地区公民館
0796-38-0845

兵庫県 香美町 ② 文化祭
地域の様々な人が演劇・吹奏楽演奏などの舞台発表を行ないます。他にはバザー
を開きます。

10月27日 柴山地区公民館 柴山地区公民館
柴山地区公民館
0796-37-0821

兵庫県 香美町 ① 各自治区巡回人権学習会 各自治区を巡回し地区民を対象に人権ビデオを上映し意見交流をします。 11月中
各自治区
公民館

香住分会
香住地区公民館

無料
香住地区公民館
0796-36-3435

兵庫県 香美町 ③ 地区文化祭
午後から各区や公民館講座のステージ発表、地区民や講座生の作品展示を行いま
す。

10月28日 香美町立余部小学校 余部地区公民館 無料
余部地区公民館
0796-34-0415

兵庫県 香美町 ③ 村岡区文化祭
村岡区民による書道・絵画・手芸などの作品展、郷土に伝わる踊りなどの芸能発表
などを行う。

10月28日～11月3日
村岡体育館
村岡区中央公民館

村岡区文化祭実行委員会
村岡区中央公民館

無料
村岡区中央公民館
0796-98-1366

兵庫県 香美町 ③ 小代区民作品展
小代区民の方々の作品を展示し交流を図ります。こども園児や小学生の作品なども
展示します。

11月3日～5日予定 小代区地域連携センター
小代文化協会
小代地区公民館

無料
小代地区公民館
0796-97-3966

兵庫県 川西市 ② 芸能鑑賞会 劇団による人形劇を体育館で上演し、鑑賞します。 10月30日 川西市立陽明小学校体育館 川西市立陽明小学校 無料
川西市立陽明小学校
072-793-4415

兵庫県 川西市 ② 図工展 全児童が作成した作品を学年ごとに展示します。 12月3日～12月8日 川西市立陽明小学校ジャンボルーム 川西市立陽明小学校 無料
川西市立陽明小学校
072-793-4415

兵庫県 川西市 ①③ 文化のつどい 公民館登録グループの発表会、展示会を行います。 11月17日～18日 キセラ川西プラザ 川西市川西公民館
【中央公民館HP】
http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/kura
shi/shimin/koumin/chuou/index.html

川西市川西公民館

兵庫県 川西市 ①③
加茂遺跡弥生のムラスタンプ
ラリー

国指定史跡である加茂遺跡内を歩いて、スタンプを押しながら見どころを巡ります。
火おこし体験、貫頭衣体験などができるほか、すべてのスタンプを集めた方にはす
てきなプレゼントをさしあげます。

12月1日 川西市文化財資料館周辺 川西市教育委員会　社会教育課 無料

【文化財資料館HP】
http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/shis
eijoho/shokai/kankouannai/1003058/ka
nkou_bu.html

川西市教育委員会　社会教育
課
072-740-1244

兵庫県 川西市 ①③
開館30周年記念秋の特別企
画展心象風景「和こころ」

二人の灯り作家がともしだす癒しの空間や、里山のジオラマ、伝承折り紙の連鶴な
ど「和こころ」感じる展示です。

9月15日～10月14日
（休館日を除く）

川西市郷土館 川西市郷土館
【川西市郷土館HP】
http://www.kawanishi-
hyg.ed.jp/kyodokan/

川西市郷土館
072-794-3354

兵庫県 川西市 ①③
開館30周年記念川西市郷土
館まつり

大学生によるアカペラや地元中学生による吹奏楽演奏、飲食ブースや地元野菜の
直売会など様々な催しがあります。

11月10日 川西市郷土館 川西市郷土館
【川西市郷土館HP】
http://www.kawanishi-
hyg.ed.jp/kyodokan/

川西市郷土館
072-794-3354

兵庫県 川西市 ①③ 野鳥の写真展
東谷をはじめ、全国各地で撮影された野鳥の写真を展示します。迫力満点の写真
からかわいらしい写真まで、様々な野鳥の姿が見られます。

11月3日～12月9日
（休館日を除く）

川西市郷土館 川西市郷土館
【川西市郷土館HP】
http://www.kawanishi-
hyg.ed.jp/kyodokan/

川西市郷土館
072-794-3354

兵庫県 川西市 ①③ 野鳥お話の会
東谷や近隣の地域で見ることのできる野鳥や、全国各地の野鳥について、撮影秘
話などを交えながらお話いただきます。

11月23日 川西市郷土館 川西市郷土館
【川西市郷土館HP】
http://www.kawanishi-
hyg.ed.jp/kyodokan/

川西市郷土館
072-794-3354

兵庫県 川西市 ① 川西市高齢者大学作品展
高齢者大学りんどう学園の6つの学科において、テーマ別に作品を作成し、展示す
ることによって広く市民に学習内容や学園について知ってもらうことを目的としてい
ます。

11月12日～25日
11月26日～30日

前半は「アステギャラリー」
後半は「市役所市民ギャラリー」

川西市高齢者大学りんどう学園 無料
社会教育課
（レフネック・りんどう学園担当）
072-757-8481

兵庫県 川西市 ③ 作品展 児童が作成した平面作品や立体作品を体育館で展示します。 12月3日～8日 川西市立久代小学校体育館 川西市立久代小学校 無料
川西市立久代小学校
072-759-3132

兵庫県 川西市 ② 児童作品展
子どもたちが創意工夫した作品(平面・立体・共同)を体育館いっぱいに展示し、夢あ
ふれる北小ワールドをつくりあげます。

11月26日～27日
11月29日～12月1日

川西市立川西北小学校体育館
川西市立
川西北小学校

無料
川西市立川西北小学校
072-759-3880

兵庫県 川西市 ② 人権参観
「差別を見抜き、差別を許さず、共によりよく生きようとする子どもを育てる」を人権同
和教育目標とし、各学年が発達段階に応じた授業を公開します。

11月8日 川西市立緑台小学校各教室 川西市立緑台小学校 無料
川西市立緑台小学校
072-793-0223

兵庫県 川西市 ③ 音楽会 各学年児童による、合奏、合唱を保護者や地域の方々に鑑賞していただきます。 12月1日 川西市立緑台小学校体育館 川西市立緑台小学校 無料
川西市立緑台小学校
072-793-0223

兵庫県 川西市 ③ けやき坂小音楽会 日頃の音楽の授業の成果を発表します。（合唱・合奏） 11月23日 川西市立けやき坂小学校 川西市教育委員会 無料
川西市立けやき坂小学校
072-799-3946

兵庫県 川西市 ② 音楽会 児童が、合奏・合唱等を発表します。 12月1日 川西市立東谷小学校体育館 川西市立東谷小学校 無料
川西市立東谷小学校
072-794-0033

兵庫県 川西市 ② 交通安全教室
交通安全協会、警察の方に交通安全について教えていただきます。1年生は、横断
の仕方、3年生は自転車の乗り方を中心に講習会を開きます。学年PTAの方にも協
力していただきます。

10月5日 川西市立東谷小学校運動場 川西市立東谷小学校 無料
川西市立東谷小学校
072-794-0033

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 川西市 ② いっしょに帰ろう会
子ども安全守り隊、PTA愛護部の方たちに日ごろの感謝の気持ちを伝え、一緒に下
校します。

12月17日 川西市立東谷小学校運動場 川西市立東谷小学校 無料
川西市立東谷小学校
072-794-0033

兵庫県 川西市 ② 図工展 児童の作品を展示します。 12月3日～9日 川西市立北陵小学校体育館 川西市立北陵小学校 無料
【北陵中学校HP】
http://www.kawanishi-
hyg.ed.jp/hokuryopo/

川西市立北陵小学校

兵庫県 川西市 ② オープンスクール
この日一日をオープンスクールとして地域や保護者の方々に学校を開放し、授業中
や休み時間の子どもたちの活動の様子を自由に参観していただきます。

11月2日 川西市立川西中学校 川西市立川西中学校 無料
【川西中学校HP】
http://www.kawanishi-
hyg.ed.jp/kawanijo/

川西市立川西中学校
072-759-2473

兵庫県 川西市 ② 文化発表会 文化的行事を公開します。 10月26日～27日 川西市立緑台中学校 川西市立緑台中学校 無料
【緑台中学校HP】http://www.kawanishi-
hyg.ed.jp/midorijo/

川西市立緑台中学校
072-793-8322

兵庫県 川西市 ② 文化祭 劇や作品展示を行います。 10月26日～27日 川西市立東谷中学校 川西市立東谷中学校 無料
川西市立東谷中学校
072-794-0038

兵庫県 川西市 ② 校内作品展
感性を働かせ、作り出す喜びを味わうことをねらいとして、児童が制作した作品を展
示します。

11月26日～12月1日 川西市立川西小学校 川西市立川西小学校 無料
【川西小学校HP】
http://www.kawanishi-
hyg.ed.jp/kawanipo/

川西市立川西小学校
072-759-1110

兵庫県 川西市 ②
高校生ふるさと貢献活動地域
清掃

学校周辺の公園等を生徒・職員で清掃します。 11月2日 学校近隣の児童公園・通学路 兵庫県立川西緑台高等学校 無料
兵庫県立川西緑台高等学校
072-793-0361

兵庫県 川西市 　①
東洋食品工業短期大学第１４
回定例講演会

一般市民等の方に、もっと豊かな食生活を送ることに興味・関心を持ってもらうことを
目的として、「もしも」に備えた保存食、災害食をメインテーマに、第１部では、缶詰の
他、災害食の備蓄方法、火も水も使わないポリ袋で作れるレシピを紹介。第２部で
は、冷凍食品を美味しく保存する技についてそれぞれ専門家が講演を行います。

11月22日 東洋食品工業短期大学　講堂 東洋食品工業短期大学 無料 http://www.toshoku.ac.jp/ 事務室
ＨＰにはH30.9月下旬
にアップの予定

兵庫県 神戸市 ② 文化部発表会 文化部の活動を保護者に公開します。 12月20日 兵庫県立長田高等学校 兵庫県立長田高等学校 無料
兵庫県立長田高等学校
078-621-4101

兵庫県 神戸市 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5日～9日 県内各事業所 兵庫県立大学附属中学校 無料
兵庫県立大学附属中学校
0791-58-0735

兵庫県 神戸市 ② 兵工祭
本校の文化祭です。
作品展示、模擬店運営、ステージ発表等を行います。

11月9日～10日 兵庫県立兵庫工業高等学校 兵庫県立兵庫工業高等学校
兵庫工業高等学校
078-671-1431

一般公開日は10日

兵庫県 神戸市 ② 高校生インターンシップ 本校2年生全員が県内各事業所で職場体験を行います。 11月12日～16日 県内各事業所 兵庫県立兵庫工業高等学校
兵庫工業高等学校
078-671-1431

兵庫県 神戸市 ② 学力向上シンポジウム
本県の児童生徒の全県的な学力の定着状況や学習に関する意識等の分析結果、
指導上の工夫改善の在り方等について、学力向上シンポジウムを開催し、普及啓
発を図ります。

12月5日 神戸文化ホール 兵庫県教育委員会 無料
県教育委員会事務局　義務教
育課
078-362-3771

兵庫県 神戸市 ② 環境教育実践発表大会
環境教育の先進校の児童生徒による実践事例発表や講演を実施し、学校における
環境教育の推進に資するとともに、特色ある優れた実践を行っている学校をグリー
ンスクールとして表彰します。

10月11日
兵庫県公館
大会議室

兵庫県教育委員会 無料
県教育委員会事務局　義務教
育課
078-362-3771

兵庫県 神戸市 ④ 数学・理科甲子園
高校生の科学技術等に対する興味・関心、意欲・能力を高めるとともに、活躍できる
場を提供することで、科学好きの裾野を広げるために、「科学の甲子園全国大会」の
県予選となる「数学・理科甲子園」を開催します。

10月27日 甲南大学
兵庫県教育
委員会

無料
高校教育課
北上 景章
（078）362-9444

兵庫県 神戸市 ④
第42回兵庫県高等学校総合
文化祭開会行事

式典、アトラクション、各部門紹介を行います。 10月27日 神戸市立東灘区民センター
兵庫県
兵庫県教育委員会等

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

兵庫県 神戸市 ③
第42回兵庫県高等学校総合
文化祭演劇部門発表会

演劇部門生徒による発表を行います。 11月16日～11月18日
神戸市立北神区民センター
ありまホール

兵庫県
兵庫県教育委員会等

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

兵庫県 神戸市 ③
第42回兵庫県高等学校総合
文化祭吹奏楽部門発表会

吹奏楽部門生徒による発表を行います。 11月4日 神戸文化ホール（大ホール）
兵庫県
兵庫県教育委員会等

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

兵庫県 神戸市 ③
第42回兵庫県高等学校総合
文化祭郷土芸能部門発表会

郷土芸能部門生徒による発表を行います。 10月27日
神戸学院大学
メモリアルホール

兵庫県
兵庫県教育委員会等

無料
兵庫県高等学校文化連盟
県立須磨東高等学校
(078)793-1616

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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兵庫県 神戸市 ③
第42回兵庫県高等学校総合
文化祭書道部門発表会

書道部門生徒による作品の展示発表を行います。 11月9日～11月11日
県立美術館王子分館
（原田の森ギャラリー）

兵庫県
兵庫県教育委員会等

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

兵庫県 神戸市 ③
第42回兵庫県高等学校総合
文化祭写真部門発表会

写真部門生徒による作品の展示発表を行います。 11月9日～11月11日
県立美術館王子分館
（原田の森ギャラリー）

兵庫県
兵庫県教育委員会等

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

兵庫県 神戸市 ③
第42回兵庫県高等学校総合
文化祭放送文化部門発表会

放送文化部門生徒による作品の発表及びコンテストを行います。 11月18日 甲南女子大学
兵庫県
兵庫県教育委員会等

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

兵庫県 神戸市 ③
第42回兵庫県高等学校総合
文化祭囲碁部門発表会

囲碁部門生徒による対局を行います。 11月4日 灘高等学校
兵庫県
兵庫県教育委員会等

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

兵庫県 神戸市 ③
第42回兵庫県高等学校総合
文化祭将棋部門発表会

将棋部門生徒による対局を行います。 11月3日　個人戦 甲南大学平生記念セミナーハウス
兵庫県
兵庫県教育委員会等

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

兵庫県 神戸市 ③
第42回兵庫県高等学校総合
文化祭新聞部門発表会

新聞部門生徒による作品の展示発表を行います。 10月27日 神戸市立東灘区民センター
兵庫県
兵庫県教育委員会等

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

兵庫県 神戸市 ③
第42回兵庫県高等学校総合
文化祭吟詠部門発表会

吟詠部門生徒による発表を行います。 10月27日 神戸市立東灘区民センター
兵庫県
兵庫県教育委員会等

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

兵庫県 神戸市 ③
第42回兵庫県高等学校総合
文化祭小倉百人一首かるた部
門発表会

小倉百人一首かるた部門生徒による競技会を行います。 11月4日
神戸市立王子スポーツセンター
柔道場

兵庫県
兵庫県教育委員会等

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

兵庫県 神戸市 ③
第42回兵庫県高等学校総合
文化祭自然科学部門発表会

自然科学部門生徒による作品の展示発表を行います。 11月16日～11月18日 バンドー神戸青少年科学館
兵庫県
兵庫県教育委員会等

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

兵庫県 神戸市 ③
第42回兵庫県高等学校総合
文化祭文芸部門発表会

文芸部門生徒による作品の展示発表を行います。 11月17日 兵庫県私学会館
兵庫県
兵庫県教育委員会等

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

兵庫県 神戸市 ③
第42回兵庫県高等学校総合
文化祭文化部合同発表会

華道、家庭、パソコン・メディア、工作、水産、漫画研究・イラスト、ダンス、英語、軽
音楽部門の生徒による発表展示等を行います。

11月17日
神戸ハーバーランド
スペースシアター

兵庫県
兵庫県教育委員会等

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

兵庫県 神戸市 ①③
特別展「サヴィニャックパリに
かけたポスターの魔法」

20世紀フランスを代表するポスター作家レイモン・サヴィニャックのポスター約90点と
ともに写真や原画、関連書籍などもあわせて展示しサヴィニャックの仕事を総合的
に紹介します。

10月27日～12月24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

【県立美術館のHP】
https://www.artm.pref.hyogo.jp/

兵庫県立美術館
総務課
TEL:078-262-0901

兵庫県 神戸市 ①③

県美プレミアムⅡ期「美術の中
のかたち-手で見る造形中ハ
シ克シゲ展」「県政150周年記
念ひょうご近代150年」

当館所蔵作品を中心に紹介する展覧会です。第Ⅱ期は、視覚に障がいのある方の
ための毎夏の小企画と、県政150年を記念し、明治以後から今日までの兵庫の歩み
を収蔵品で振り返る展覧会を開催します。

7月7日～11月4日
県立美術館
常設展示室

県立美術館
【県立美術館のHP】
https://www.artm.pref.hyogo.jp/

兵庫県立美術館
総務課
TEL:078-262-0901

兵庫県 神戸市 ①③
県美プレミアムⅢ期「Ｍ氏コレ
クションによるＪ・Ｊグランヴィ
ル（仮題）」「類は友を呼ぶ」

当館所蔵作品を中心に紹介する展覧会です。第Ⅲ期は、19世紀フランスを代表する
挿絵画家Ｊ・Ｊグランヴィルの作品を紹介するとともに、当館所蔵の作品を作品内の
要素や構成の原理に着目した展覧会を開催します。

11月17日～3月3日
県立美術館
常設展示室

県立美術館
【県立美術館のHP】
https://www.artm.pref.hyogo.jp/

兵庫県立美術館
総務課
TEL:078-262-0901

兵庫県 神戸市 ①③ 美術館の調べ
美術以外の様々な芸術に気軽に触れていただけるよう、無料のコンサートを開催し
ます。

10月6日、13日、
20日、27日
11月10日、17日、
18日、24日

県立美術館
アトリエ1ほか

県立美術館 無料
【県立美術館のHP】
https://www.artm.pref.hyogo.jp/

兵庫県立美術館
教育支援・事業担当
TEL:078-262-0908

兵庫県 神戸市 ①③ 県美亭ワンコイン寄席 落語家・露の吉次氏による本格上方落語をご観賞頂けます。 11月25日
県立美術館
レクチャールーム

県立美術館
【県立美術館のHP】
https://www.artm.pref.hyogo.jp/

兵庫県立美術館
教育支援・事業担当
TEL:078-262-0908

兵庫県 神戸市 ①③ Ken-Vi名画サロン 新旧の名画の中から厳選した作品を上映する映画鑑賞会です。 10月13日
県立美術館
ミュージアムホール

県立美術館
【県立美術館のHP】
https://www.artm.pref.hyogo.jp/

兵庫県立美術館
教育支援・事業担当
TEL:078-262-0908

兵庫県 神戸市 ①③ 県美シネマクラッシック
1950年代までの古典作品の中から名画の誉れ高い作品を取り上げる映画鑑賞会で
す。

11月16日
県立美術館
ミュージアムホール

県立美術館
【県立美術館のHP】
https://www.artm.pref.hyogo.jp/

兵庫県立美術館
教育支援・事業担当
TEL:078-262-0908

兵庫県 神戸市 ①③
文化の日に贈るクラシックコン
サート

芸術の秋にふさわしい上質なピアノ演奏をご鑑賞いただけます。 11月3日
県立美術館
アトリエ1

県立美術館
【県立美術館のHP】
https://www.artm.pref.hyogo.jp/

兵庫県立美術館
教育支援・事業担当
TEL:078-262-0908

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 神戸市 ①③ 四季シリーズコンサート〈秋〉 ソプラノとピアノの共演による素晴らしい音色をお楽しみいただけます。 10月28日
県立美術館
アトリエ1

県立美術館
【県立美術館のHP】
https://www.artm.pref.hyogo.jp/

兵庫県立美術館
教育支援・事業担当
TEL:078-262-0908

兵庫県 神戸市 ①③ 「関西文化の日」イベント 11月24日(土)、25日(日)に「関西文化の日」として、多彩なイベントを実施します。
11月24日
11月25日

全館 県立美術館
兵庫県立美術館
営業・広報担当
TEL:078-262-0905

兵庫県 神戸市 ①
平成30年度兵庫県ＰＴＡ中央
大会-ＰＴＣＡ全県研究大会-

全県の市町立小中学校のＰＴＡ及び学校関係者、地域住民が一堂に会し、記念講
演・実践発表（3校）により、研修と相互交流を図ります。

11月9日 兵庫県民会館 兵庫県ＰＴＡ協議会 無料
【兵庫県ＰＴＡ協議会のHP】
http://www.hyogo-pta.jp/

兵庫県ＰＴＡ協議会事務局
078-361-8181

　

兵庫県 神戸市 ③
兵庫県政150周年記念事業
「横尾忠則在庫一掃大放出
展」

本展覧会における出品作品選択の基準は、「当館でこれまで一度も展示されたこと
のない作品」です。題して「在庫一掃大放出展」。横尾の意外な側面を発見できる、
当館ならではのユニークな展覧会です。

9月15日～12月24日 横尾忠則現代美術館
横尾忠則現代美術館（[公財]兵庫県芸
術文化協会）、神戸新聞社、毎日新聞
社

【横尾忠則現代美術館】
http://www.ytmoca.jp

横尾忠則現代美術館
078-855-5607

兵庫県 神戸市 ①，③
第13回神戸大学ホームカミン
グデイ

卒業生や元教職員などに案内して、記念式典、社会科学系図書館見学、ホームカミ
ングデイ市、東北復興支援イベント、神戸大学史特別展、山口誓子記念館見学、お
茶のおもてなし、学部企画などを催し、市民の方にも参加いただき、交流を深めてい
ただきます。

10月27日
神戸大学六甲台・深江・楠・名谷キャンパ
ス

国立大学法人神戸大学

神戸大学HP
http://www.kobe-
u.ac.jp/campuslife/alumni/hcd/2018/ind
ex.html

神戸大学企画部卒業生・基金
課　卒業生グループ　078-
803-5022

兵庫県 神戸市 ②

神戸グローバルチャレンジプ
ログラム（神戸GCP）シンポジ
ウム
Global Challenge from KOBE
～世界へ飛び出す学生たち～

神戸GCPは、学部１・2年生が国内外の国際的なフィールドでの主体的な学外活動
を通じて、学びの動機付けを得る学修プログラムです。開始後4年目を迎え、参加学
生の発表等により取組を紹介します。

11月3日
神戸大学
百年記念館六甲ホール

国立大学法人神戸大学 無料
神戸GCPのHP：
http://www.iphe.kobe-u.ac.jp/kobe-gcp

神戸大学学務部学務課教育改
革グループ
Tel：078-803-7641
Mail:iphe-kgcp@edu.kobe-
u.ac.jp

事前申し込みが必要
です。詳細は、9月中
旬頃に神戸GCPのHP
にてご案内します(空
席があれば、当日参
加可)。

兵庫県 神戸市 ④
「神戸医療産業都市･京コン
ピュータ」一般公開

神戸大学統合研究拠点アネックス棟において、施設見学・展示・クイズラリーを行い
ます。

11月23日 神戸大学統合研究拠点アネックス棟 神戸市 無料
神戸医療産業都市20周年HP
https://www.kbic20th.jp/

神戸大学研究推進部先端融合
推進課
078-599-6716

兵庫県 神戸市 ①、③ 神戸大学附属図書館資料展 附属図書館の所蔵する資料を古典籍を中心に幾つか紹介します。  10月12日～12月18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

神戸大学付属図書館HP
https://lib.kobe-
u.ac.jp/support/exhibition/
（9月下旬に今年度の情報掲載予定）

神戸大学附属図書館情報リテ
ラシー係　電話　078-803-5313

兵庫県 神戸市
①，②，
③

神戸大学史・特別展
「明治期の神戸と神戸大学―
「明治150年」記念―」

今年は「明治150年」にちなみ、明治期における神戸と神戸大学前身校の諸相を貴
重な歴史資料や写真などで振り返ります。

10月25日～11月16日 神戸大学百年記念館1階展示ホール 神戸大学大学文書史料室 無料
【大学文書史料室HP】
https://lib.kobe-u.ac.jp/archives/
(10月上旬更新予定)

神戸大学大学文書史料室
電話078-803-5035

兵庫県 神戸市 ①、④ 「メカライフの世界」展2018
未就学児から中学生までの幅広いお子様に、機械工学の世界を楽しんでいただけ
る内容となっています。工作では、お子様が自らの手で実際に工作物を完成させる
ことで、ものづくりの楽しさを感じてもらいます。

11月10～11日 バンドー神戸青少年科学館
一般社団法人日本機械学会関西学生
会

バンドー神戸青少年科学館
078-302-5177

兵庫県 神戸市 ①、④
秋の企画展「はやぶさ２」を
もっと知ろう！

「はやぶさ２」が地球を飛び立ってから小惑星リュウグウまでの公開をパネルで紹介
します。着陸のミッションを経て、岩石を採取して地球に帰還するまでの最新情報を
専門家のメッセージを盛り込み提供していきます。

10月13日～11月25日 バンドー神戸青少年科学館 バンドー神戸青少年科学館
バンドー神戸青少年科学館
078-302-5177

兵庫県 神戸市 ①

神戸市埋蔵文化財センター
秋季企画展『神戸はかつて焼
き物の里だった　～トウバンケ
イスエキの世界～』

平安時代から鎌倉時代にかけて、神戸市西区の神出地区は国内有数の焼き物の
里でした。この神出窯跡群を中心に、その歴史を展覧します。

10月13日～12月2日 神戸市埋蔵文化財センター（神戸市西区） 神戸市埋蔵文化財センター 無料
http://www.city.kobe.lg.jp/culture/cultu
re/institution/center/index.html

神戸市埋蔵文化財センター
電話番号：078-992-0656

兵庫県 神戸市 ①
神戸市埋蔵文化財センター
秋季企画展関連講演会『東播
系須恵器の世界』

企画展に関連して、中世窯業研究の第一人者である、元兵庫県立考古博物館の森
内秀造氏による歴史講演会です。

10月14日 神戸市埋蔵文化財センター（神戸市西区） 神戸市埋蔵文化財センター 無料
http://www.city.kobe.lg.jp/culture/cultu
re/institution/center/index.html

神戸市埋蔵文化財センター
電話番号：078-992-0656

兵庫県 神戸市 ① おおとし山まつり2018
垂水区西舞子にある大歳山遺跡公園で開催されるイベントです。弥生時代の復元
竪穴住居を公開して、勾玉づくりや、土器づくりなどの体験ができます。古代米「赤
米」の試食もあります。

11月4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/cultu
re/institution/center/index.html

神戸市埋蔵文化財センター
電話番号：078-992-0656

兵庫県 神戸市 ①
体験考古学講座
「茅葺職人さんと竪穴住居を
建てよう」

茅葺職人に、ワラの編み方などを教わり、実際に丸太を組んだ竪穴住居の屋根を
葺く体験をする講座です。

11月11日 神戸市埋蔵文化財センター（神戸市西区） 神戸市埋蔵文化財センター
http://www.city.kobe.lg.jp/culture/cultu
re/institution/center/index.html

神戸市埋蔵文化財センター
電話番号：078-992-0656

要事前申し込み

兵庫県 神戸市 ①
連続講座第４回
「地下からわかる北区ヒスト
リー」

『こうべ考古学』シリーズの「地下からわかる神戸ヒストリー」連続講座の４回目で
す。埋蔵文化財センターの学芸員がわかりやすく、北区のヒストリーを紐解きます。

11月17日 神戸市埋蔵文化財センター（神戸市西区） 神戸市埋蔵文化財センター 無料
http://www.city.kobe.lg.jp/culture/cultu
re/institution/center/index.html

神戸市埋蔵文化財センター
電話番号：078-992-0656

兵庫県 神戸市 ①
西区地域学「探訪！西神戸の
名勝庭園」

神戸市西区の太山寺にある、国名勝安養院庭園等、西神戸の名庭園をバスで巡る
見学会です。

11月18日 神戸市西区 神戸市埋蔵文化財センター
http://www.city.kobe.lg.jp/culture/cultu
re/institution/center/index.html

神戸市埋蔵文化財センター
電話番号：078-992-0656

要事前申し込み

兵庫県 神戸市 ①

神戸市埋蔵文化財センター
秋季企画展関連講演会『仮題
東播緒窯で焼かれた瓦の流
通』

企画展に関連して、京都で出土する中世瓦研究の第一人者である、上村和直氏に
よる、京都から見た播磨産瓦の動向についての講演会です。

11月23日 神戸市埋蔵文化財センター（神戸市西区） 神戸市埋蔵文化財センター 無料
http://www.city.kobe.lg.jp/culture/cultu
re/institution/center/index.html

神戸市埋蔵文化財センター
電話番号：078-992-0656

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 神戸市 ①
国重要文化財「旧ハンター住
宅」の内部特別公開

「旧ハンター住宅」は明治22年頃に建てられた木骨煉瓦造２階建の近代洋風建築
で、現存する異人館の中では、最大級のものです。かつては中央区北野３丁目にあ
りましたが、昭和38年現在地に移築保存されました。

10月1日～31日
旧ハンター住宅
（神戸市灘区青谷１丁目１－４　王子動物
園内）

神戸市教育委員会事務局　文化財課
http://www.city.kobe.lg.jp/culture/cultu
re/folk/estate/

神戸市教育委員会事務局文化
財課
電話番号：078-322-5798

水曜日休み

兵庫県 神戸市 ①
国重要文化財「旧ハッサム住
宅」の内部公開

イギリス人建築家ハンセルによる設計の「旧ハッサム住宅」は明治35年に建てられ
た木造２階建寄棟造桟瓦葺きの近代洋風建築です。かつては中央区北野２丁目に
ありましたが、昭和38年に現在地に移築保存されました。

10月20日～11月25日
旧ハッサム住宅
（神戸市中央区中山手通５丁目３－１　相
楽園内）

神戸市教育委員会事務局　文化財課
http://www.city.kobe.lg.jp/culture/cultu
re/folk/estate/

神戸市教育委員会事務局文化
財課
電話番号：078-322-5798

兵庫県 神戸市 ①
「旧和田岬灯台」内部の公開と
解説

旧和田岬灯台は、明治４年に兵庫区和田岬に木造で建てられ、明治17年には鉄造
に改築され、現存する最古の鉄造灯台です。昭和39年に廃灯に伴い、現在地に移
築されています。広く一般に公開するため休日に「旧和田岬灯台」を公開します。

10月28日

旧和田岬灯台
（神戸市須磨区須磨浦通１－１須磨海浜公
園内）

神戸市教育委員会事務局　文化財課 無料
http://www.city.kobe.lg.jp/culture/cultu
re/folk/estate/

神戸市教育委員会事務局文化
財課
電話番号：078-322-5798

要事前申し込み

兵庫県 神戸市 ①
国重要文化財「船屋形」外観
の公開

「船屋形」は木造の２階建桧皮葺きの切妻造で、姫路藩主が河川での遊覧に用いた
川御座船の居室に当たる屋形部分です。川御座船として現存する唯一のもので、外
観を間近で公開しながら解説します。

10月20日、11月3日
船屋形
（神戸市中央区中山手通５丁目３－１　相
楽園内）

神戸市教育委員会事務局　文化財課
http://www.city.kobe.lg.jp/culture/cultu
re/folk/estate/

神戸市教育委員会事務局文化
財課
電話番号：078-322-5798

兵庫県 神戸市 ①
国重要文化財「船屋形」内部
の公開

「船屋形」は木造の２階建桧皮葺きの切妻造で、姫路藩主が河川での遊覧に用いた
川御座船の居室に当たる屋形部分です。川御座船として現存する唯一のもので、実
際に内部に入り学芸員が解説します。

11月17日
神戸市中央区中山手通５丁目３－１　相楽
園内

神戸市教育委員会事務局　文化財課
http://www.city.kobe.lg.jp/culture/cultu
re/folk/estate/

神戸市教育委員会事務局文化
財課
電話番号：078-322-5798

要事前申し込み

兵庫県 神戸市 ①
清盛生誕900年企画「清盛ゆ
かりの地をめぐる」

今年は平清盛生誕900年であるのに併せて、バスを使用しながら、兵庫区内の清盛
ゆかりの地や遺跡をまわります。また、神戸市埋蔵文化財センターにおいて、祇園
遺跡や楠・荒田町遺跡から出土した福原京（和田京）関連の遺物を見学します。

11月27日
雪見御所旧跡、荒田八幡神社、清盛塚、
築島寺、石椋、船入址、埋蔵文化財セン
ター

神戸市教育委員会事務局　文化財課
http://www.city.kobe.lg.jp/culture/cultu
re/folk/estate/

神戸市教育委員会事務局文化
財課
電話番号：078-322-5798

要事前申し込み

兵庫県 神戸市 ③
特別展「没後３０年 小磯良平
展 西洋への憧れと挑戦 －ま
だまだ　ながめつくせない－」

小磯良平（1903－1988）が没後30年を迎えることを機に開催する展覧会。「西洋へ
の憧れと挑戦」という視点を設け、1930年代後半から40年代にかけて制作された戦
争画による大画面構図と群像表現の探求、1950年代から60年代にかけて試みられ
た抽象的作品の制作などに焦点を当てます。

9月15日～11月25日 神戸市立小磯記念美術館
神戸市立小磯記念美術館、読売新聞
社

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

神戸市教育委員会事務局小磯
記念美術館 電話番号078-
857-5880

兵庫県
神戸市東
灘区

① 第5回くすりと健康セミナー
講演会のテーマは「認知症と間違われやすい高齢者てんかん」。
講演会開催後に、神戸市東灘区薬剤師会による「お薬相談会」を実施します。
主催：神戸薬科大学　共催：神戸市東灘区薬剤師会

10月8日
神戸薬科大学
地域連携サテライトセンター

神戸薬科大学 無料
https://www.kobepharma-
u.ac.jp/satellite/

神戸薬科大学
企画･広報課
078-441-7505

兵庫県
神戸市東
灘区

①
地域健康サポートカフェ ほっ
こり塾

患者さん、ご家族、医療従事者、学生、一般の方等、どなたでも参加でき、お茶を飲
みながらゆったりと対話することで情報交換をしたり心の重荷を降ろしたりすること
ができる交流の場を提供しています。

10月27日
神戸薬科大学
地域連携サテライトセンター

神戸薬科大学
https://www.kobepharma-
u.ac.jp/satellite/

神戸薬科大学
地域連携サテライトセンター
078-224-5362

兵庫県
神戸市東
灘区

①
地域健康サポートカフェ がん
哲学学校メディカル・カフェ

患者さん、ご家族、医療従事者、学生、一般の方等、どなたでも参加でき、お茶を飲
みながらゆったりと対話することで情報交換をしたり心の重荷を降ろしたりすること
ができる交流の場を提供しています。

11月17日
神戸薬科大学
地域連携サテライトセンター

神戸薬科大学 無料
https://www.kobepharma-
u.ac.jp/satellite/

神戸薬科大学
薬学臨床教育・研究センター
078-441-7835

兵庫県
神戸市東
灘区

① 第14回健康サポートセミナー

講演会のテーマは「感染症」。
座ってできる簡単な体操の後、血管年齢や骨密度、肌年齢等の健康度測定を実施
します。
主催：神戸薬科大学　後援：神戸市東灘区役所

11月19日
神戸薬科大学
地域連携サテライトセンター

神戸薬科大学 無料
https://www.kobepharma-
u.ac.jp/satellite/

神戸薬科大学
企画･広報課
078-441-7505

兵庫県 篠山市 ②
オープンスクール(学習発表
会)

各教科や総合的な学習の時間での学習成果を保護者や地域の方々に公開します。 11月10日 篠山市立篠山小学校 篠山市立篠山小学校 無料
篠山市立篠山小学校
079-552-0069

兵庫県 篠山市 ②
オープンスクール(学習発表
会)

各教科や総合的な学習の時間での学習成果を保護者や地域の方々に公開します。 11月17日 篠山市立八上小学校 篠山市立八上小学校 無料
篠山市立八上小学校
079-552-0598

兵庫県 篠山市 ②
オープンスクール(学習発表
会)

各教科や総合的な学習の時間での学習成果を保護者や地域の方々に公開します。
児童達が育てたお苗菊展もします。

11月17日 篠山市立城北畑小学校 篠山市立城北畑小学校 無料
篠山市立城北畑小学校
079-552-0462

兵庫県 篠山市 ②
オープンスクール(学習発表
会)

各教科や総合的な学習の時間での学習成果を保護者や地域の方々に公開します。 11月16日 篠山市立岡野小学校 篠山市立岡野小学校 無料
篠山市立岡野小学校
079-552-0553

兵庫県 篠山市 ② 学習発表会 各教科や総合的な学習の時間での学習成果を保護者や地域の方々に公開します。 11月17日 篠山市立城東小学校 篠山市立城東小学校 無料
篠山市立城東小学校
079-556-2034

兵庫県 篠山市 ② オープンスクール
保護者や地域の方々に、通常授業や生活の様子を公開します。食育に関する授業
は全学年がします。

11月27日
11月28日

篠山市立城東小学校 篠山市立城東小学校 無料
篠山市立城東小学校
079-556-2034

兵庫県 篠山市 ②
オープンスクール(学習発表
会)

各教科や総合的な学習の時間での学習成果を保護者や地域の方々に公開します。 11月17日 篠山市立多紀小学校 篠山市立多紀小学校 無料
篠山市立多紀小学校
079-558-0116

兵庫県 篠山市 ②
オープンスクール(学習発表
会)

各教科や総合的な学習の時間での学習成果を保護者や地域の方々に公開します。 11月16日 篠山市立西紀南小学校 篠山市立西紀南小学校 無料
篠山市立西紀南小学校
079-593-0028

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 篠山市 ②
オープンスクール(学習発表
会)

各教科や総合的な学習の時間での学習成果を保護者や地域の方々に公開します。 11月16日 篠山市立西紀小学校 篠山市立西紀小学校 無料
篠山市立西紀小学校
079-593-0024

兵庫県 篠山市 ②
オープンスクール(学習発表
会)

各教科や総合的な学習の時間での学習成果を保護者や地域の方々に公開します。 11月17日 篠山市立西紀北小学校 篠山市立西紀北小学校 無料
篠山市立西紀北小学校
079-592-0007

兵庫県 篠山市 ②
オープンスクール(学習発表
会)

各教科や総合的な学習の時間での学習成果を保護者や地域の方々に公開します。 11月18日 篠山市立大山小学校 篠山市立大山小学校 無料
篠山市立大山小学校
079-596-0013

兵庫県 篠山市 ②
オープンスクール(学習発表
会)

各教科や総合的な学習の時間での学習成果を保護者や地域の方々に公開します。 11月10日 篠山市立味間小学校 篠山市立味間小学校 無料
篠山市立味間小学校
079-594-0019

兵庫県 篠山市 ②
オープンスクール(学習発表
会)

各教科や総合的な学習の時間での学習成果を保護者や地域の方々に公開します。 11月16日 篠山市立城南小学校 篠山市立城南小学校 無料
篠山市立城南小学校
079-594-0728

兵庫県 篠山市 ②
オープンスクール(学習発表
会)

各教科や総合的な学習の時間での学習成果を保護者や地域の方々に公開します。 11月17日 篠山市立古市小学校 篠山市立古市小学校 無料
篠山市立古市小学校
079-595-0019

兵庫県 篠山市 ②
オープンスクール(学習発表
会)

各教科や総合的な学習の時間での学習成果を保護者や地域の方々に公開します。 11月23日 篠山市立今田小学校 篠山市立今田小学校 無料
篠山市立今田小学校
079-597-2019

兵庫県 篠山市 ② 吹奏楽部定期演奏会 吹奏楽部が日頃の練習の成果を発表します。 11月17日 たんば田園交響ホール 篠山市立篠山中学校 無料
篠山市立篠山中学校
079-552-1155

兵庫県 篠山市 ② オープンスクール 授業公開、学級弁論大会、給食試食会、PTA講演会をします。 11月14,15,16日 篠山市立篠山東中学校 篠山市立篠山東中学校 無料
篠山市立篠山東中学校
079-556- 3781

兵庫県 篠山市 ② オープンスクール 授業公開、ようこそ市長さん、人権講演会、読み聞かせをします。 11月12日～11月16日 篠山市立西紀中学校 篠山市立西紀中学校 無料
篠山市立西紀中学校
079-593-0032

兵庫県 篠山市 ② オープンスクール 授業公開、ようこそ市長さん、生徒会・地域あいさつ運動、道徳授業をします。 11月13日～11月16日 篠山市立丹南中学校 篠山市立丹南中学校 無料
篠山市立丹南中学校
079-594-1164

兵庫県 篠山市 ② オープンスクール 授業公開、LINE教室をします。 11月13日～11月15日 篠山市立今田中学校 篠山市立今田中学校 無料
篠山市立今田中学校
079-597-3160

兵庫県 篠山市 ② オープンスクール 授業公開、ささよう展をします。 11月12日～11月22日 篠山市立篠山養護学校 篠山市立篠山養護学校 無料
篠山市立篠山養護学校
079-552-5237

兵庫県 篠山市 ①③ 篠山市4文化施設「入館無料」
篠山城大書院をはじめ、篠山市4文化施設(篠山城大書院・青山歴史村/丹波篠山
デカンショ館・武家屋敷安間家史料館・歴史美術館)に入館無料でご入館いただけま
す。

11月3日
篠山城大書院、青山歴史村・丹波篠山デ
カンショ館、歴史美術館、武家屋敷安間家
史料館

一般社団法人ウイズささやま
(篠山城大書院指定管理者)

無料
http://www.withsasayama.jp/REKIBUN/
osyoin_top.htm

篠山城大書院
079-552-4500

兵庫県 篠山市 ①③ いざ出陣！篠山城戦国祭
篠山城が戦国ムード一色に！
甲冑や戦国時代にちなんだ衣装のスタッフが皆さまをお迎えし、戦国武将体験や家
紋講座を開催いたします。

11月23日 篠山城大書院
一般社団法人ウイズささやま(篠山城
大書院指定管理者)

http://www.withsasayama.jp/REKIBUN/
osyoin_top.htm

篠山城大書院
079-552-4500

兵庫県 篠山市 ③

特別展県政150年記念事業
「没後50年河井寬次郎展―過
去が咲いてゐる今、未来の蕾
で一杯な今―」

丹波焼が注目される契機となった民藝運動の中心人物であり、日本の近代陶芸を
代表する陶芸家である河井寬次郎の没後50年を記念して、その仕事の全貌と深い
精神世界を辿ります。

9月22日～12月9日 兵庫陶芸美術館 兵庫陶芸美術館
【兵庫陶芸美術館HP】
http://www.mcart.JP

兵庫陶芸美術館
079-597-3961

兵庫県 篠山市 ③
テーマ展県政150年記念事業
「丹波焼の世界ｓｅａｓｏｎ2」

昨年日本遺産に認定された日本六古窯の一つに数えられ、800年以上の歴史を持
つ丹波焼。変化しながらも現代まで続く丹波焼。変化しながらも現代まで続く丹波焼
の世界をお楽しみください。

5月27日～3月24日 兵庫陶芸美術館 兵庫陶芸美術館
【兵庫陶芸美術館HP】
http://www.mcart.jp

兵庫陶芸美術館
079-597-3961

兵庫県 篠山市 ③
平成30年度丹波焼の里秋の
茶会

陶磁器と茶道のコラボレーションにより、日本の伝統文化への関心を高めるととも
に、茶の湯を通して伝統文化の持つ素晴らしさと丹波焼の里の魅力を発信します。

10月28日 兵庫陶芸美術館 兵庫陶芸美術館秋の茶会実行委員会
【兵庫陶芸美術館HP】
http://www.mcart.jp

兵庫陶芸美術館
079-597-3961

兵庫県 篠山市 ③ 第41回丹波焼陶器まつり
やきものの里の秋のビッグイベントである丹波焼陶器まつり。陶器市をはじめ、丹波
焼の企画展示、丹波の味覚を満喫できる物産コーナーなど、芸術と味覚の魅力あ
ふれる多彩なイベントを開催します。

10月20～21日
立杭陶の郷、篠山市今田支所周辺、兵庫
陶芸美術館及び各窯元

篠山市、丹波立杭陶磁器協同組合、
丹波ささやま農業協同組合、篠山市商
工会

無料
【丹波焼陶器まつりHP】
http://tanbayaki-toukimatsuri.com/

立杭陶の郷
079-597-2034

兵庫県 佐用町 ② オープンスクール 平常時の教育活動を公開します。 11月13日～16日 佐用町立佐用中学校 佐用町立佐用中学校 無料
【佐用町HP】
http://www.town.sayo.lg.jp

佐用町立佐用中学校
0790-82-2102

兵庫県 佐用町 ② 文化発表会 コーラス、作文発表を行います。 11月18日 佐用町立佐用中学校 佐用町立佐用中学校 無料
【佐用町HP】
http://www.town.sayo.lg.jp

佐用町立佐用中学校
  0790-82-2102

兵庫県 佐用町 ② 文化発表会 作文発表、合唱発表、作品展示、生徒会発表を行います 11月3日 佐用町立上月中学校 佐用町立上月中学校 無料
【上月中学校HP】
http://www.town.sayo.lg.jp/cms-
sypher/www/section/detail.jsp?id=106

佐用町立上月中学校
0790-86-0027

兵庫県 佐用町 ② オープンスクール 授業、給食、清掃、部活動の公開を行います。
11月3日
11月7日～10日

佐用町立上月中学校 佐用町立上月中学校 無料
【上月中学校HP】
http://www.town.sayo.lg.jp/cms-
sypher/www/section/detail.jsp?id=106

佐用町立上月中学校
0790-86-0028

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 佐用町 ② サイバー犯罪講演会 兵庫県警より講師を招き、保護者・生徒・教職員を対象に講演会を行います。 10月17日 佐用町立上月中学校 佐用町立上月中学校 無料
【上月中学校HP】
http://www.town.sayo.lg.jp/cms-
sypher/www/section/detail.jsp?id=106

佐用町立上月中学校
0790-86-0029

兵庫県 佐用町 ② プロから学ぶ創造力育成事業 町内出身の刀工、高見國一氏の講演会を実施します。 11月8日 佐用町立上月中学校 佐用町立上月中学校 無料
【上月中学校HP】
http://www.town.sayo.lg.jp/cms-
sypher/www/section/detail.jsp?id=106

佐用町立上月中学校
0790-86-0030

兵庫県 佐用町 ②
音楽発表会並びに教育講演
会

上津中学校全校生徒による音楽発表会と、ＰＴＡ主催による教育講演会「携帯やス
マホ、インターネットのトラブル防止（仮題）」を実施します。

10月26日
佐用町立上津中学校
体育館

佐用町立上津中学校 無料
【上津中学校 HP】
http://www.town.sayo.lg.jp/cms-
sypher/www/section/detail.jsp?id=107

佐用町立上津中学校
0790-78-0018

兵庫県 佐用町 ② 福祉活動・交流会
上津中学校全校生徒が、校区内の6ヶ所の福祉施設に分かれて、施設の方々と交
流会を実施します。

11月17日
佐用町立上津中学校区内の6ヶ所の福祉
施設

佐用町立上津中学校 無料
【上津中学校 HP】
http://www.town.sayo.lg.jp/cms-
sypher/www/section/detail.jsp?id=107

佐用町立上津中学校
0790-78-0018

兵庫県 佐用町 ② オープンスクール 期間内に生徒の学校生活を自由に参観していただけます。 10月29日～11月3日 佐用町立三日月中学校 佐用町立三日月中学校 無料
佐用町立三日月中学校
 0790-79-2013

兵庫県 佐用町 ② 文化祭
作文、合唱、劇のステージ発表及び美術、技術家庭科、書写の作品や「総合的な学
習の時間」の作品、新聞等の展示を予定しています。

11月3日
佐用町立三日月中学校
体育館

佐用町立三日月中学校 無料
佐用町立三日月中学校
0790-79-2013

兵庫県 佐用町 ② プロから学ぶ創造力育成事業
町内出身の刀工、高見國一氏の講演会を実施します。生徒や保護者、地域の方々
にも参加を予定しています。

11月9日
佐用町立三日月中学校
体育館

佐用町立三日月中学校 無料
佐用町立三日月中学校
0790-79-2013

兵庫県 佐用町 ② 道徳・特別活動研究会 講師に関西福祉大学新川靖先生を招き、本校教諭により道徳の授業を行います。 11月15日
佐用町立三日月中学校
体育館

佐用町立三日月中学校 無料
佐用町立三日月中学校
0790-79-2013

兵庫県 佐用町 ② オープンスクール 日常の教育活動の様子を広く公開します。 11月27日～12月1日 佐用町立佐用小学校 佐用町立佐用小学校 無料
【佐用小学校HP】
http://www.town.sayo.lg.jp/cms-
sypher/www/section/detail.jsp?id=2317

佐用町立佐用小学校
0790-82-2824

兵庫県 佐用町 ② オープンスクール 学校及び児童の日常の活動の様子を保護者地域住民に広く公開します。 11月26日～11月30日 佐用町立利神小学校 佐用町立利神小学校 無料
佐用町立利神小学校
 0790-83-2100

兵庫県 佐用町 ② オープンスクール 期間内に学校生活の様子を自由に参観していただけます。 11月5日～9日 佐用町立上月小学校 佐用町立上月小学校 無料
【上月小学校 HP】
http://www.town.sayo.lg.jp/cms-
sypher/www/section/detail.jsp?id=99

佐用町立上月小学校
 0790-86-0029

兵庫県 佐用町 ② ＰＴＡ教育講演会 メダカのコタロウ劇団による公演を鑑賞する（環境学習） 11月9日 佐用町立上月小学校 佐用町立上月小学校 無料
【上月小学校 HP】
http://www.town.sayo.lg.jp/cms-
sypher/www/section/detail.jsp?id=99

佐用町立上月小学校
0790-86-0029

兵庫県 佐用町 ② オープンスクール
授業やその他の生活場面を保護者、地域の方々、関係機関等に広く公開します。
16日（金）午後にはＰＴＡ主催のサイバー犯罪被害防止講演会を開催します。

11月12日～16日 佐用町立南光小学校 佐用町立南光小学校およびPTA 無料
佐用町立南光小学校
0790-78-0038

兵庫県 佐用町 ② オープンスクール オープンスクール(学校公開) 11月12日～16日 佐用町立三日月小学校 佐用町立三日月小学校 無料
佐用町立三日月小学校
0790-79-2021

兵庫県 佐用町 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を保護者・地域の方々に披露します。 11月15日 佐用町立三河小学校 佐用町立三河小学校 無料
佐用町立三河小学校
0790-77-0004

兵庫県 佐用町 ② オープンスクール 学校生活の様子をご覧いただけます。 11月26日～30日 佐用町立三河小学校 佐用町立三河小学校 無料
佐用町立三河小学校
0790-77-0004

兵庫県 三田市 ② 子育て講演会 講師を招聘して子育てに関する講演会を実施します。 10月23日 三田市立三田幼稚園 三田市立三田幼稚園 無料
【三田幼稚園HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ko
sodate/youchien/sanda/index.html

三田市立三田幼稚園
079-563-2343

兵庫県 三田市 ② オープンスクール 園児の遊びや生活の様子を参観していただきます。 11月2日 三田市立三田幼稚園 三田市立三田幼稚園 無料
【三田幼稚園HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ko
sodate/youchien/sanda/index.html

三田市立三田幼稚園
079-563-2343

兵庫県 三田市 ② 音楽会 園児による合唱、合奏を行います。 11月22日 三田市立三田幼稚園 三田市立三田幼稚園 無料
【三田幼稚園HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ko
sodate/youchien/sanda/index.html

三田市立三田幼稚園
079-563-2343

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 三田市 ②
子育て支援
（人形劇鑑賞）

園児と一緒にだっこ座公演を観劇します。 11月29日 三田市立三田幼稚園 三田市立三田幼稚園 無料
【三田幼稚園HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ko
sodate/youchien/sanda/index.html

三田市立三田幼稚園
079-563-2343

兵庫県 三田市 ② 作品展 園児が日常の遊びの中で表現した絵画や作品を展示します。 12月3日～6日 三田市立三田幼稚園 三田市立三田幼稚園 無料
【三田幼稚園HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ko
sodate/youchien/sanda/index.html

三田市立三田幼稚園
079-563-2343

兵庫県 三田市 ②
子育て支援
（クリスマス会）

保育時間終了後、未就園児も一緒にクリスマスにちなんだ遊びを楽しみます。 12月6日 三田市立三田幼稚園 三田市立三田幼稚園 無料
【三田幼稚園HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ko
sodate/youchien/sanda/index.html

三田市立三田幼稚園
079-563-2343

兵庫県 三田市 ② 音楽会 園児による合唱、合奏を行います。 11月9日 三田市立三輪幼稚園
三田市立
三輪幼稚園

無料
三田市立三輪幼稚園
079-563-6529

兵庫県 三田市 ② 作品展 園児が日常の遊びの中で表現した絵画や作品を展示します。 12月3日～5日 三田市立三輪幼稚園
三田市立
三輪幼稚園

無料
三田市立三輪幼稚園
079-563-6529

兵庫県 三田市 ② 一緒に遊ぼう 3・4歳児対象の子育て支援事業です。園児と一緒に遊びます。 12月6日 三田市立三輪幼稚園
三田市立
三輪幼稚園

無料
【三輪幼稚園HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ko
sodate/youchien/miwa/index.html

三田市立三輪幼稚園
079-563-6529

兵庫県 三田市 ②
音楽会(オープンスクール,作品
展)

園児による合唱、合奏、または、保護者による合奏等を行います。園児の作品展
示。地域の方にも参加の声かけをします。

11月8日 志手原幼稚園　遊戯室及び保育室 志手原幼稚園 無料
三田市立志手原幼稚園
079‐563‐2854

兵庫県 三田市 ② 一緒にあそぼ 未就園児が保育に参加し、在園児と一緒にかかわり、活動します。 11月14日 三田市立志手原幼稚園 志手原幼稚園 無料
三田市立志手原幼稚園
079‐563‐2854

兵庫県 三田市 ② オープンスクール 園児の遊びや園生活の様子を参観していただきます。 10月25日～26日 三田市立小野幼稚園 三田市立小野幼稚園 無料
三田市立小野幼稚園
079-566-0502

兵庫県 三田市 ② 音楽会 園児による合唱、合奏を行います。 11月17日 三田市立小野幼稚園 三田市立小野幼稚園 無料
三田市立小野幼稚園
079-566-0502

兵庫県 三田市 ②
子育て支援（3歳児対象）
「うさぎっこクラブ」

3歳児対象の子育て支援です。親子で幼稚園の生活を体験しつつ、楽しく遊びます。 10月6日 三田市立広野幼稚園 三田市立広野幼稚園 無料
【広野幼稚園HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ko
sodate/youchien/hirono/index.html

三田市立広野幼稚園
079-567-0344

兵庫県 三田市 ② オープンスクール 幼稚園の施設を開放するとともに、ふれあいコンサートを実施します。 10月23日 三田市立広野幼稚園 三田市立広野幼稚園 無料
【広野幼稚園HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ko
sodate/youchien/hirono/index.html

三田市立広野幼稚園
079-567-0345

兵庫県 三田市 ②
子育て支援
「園庭開放」

保育終了後、園児や未就園児が一緒に芝生の園庭で体を動かしていろんな遊びを
楽しみます。

10月26日，
11月9日

三田市立広野幼稚園 三田市立広野幼稚園 無料
【広野幼稚園HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ko
sodate/youchien/hirono/index.html

三田市立広野幼稚園
079-567-0346

兵庫県 三田市 ② 音楽会 園児による合唱、合奏等を行います。 11月22日 三田市立広野幼稚園 三田市立広野幼稚園 無料
【広野幼稚園HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ko
sodate/youchien/hirono/index.html

三田市立広野幼稚園
079-567-0347

兵庫県 三田市 ②
子育て支援（未就園児と園児
との交流）
「人形劇鑑賞｝

園児と一緒に「だっこ座」公演を観劇します。 12月7日 三田市立広野幼稚園 三田市立広野幼稚園 無料
【広野幼稚園HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ko
sodate/youchien/hirono/index.html

三田市立広野幼稚園
079-567-0348

兵庫県 三田市 ② 音楽会 園児による合唱、合奏等を行います。 11月17日 三田市立本庄幼稚園 三田市立本庄幼稚園 無料
【本庄幼稚園HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ko
sodate/youchien/honjou/index.html

三田市立本庄幼稚園
079-568-1039

兵庫県 三田市 ②
一緒にあそぼ(未就園児との
交流)

未就園児と在園児が交流しながら一緒に活動します。 11月30日 三田市立本庄幼稚園 三田市立本庄幼稚園 無料
【本庄幼稚園HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ko
sodate/youchien/honjou/index.html

三田市立本庄幼稚園
079-568-1039

兵庫県 三田市 ② オープンスクール
園児の日常生活や、保育の参観をしていただいた後、園児と一緒に「人形劇」を観
ます。

10月23日 三田市立藍幼稚園 三田市立藍幼稚園 無料
三田市立藍幼稚園
079-568-0225

兵庫県 三田市 ② 園庭開放
保育終了後、未就園児・在園児が絵本の読み聞かせや、好きなあそびを楽しみま
す。

11月22日 三田市立藍幼稚園 三田市立藍幼稚園 無料
三田市立藍幼稚園
079-568-0225

兵庫県 三田市 ② あいっこカーニバル
園児による合唱、合奏を行います。地域の方にも来ていただき、日頃の感謝の気持
ちを伝えます。

12月5日 三田市立藍幼稚園 三田市立藍幼稚園 無料
三田市立藍幼稚園
079-568-0225

兵庫県 三田市 ② 園庭開放（ふれあいひろば） 保育終了後、未就園児や在園児が絵本の読み聞かせや好きな遊びを楽しみます。 10月9日 三田市立松が丘幼稚園 三田市立松が丘幼稚園 無料
三田市立松が丘幼稚園
079-563-4326

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 三田市 ② 園庭開放（ふれあいひろば）
保育終了後、運動あそびの講師を招聘して、未就園児や在園児が体を動かす遊び
を楽しみます。

11月7日 三田市立松が丘幼稚園 三田市立松が丘幼稚園 無料
三田市立松が丘幼稚園
079-563-4326

兵庫県 三田市 ② 音楽会 園児による合唱、合奏を行います。 11月17日 三田市立松が丘幼稚園 三田市立松が丘幼稚園 無料
三田市立松が丘幼稚園
079-563-4326

兵庫県 三田市 ② 2，3歳児保育体験「すくすく」
2，3歳児対象の子育て支援事業です。園児と一緒に遊んだり、幼稚園生活を体験し
たりします。

11月21日 三田市立松が丘幼稚園 三田市立松が丘幼稚園 無料
三田市立松が丘幼稚園
079-563-4326

兵庫県 三田市 ② 音楽会 園児による合唱、合奏を行います。 11月17日 三田市立高平幼稚園 三田市立高平幼稚園 無料
三田市立高平幼稚園
079-569-0673

兵庫県 三田市 ② 作品展 園児が日常の遊びの中で、描いたり作ったりした作品を展示します。 12月3日～4日 三田市立高平幼稚園 三田市立高平幼稚園 無料
三田市立高平幼稚園
079-569-0673

兵庫県 三田市 ② 授業参観 人権教育参観を行います。 10月10日 三田市立三田小学校
三田市立
三田小学校

無料
三田市立三田小学校
079-562-4751

兵庫県 三田市 ② 音楽会 児童による合唱・合奏を行います。 10月27日 三田市立三田小学校
三田市立
三田小学校

無料
三田市立三田小学校
079-562-4752

兵庫県 三田市 ② 音楽会 児童による合唱・合奏を行います。 10月27日 三田市立三輪小学校 三田市立三輪小学校 無料
三田市立三輪小学校
079-564-4087

兵庫県 三田市 ② 人権参観日 人権教育参観を行います。 11月8日 三田市立三輪小学校 三田市立三輪小学校 無料
三田市立三輪小学校
079-564-4087

兵庫県 三田市 ② ありがとう集会
日頃お世話になっている見守り隊や学校支援ボランティアの方を招待して全校生で
感謝の会を行います。

11月15日 三田市立三輪小学校 三田市立三輪小学校 無料
三田市立三輪小学校
079-564-4087

兵庫県 三田市 ② マラソン記録会 運動場にて各学年ごとに決められた距離を走ります。 11月19日～20日 三田市立三輪小学校 三田市立三輪小学校 無料
三田市立三輪小学校
079-564-4087

兵庫県 三田市 ②
オープンスクール（ふれあい大
会）

学校生活全般の公開と地域の方の舞台発表を鑑賞します。 10月5日 三田市立志手原小学校 三田市立志手原小学校 無料
三田市立志手原小学校
079-563-4406

兵庫県 三田市 ② 音楽会 児童による合唱、合奏を行います。 10月27日 三田市立志手原小学校 三田市立志手原小学校 無料
三田市立志手原小学校
079-563-4406

兵庫県 三田市 ② 人権参観日 人権参観日を行います。 11月15日 三田市立志手原小学校 三田市立志手原小学校 無料
三田市立志手原小学校
079-563-4406

兵庫県 三田市 ② オープンスクール・人権参観日 学校生活全般の公開及び人権教育に関する授業参観を行います。 10月18日 三田市立藍小学校 三田市立藍小学校 無料
三田市立藍小学校
079-568-0001

兵庫県 三田市 ② 音楽会 児童による合唱・合奏を行います。 11月4日 三田市立藍小学校 三田市立藍小学校 無料
三田市立藍小学校
079-568-0001

兵庫県 三田市 ② 音楽会 児童による合唱・合奏を行います。 10月27日 三田市立本庄小学校 三田市立本庄小学校 無料
三田市立本庄小学校
079-568-1002

兵庫県 三田市 ② 人権参観日 全学年、人権に係る授業を行います。 11月22日 三田市立本庄小学校 三田市立本庄小学校 無料
三田市立本庄小学校
079-568-1002

兵庫県 三田市 ③ かがやきの森フェスティバル 児童による合奏、合唱の発表を行います。 10月27日 三田市立広野小学校 三田市立広野小学校 無料
三田市立広野小学校
079-567-0024

兵庫県 三田市 ② 人権参観日 人権教育をテーマにした道徳の授業を公開します。 11月15日 三田市立広野小学校 三田市立広野小学校 無料
三田市立広野小学校
079-567-0024

兵庫県 三田市 ① 広野地域防災訓練 自治会と連携し防災訓練を実施します。 12月8日 三田市立広野小学校 元気な広野をつくる会 無料
三田市立広野小学校
079-567-0024

兵庫県 三田市 ② PTA合同防災教室
子どもから理解できる防災についての講話と、非常食になるリュック型やポシェット
型のおかしバック作りのワークショップを行います。

10月5日 三田市立小野小学校 小野小学校PTA 無料
三田市立小野小学校
079-566-0201

兵庫県 三田市 ② 音楽会 児童による合唱・合奏を行います。 10月27日 三田市立小野小学校 三田市立小野小学校 無料
三田市立小野小学校
079-566-0201

兵庫県 三田市 ② 人権参観日 全学年の人権参観を行います。 11月15日 三田市立小野小学校 三田市立小野小学校 無料
三田市立小野小学校
079-566-0201

兵庫県 三田市 ② 風の音音楽会 児童による合唱・合奏等を行います。 10月27日 三田市立高平小学校 三田市立高平小学校 無料
三田市立高平小学校
079-569-0142

兵庫県 三田市 ② 人権参観日（低学年） 低学年（1～3年生）の人権教育の参観授業を行います。 11月14日 三田市立高平小学校 三田市立高平小学校 無料
三田市立高平小学校
079-569-0142

兵庫県 三田市 ② 人権参観日（高学年） 高学年（4～6年生）の人権教育の参観授業を行います。 11月21日 三田市立高平小学校 三田市立高平小学校 無料
三田市立高平小学校
079-569-0142

兵庫県 三田市 ② オープンスクール 全学年の学習活動や学校生活の様子を複数日、広く市民に公開します。 10月12日～13日 三田市立母子小学校
三田市立
母子小学校

無料
【母子小学校HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ky
ouiku/shougakkou/moshi/index.html

三田市立母子小学校
079‐566‐0200

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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兵庫県 三田市 ①② 地域防災訓練 地域と連携し防災訓練を行います。 10月13日 三田市立母子小学校 母子区・永沢寺区（共催：母子小学校） 無料
【母子小学校HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ky
ouiku/shougakkou/moshi/index.html

三田市立母子小学校
079‐566‐0201

兵庫県 三田市 ②③ 母子芸術の集い
児童及び地域住民が集い、日ごろの学習成果の展示・発表及び地域の方々の文化
的発表を通じて、学校と地域との交流の場とします。

11月23日 三田市立母子小学校
三田市立
母子小学校

無料
【母子小学校HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ky
ouiku/shougakkou/moshi/index.html

三田市立母子小学校
079‐566‐0202

兵庫県 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6日 三田市立武庫小学校 三田市立武庫小学校 無料
三田市立武庫小学校
079-563-1761

兵庫県 三田市 ② 授業参観 低学年の人権教育参観を行います。 11月16日 三田市立武庫小学校 三田市立武庫小学校 無料
三田市立武庫小学校
079-563-1761

兵庫県 三田市 ② 音楽会 児童による合唱・合奏を行います。 10月27日 三田市立武庫小学校 三田市立武庫小学校 無料
三田市立武庫小学校
079-563-1761

兵庫県 三田市 ② 武庫フェスティバル
地域ボランティアの方々への感謝の会と児童自作のゲームコーナーで交流を図りま
す。

11月22日 三田市立武庫小学校 三田市立武庫小学校 無料
三田市立武庫小学校
079-563-1761

兵庫県 三田市 ② 人権参観日 人権教育に関する授業参観を行います。 10月5日 三田市立松が丘小学校各教室 三田市立松が丘小学校 無料

【松が丘小学校HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ky
ouiku/shougakkou/matsugaoka/index.ht
ml

三田市立松が丘小学校
079-563-4320

兵庫県 三田市 ② ふれあい音楽会 児童による合唱・合奏等を行います。 10月20日 三田市立松が丘小学校体育館 三田市立松が丘小学校 無料

【松が丘小学校HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ky
ouiku/shougakkou/matsugaoka/index.ht
ml

三田市立松が丘小学校
079-563-4320

兵庫県 三田市 ② 研究発表会 安野功先生を招いて、生活科と社会科の研究授業を公開します。 11月22日 三田市立松が丘小学校2・3・5年教室 三田市立松が丘小学校 無料

【松が丘小学校HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ky
ouiku/shougakkou/matsugaoka/index.ht
ml

三田市立松が丘小学校
079-563-4320

兵庫県 三田市 ② 音楽会 児童による合唱・合奏を行います。 10月27日
三田市立
 すずかけ台小学校

三田市立すずかけ台小学校 無料
三田市立すずかけ台小学校
079-565-0081

兵庫県 三田市 ② 人権参観日 人権学習に関する参観を行います。 11月15日
三田市立
 すずかけ台小学校

三田市立すずかけ台小学校 無料
三田市立すずかけ台小学校
079-565-0081

兵庫県 三田市 ② マラソン大会 学校敷地内をマラソンコースにして走ります。 11月21日
三田市立
 すずかけ台小学校

三田市立すずかけ台小学校 無料
三田市立すずかけ台小学校
079-565-0081

兵庫県 三田市 ② 人権参観日 全学年の人権教育参観を行います。 10月9日 三田市立狭間小学校 三田市立狭間小学校 無料
三田市立狭間小学校
079-562-2145

兵庫県 三田市 ② 音楽会 児童による合奏・合唱等を行います。 10月27日 三田市立狭間小学校 三田市立狭間小学校 無料
三田市立狭間小学校
079-562-2145

兵庫県 三田市 ①② 地域防災訓練 地域自治会、中学校と連携し、防災訓練を行います。 12月1日 三田市立狭間中学校 狭間が丘連合自治会 無料
三田市立狭間小学校
079-562-2145

兵庫県 三田市 ② 人権参観日 高学年の人権教育参観を行います。 10月18日 三田市立富士小学校 三田市立富士小学校 無料
三田市立富士小学校
079-562-8245

低学年は9/26

兵庫県 三田市 ② 音楽会 児童による合唱・合奏を行います。 11月4日 三田市立富士小学校 三田市立富士小学校 無料
三田市立富士小学校
079-562-8245

兵庫県 三田市 ② マラソン記録会 校区内のマラソンコースを児童が走ります。 11月29日 三田市立富士小学校 三田市立富士小学校 無料
三田市立富士小学校
079-562-8245

兵庫県 三田市 ② 音楽会 児童による合唱・合奏等を行います。 10月27日 三田市立あかしあ台小学校体育館 三田市立あかしあ台小学校 無料
三田市立あかしあ台小学校
079-565-2713

兵庫県 三田市 ③ 芸術鑑賞会 管弦楽団を招いて、保護者・地域の方と一緒に鑑賞します。 11月14日 三田市立あかしあ台小学校体育館 三田市立あかしあ台小学校 無料
三田市立あかしあ台小学校
079-565-2714

兵庫県 三田市 ② 開放参観日 全学年の授業、休み時間の様子を公開します。 11月23日 三田市立あかしあ台小学校 三田市立あかしあ台小学校 無料
三田市立あかしあ台小学校
079-565-2715

兵庫県 三田市 ② 音楽会 児童による合唱・合奏を行います。 10月27日 三田市立弥生小学校 三田市立弥生小学校 無料

【弥生小学校HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ky
ouiku/shougakkou/yayoi/index.html

三田市立弥生小学校
079-562-5175

兵庫県 三田市 ② 芸術鑑賞会 管弦楽団を招いて保護者・地域の方々と一緒に鑑賞します。 11月16日 三田市立弥生小学校 三田市立弥生小学校 無料

【弥生小学校HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ky
ouiku/shougakkou/yayoi/index.html

三田市立弥生小学校
079-562-5175

兵庫県 三田市 ② 音楽会 保護者や地域の方を招き、児童による合唱と合奏を行います。 11月4日 三田市立つつじが丘小学校 三田市立つつじが丘小学校 無料
【つつじヶ丘小学校HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ky
ouiku/shougakkou/tsutsujigaoka/

三田市立つつじが丘小学校
079-568-3771

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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兵庫県 三田市 ② 人権参観日 人権教育に関する授業参観を行います。講師を招いて講演会も開催します。 11月13日 三田市立つつじが丘小学校 三田市立つつじが丘小学校 無料
【つつじヶ丘小学校HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ky
ouiku/shougakkou/tsutsujigaoka/

三田市立つつじが丘小学校
079-568-3771

兵庫県 三田市 ② サンクス集会
日頃お世話になっている見守り隊や学校支援ボランティアの方を招待して、全校生
で感謝の会を行います。

11月15日 三田市立つつじが丘小学校 三田市立つつじが丘小学校 無料
【つつじヶ丘小学校HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ky
ouiku/shougakkou/tsutsujigaoka/

三田市立つつじが丘小学校
079-568-3771

兵庫県 三田市 ② 芸術鑑賞会 三田市在住のプロの方を招き、保護者や地域の方とともに、音楽鑑賞を行います。 11月22日 三田市立つつじが丘小学校 三田市立つつじが丘小学校 無料
【つつじヶ丘小学校HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ky
ouiku/shougakkou/tsutsujigaoka/

三田市立つつじが丘小学校
079-568-3771

兵庫県 三田市 ② マラソン大会 校内の周回コースを学年ごとに走ります。 11月30日 三田市立つつじが丘小学校 三田市立つつじが丘小学校 無料
【つつじヶ丘小学校HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ky
ouiku/shougakkou/tsutsujigaoka/

三田市立つつじが丘小学校
079-568-3771

兵庫県 三田市 ② ハートフル参観日 高学年の人権教育参観を行います。 10月12日 三田市立けやき台小学校 三田市立けやき台小学校 無料
【けやき台小学校HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ky
ouiku/shougakkou/keyakidai/

三田市立けやき台小学校
079-565-1950

兵庫県 三田市 ② 音楽会 児童による合唱・合奏等を行います。 10月27日 三田市立けやき台小学校 三田市立けやき台小学校 無料
【けやき台小学校HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ky
ouiku/shougakkou/keyakidai/

三田市立けやき台小学校
079-565-1950

兵庫県 三田市 ①② 地域防災訓練 地域自治会と連携し、防災訓練を行います。 11月10日 三田市立けやき台小学校 三田市立けやき台小学校 無料
【けやき台小学校HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ky
ouiku/shougakkou/keyakidai/

三田市立けやき台小学校
079-565-1950

兵庫県 三田市 ② 研究会 算数授業研究、学年毎の分科会、外部講師による講演を行います。 11月16日 三田市立けやき台小学校 三田市立けやき台小学校 無料
【けやき台小学校HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ky
ouiku/shougakkou/keyakidai/

三田市立けやき台小学校
079-565-1950

兵庫県 三田市 ② 音楽会 体育館において、児童による合奏・合唱を行います。 10月27日 三田市立学園小学校　体育館 三田市立学園小学校 無料
三田市立学園小学校
079-565-8100.

兵庫県 三田市 ② 参観日 1・2・3年生において人権教育の授業参観、及び懇談会を行います。 11月13日 三田市立学園小学校1・2・3年生教室 三田市立学園小学校 無料
三田市立学園小学校
079-565-8100

兵庫県 三田市 ② 参観日 4・5・6年生において人権教育の授業参観、及び懇談会を行います。 11月20日 三田市立学園小学校4・5・6年生教室 三田市立学園小学校 無料
三田市立学園小学校
079-565-8100

兵庫県 三田市 ② マラソン記録会 校内マラソンコースにおいて、児童によるマラソン記録会を行います。 11月29日 三田市立学園小学校　敷地内 三田市立学園小学校 無料
三田市立学園小学校
079-565-8100

兵庫県 三田市 ② 人権参観日（低学年） 人権教育の参観を行います。 10月4日 三田市立ゆりのき台小学校教室 三田市立ゆりのき台小学校 無料

【ゆりのき台小学校HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ky
ouiku/shougakkou/yurinokidai/index.htm
l

三田市立ゆりのき台小学校
079-565-7145

兵庫県 三田市 ② アートフェスティバル（音楽会） 児童による合唱、合奏等を行います。 10月27日 三田市立ゆりのき台小学校体育館 三田市立ゆりのき台小学校 無料

【ゆりのき台小学校HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ky
ouiku/shougakkou/yurinokidai/index.htm
l

三田市立ゆりのき台小学校
079-565-7145

兵庫県 三田市 ② 研究発表会 国語の研究発表会を行います。 11月15日 三田市立ゆりのき台小学校教室 三田市立ゆりのき台小学校 無料

【ゆりのき台小学校HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ky
ouiku/shougakkou/yurinokidai/index.htm
l

三田市立ゆりのき台小学校
079-565-7145

兵庫県 三田市 ② 防災オープンスクール 防災に係る公開授業等を行います。 11月17日 三田市立ゆりのき台小学校教室等 三田市立ゆりのき台小学校 無料

【ゆりのき台小学校HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ky
ouiku/shougakkou/yurinokidai/index.htm
l

三田市立ゆりのき台小学校
079-565-7145

兵庫県 三田市 ② オープンスクール 1校時より放課後の部活動までの学校生活全般を参観して頂けます。 10月19日 三田市立長坂中学校 三田市立長坂中学校 無料
三田市立長坂中学校
079-568-1307

兵庫県 三田市 ② 文化祭
ステージ発表（合唱コンクール、吹奏楽部演奏、3年演劇、2年トライやるウィーク報
告等）と展示発表（各教科、1年等）を行います。

11月3日 三田市立長坂中学校 三田市立長坂中学校 無料
三田市立長坂中学校
079-568-1307

兵庫県 三田市 ② 人権講演会 講師を招いて人権学習に関する講演会を開催します。 11月28日 三田市立長坂中学校 三田市立長坂中学校 無料
三田市立長坂中学校
079-568-1307

兵庫県 三田市 ② オープンスクール 1校時から放課後の部活動まで自由にご参観いただけます。 10月19日 三田市立上野台中学校 三田市立上野台中学校 無料
三田市立上野台中学校
079-563-0234

兵庫県 三田市 ② 文化祭 合唱コンクールや展示作品をご覧いただけます。 11月3日 三田市立上野台中学校 三田市立上野台中学校 無料
三田市立上野台中学校
079-563-0234

兵庫県 三田市 ② オープンスクール 1校時から放課後の部活動までの学校生活全般を参観できます。 10月20日 三田市立狭間中学校 三田市立狭間中学校 無料
三田市立狭間中学校
079-564-6492

兵庫県 三田市 ② 文化祭 生徒による合唱、ステージ発表、展示発表を行います。 11月3日 三田市立狭間中学校 三田市立狭間中学校 無料
三田市立狭間中学校
079-564-6492

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 三田市 ② リサイクル活動 学校、保護者、地域によるリサイクル活動を行います。 11月10日 三田市立狭間中学校 三田市立狭間中学校 無料
三田市立狭間中学校
079-564-6492

兵庫県 三田市 ② 文化祭 生徒による合唱、発表展示、文化部発表を行います。 11月3日 三田市立八景中学校 三田市立八景中学校 無料
【八景中学校HP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/ky
ouiku/chuugakkou/hakkei/

三田市立八景中学校
079-563-2204

兵庫県 三田市 ② 文化祭 舞台発表、合唱コンクール、生徒作品展を行います。 11月3日 三田市立けやき台中学校 三田市立けやき台中学校 無料
三田市立けやき台中学校
079-565-0086

兵庫県 三田市 ② 人権講演会 講師を招いて、「人権」「命」について学習を深めます。 11月22日 三田市立けやき台中学校 三田市立けやき台中学校 無料
三田市立けやき台中学校
079-565-0086

兵庫県 三田市 ② 地域ふれあいコンサート 富士中学校吹奏楽部の演奏やマーチングを予定しています。 10月28日 三田市立富士中学校 三田市立富士中学校 無料
三田市立富士中学校
079-562-7224

兵庫県 三田市 ② 文化祭
合唱コンクール、英語暗誦、ダンスなど授業のステージ発表や、教科/部活動の展
示をします。

11月3日 三田市立富士中学校 三田市立富士中学校 無料
三田市立富士中学校
079-562-7224

兵庫県 三田市 ② 人権講演会 人権に関する講演会をします。 11月22日 三田市立富士中学校 三田市立富士中学校 無料
三田市立富士中学校
079-562-7224

兵庫県 三田市 ② 文化祭
合唱コンクール、各学年の舞台発表、吹奏楽部演奏、各学年・教科・部活動の展示
発表を行います。

11月3日 三田市立藍中学校 三田市立藍中学校 無料
三田市立藍中学校
079-568-3747

兵庫県 三田市 ② 人権教育講演会
国際理解に係る講演会を実施します。
講師具志アンデルソン飛雄馬氏

10月5日 三田市立ゆりのき台中学校 三田市立ゆりのき台中学校PTA 無料
三田市立ゆりのき台中学校
079-565-4971

兵庫県 三田市 ② 文化祭 合唱コンクール、吹奏楽部演奏発表、各展示を行います。 11月3日 三田市立ゆりのき台中学校 三田市立ゆりのき台中学校 無料
三田市立ゆりのき台中学校
079-565-4971

兵庫県 三田市 ② ひまわり学習発表会 日頃の学習活動の成果を発表します。 11月23日 ひまわり特別支援学校 ひまわり特別支援学校 無料
三田市立ひまわり特別支援学
校
079-562-7667

兵庫県 三田市 ① 旧九鬼家住宅二階特別公開
旧九鬼家住宅は、明治初期に建てられた擬洋風建築の建物です。通常は、公開し
ていない二階の洋風意匠を取り入れた洋間やベランダを見学できます。ガイド説明
を随時行っています。

11月18日 三田市旧九鬼家住宅資料館
NPO法人歴史文化財ネットワークさん
だ

無料
【NPO法人歴史文化財ネットワークさん
だHP】
http://kukike.jimdo.com

三田ふるさと学習館
079-563-5587

兵庫県 三田市 ①
来年の干支「亥」イノシシの置
物づくり

三輪明神窯跡は、江戸時代から昭和10年代まで操業していました。さまざまな焼き
物の中でも、「三田青磁」に多くの優れた製品が生み出されました。園内には、発掘
調査のままの登り窯跡を公開しています。

11月11日 三輪明神窯史跡園
NPO法人歴史文化財ネットワークさん
だ

三輪明神窯史跡園
079-563-8211

兵庫県 三田市 ① やまのペンダント屋さん 木の実やいろいろな材料を使い自分だけのペンダントをつくります。 10月20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

【三田市有馬富士自然学習センター
HP】
http://kippy-labo.wixsite.com/kippy-
labo

三田市有馬富士
自然学習センター
079-569-7727

兵庫県 三田市 ① ドングリクッキーを作ろう どんぐりをつぶしてクッキーを作って食べる体験ができます。 10月20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

【三田市有馬富士自然学習センター
HP】
http://kippy-labo.wixsite.com/kippy-
labo

三田市有馬富士
自然学習センター
079-569-7727

兵庫県 三田市 ① どんぐりボディステッカー
かわいいドングリのボディスッテッカーを手や好きなところに貼るという体験ができま
す。

10月20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 無料

【三田市有馬富士自然学習センター
HP】
http://kippy-labo.wixsite.com/kippy-
labo

三田市有馬富士
自然学習センター
079-569-7727

兵庫県 三田市 ① むしむしぬりえ屋さん
素焼きのクワガタやカブトムシに色をぬって自分だけのクワガタやカブトムシを作り
ます。

10月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

【三田市有馬富士自然学習センター
HP】
http://kippy-labo.wixsite.com/kippy-
labo

三田市有馬富士
自然学習センター
079-569-7727

兵庫県 三田市 ① 楽しい紙芝居 紙芝居をして子どもたちに聞いてもらいます。 10月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

【三田市有馬富士自然学習センター
HP】
http://kippy-labo.wixsite.com/kippy-
labo

三田市有馬富士
自然学習センター
079-569-7727

兵庫県 三田市 ① タンクローリーを作ろう 木片を使って、かわいいタンクローリーを作ります。 10月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

【三田市有馬富士自然学習センター
HP】
http://kippy-labo.wixsite.com/kippy-
labo

三田市有馬富士
自然学習センター
079-569-7727

兵庫県 三田市 ①
きのみアート＆
さんぽ

公園に出て、木の実をさがし、さがした木の実を使って絵を描いたり、クラフトを作っ
たりします。

10月27日 三田市有馬富士自然学習センター 三田市有馬富士自然学習センター

【三田市有馬富士自然学習センター
HP】
http://kippy-labo.wixsite.com/kippy-
labo

三田市有馬富士
自然学習センター
079-569-7727

兵庫県 三田市 ① どんぐりフォトスタンド 小枝とドングリを使ってフォトスタンドを作ります。 10月27日 三田市有馬富士自然学習センター 三田市有馬富士自然学習センター

【三田市有馬富士自然学習センター
HP】
http://kippy-labo.wixsite.com/kippy-
labo

三田市有馬富士
自然学習センター
079-569-7727

兵庫県 三田市 ① どんぐりまつり ドングリボーリングやドングリすくいなどのいろんなあそびを体験できます。 10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 無料

【三田市有馬富士自然学習センター
HP】
http://kippy-labo.wixsite.com/kippy-
labo

三田市有馬富士
自然学習センター
079-569-7727

兵庫県 三田市 ① 蝶の卓上飾り アサリ貝殻を使って蝶の卓上飾りを作ります。 10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

【三田市有馬富士自然学習センター
HP】
http://kippy-labo.wixsite.com/kippy-
labo

三田市有馬富士
自然学習センター
079-569-7727

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 三田市 ① つよしくんのこうさくしつ 自然の素材を使って自由に工作をします。 11月4日，17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

【三田市有馬富士自然学習センター
HP】
http://kippy-labo.wixsite.com/kippy-
labo

三田市有馬富士
自然学習センター
079-569-7727

兵庫県 三田市 ① つみきであそぼう タワーやお城を作ったり、ドミノたおしをしたりします。 11月10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

【三田市有馬富士自然学習センター
HP】
http://kippy-labo.wixsite.com/kippy-
labo

三田市有馬富士
自然学習センター
079-569-7727

兵庫県 三田市 ① 折り紙万華鏡 24枚の折り紙を組み合わせて万華鏡を作ります。 11月11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

【三田市有馬富士自然学習センター
HP】
http://kippy-labo.wixsite.com/kippy-
labo

三田市有馬富士
自然学習センター
079-569-7727

兵庫県 三田市 ① 紅葉の有馬富士に登ろう 森林インストラクターが案内します。登頂記念プレゼントあります。 11月17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

【三田市有馬富士自然学習センター
HP】
http://kippy-labo.wixsite.com/kippy-
labo

三田市有馬富士
自然学習センター
079-569-7727

兵庫県 三田市 ① クリスマスの壁飾り 木の実や枝を使ってアイデアいっぱいの飾りを作ります。 11月18日，24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

【三田市有馬富士自然学習センター
HP】
http://kippy-labo.wixsite.com/kippy-
labo

三田市有馬富士
自然学習センター
079-569-7727

兵庫県 三田市 ① 秋の野鳥観察会 紅葉の公園で飛来した冬鳥を観察します。 11月18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

【三田市有馬富士自然学習センター
HP】
http://kippy-labo.wixsite.com/kippy-
labo

三田市有馬富士
自然学習センター
079-569-7727

兵庫県 三田市 ① キッピーフレンズ祭り キッピーフレンズのお祭り、今日一日は、イベント全て無料です。 11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

【三田市有馬富士自然学習センター
HP】
http://kippy-labo.wixsite.com/kippy-
labo

三田市有馬富士
自然学習センター
079-569-7727

兵庫県 三田市 ① 落ち葉のカラフルアート 落ち葉を使って画用紙に魚や動物を描きます。 11月25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

【三田市有馬富士自然学習センター
HP】
http://kippy-labo.wixsite.com/kippy-
labo

三田市有馬富士
自然学習センター
079-569-7727

兵庫県 三田市 ①
JRふれあいハイキング「有馬
富士公園で紅葉の森ウォー
ク｝

インストラクターが案内します。コースは、JR新三田駅→有馬富士公園→自然学習
センター→JR新三田駅です。

11月25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

【三田市有馬富士自然学習センター
HP】
http://kippy-labo.wixsite.com/kippy-
labo

三田市有馬富士
自然学習センター
079-569-7727

兵庫県 三田市 ① むかしあそびを楽しもう けん玉、お手玉などの昔遊びをします。 12月1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

【三田市有馬富士自然学習センター
HP】
http://kippy-labo.wixsite.com/kippy-
labo

三田市有馬富士
自然学習センター
079-569-7727

兵庫県 三田市 ① クリスマスの壁飾り 木の実や枝を使ってアイデアいっぱいの飾りを作ります。 12月2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

【三田市有馬富士自然学習センター
HP】
http://kippy-labo.wixsite.com/kippy-
labo

三田市有馬富士
自然学習センター
079-569-7727

兵庫県 三田市 ①
あいな里山クッキング～大根
もちほおばみそ焼き～

あいな里山公園で収穫した大根ともち米を使った「大根もち」を作ります。 12月8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

【三田市有馬富士自然学習センター
HP】
http://kippy-labo.wixsite.com/kippy-
labo

三田市有馬富士
自然学習センター
079-569-7727

兵庫県 三田市 ① つよしくんのこうさくしつ 自然素材を使って自由に工作をします。 12月9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

【三田市有馬富士自然学習センター
HP】
http://kippy-labo.wixsite.com/kippy-
labo

三田市有馬富士
自然学習センター
079-569-7727

兵庫県 三田市 ① プラネタリウム工作講座 ビニール傘を使ったプラネタリウムを作ります。 11月17日 三田市野外活動センター 三田市野外活動センター
【三田市野外活動センターHP】
http://www.sanda-outdoor.jp/

三田市野外活動センター
079-569-0388

兵庫県 三田市 ① 天体観望会
天体望遠鏡を使って観望会をします。
月・すばる（Ｍ45)などの観望をします。

11月17日 三田市野外活動センター 三田市野外活動センター 無料
【三田市野外活動センターHP】
http://www.sanda-outdoor.jp/

三田市野外活動センター
079-569-0388

兵庫県 三田市 ② 学校公開及び説明会
本校を地域の中学生や保護者及び中学校教員並びに地域住民の方々に広く
公開します。歓迎演奏、学校紹介DVD上映、学校の取組説明を中心として授業見学
や部活動見学を行うことができます。

10月13日
兵庫県立北摂三田高等学校体育館及び
教室並びにグラウンド

兵庫県立北摂三田高等学校 無料

【北摂三田高校HP】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~hokusetsusanda-hs/

兵庫県立北摂三田高等学校
教頭　藤井　俊
（079）563-6711

兵庫県 三田市 ② ハイマートフェスト
本校文化部の発表を、舞台、展示、ワークショップの3部門で実施します。
本年度も全国総合文化祭の舞台で活躍した邦楽部をはじめ、本校全ての文化部の
活動成果をご覧ください。学校説明コーナーも開設します。

10月20日 フラワータウン市民センター 兵庫県立北摂三田高等学校 無料

【北摂三田高校HP】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~hokusetsusanda-hs/

兵庫県立北摂三田高等学校
教頭　藤井　俊
（079）563-6711

兵庫県 三田市 ② 公開授業週間 本校の授業をすべて2週間にわたり、公開する。 11月5日～16日 兵庫県立三田西陵高等学校 兵庫県立三田西陵高等学校 無料
【三田西陵高校のHP】
http://dmzcms.hyogo-
c.ed.jp/sandaseiryo-hs/htdocs

兵庫県立三田西陵高等学校
079-565-5287

兵庫県 三田市 ③ 芸術鑑賞会 演劇「夢をかなえるゾウ」を生徒、保護者が鑑賞する。 11月9日 兵庫県立三田西陵高等学校 兵庫県立三田西陵高等学校 無料
【三田西陵高校のHP】
http://dmzcms.hyogo-
c.ed.jp/sandaseiryo-hs/htdocs

兵庫県立三田西陵高等学校
079-565-5287

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 三田市 ① ボランティア清掃
学校周辺の街路樹の枯葉が産卵する時期に合わせて、枯葉の回収と美化活動を
行う。

11月15日 兵庫県立三田西陵高等学校周辺 兵庫県立三田西陵高等学校 無料
【三田西陵高校のHP】
http://dmzcms.hyogo-
c.ed.jp/sandaseiryo-hs/htdocs

兵庫県立三田西陵高等学校
079-565-5287

兵庫県 三田市 ③ 造形芸術教室
伝統工芸である丹波焼の陶芸家を招き、希望する生徒、地域住民が陶芸の制作を
体験する。

12月中旬 兵庫県立三田西陵高等学校 兵庫県立三田西陵高等学校 無料
【三田西陵高校のHP】
http://dmzcms.hyogo-
c.ed.jp/sandaseiryo-hs/htdocs

兵庫県立三田西陵高等学校
079-565-5287

兵庫県 三田市 ①④
展示特別企画
ひょうごの五国の自然展

「ひょうご五国」の自然の特徴について、博物館の収蔵資料を用いてわかりやすく紹
介・解説します。

10月6日～1月6日 県立人と自然の博物館 県立人と自然の博物館
【県立人と自然の博物館のHP】
http://www.hitohaku.jp/

県立人と自然の博物館
生涯学習課
079-559-2003

10:00～17:00
（入館は16:30まで）

兵庫県 三田市 ①④
A24異常巻アンモナイトの多様
な形態と進化史

アンモナイトには、殻の巻きが解けたり、棒状に伸びたりといった変わった巻き方を
する種類がおり、「異常巻」と呼ばれています。異常巻アンモナイトについて国内外
の研究例を交えてわかりやすく解説します。

11月11日 県立人と自然の博物館 県立人と自然の博物館
【県立人と自然の博物館のHP】
http://www.hitohaku.jp/MusePub/semin
ar/?id=2018A24

県立人と自然の博物館
生涯学習課
079-559-2003

・要事前申込み
（中学生～）
・13:30～15:00
・定員30名
・受講料 700円（高校
生以下500円）

兵庫県 三田市 ①
B31六甲山「森の植物」観察会
（秋）

JR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17日 JR神戸駅～再度山周辺 県立人と自然の博物館
【県立人と自然の博物館のHP】
http://www.hitohaku.jp/MusePub/semin
ar/?id=2018B31

県立人と自然の博物館
生涯学習課
079-559-2003

・要事前申込み
（中学生～）
・9:30～16:30
・定員20名
・受講料 1000円（高校
生以下500円）

兵庫県 三田市 ①
B32矮生（わいせい）植物観察
会

奈良公園に生育する矮小化した植物を観察し、シカの影響について考えます。 11月18日 奈良公園 県立人と自然の博物館
【県立人と自然の博物館のHP】
http://www.hitohaku.jp/MusePub/semin
ar/?id=2018B32

県立人と自然の博物館
生涯学習課
079-559-2003

・要事前申込み
（小学生～）
・10:00～16:00
・定員20名
・受講料 1000円（高校
生以下500円）

兵庫県 三田市 ①
B33芦屋市奥山地域の樹林で
多様性を知る（晩秋）

芦屋市奥山地域の山道を歩きながら、秋の森の植物を観察します。 11月24日 芦屋市奥山地域 県立人と自然の博物館
【県立人と自然の博物館のHP】
http://www.hitohaku.jp/MusePub/semin
ar/?id=2018B33

県立人と自然の博物館
生涯学習課
079-559-2003

・要事前申込み
（高校生～）
・10:00～15:00
・定員20名
・受講料 1000円

兵庫県 三田市 ①③
H07霊長類学が描くヒトの姿―
〈ことば〉の不思議―

霊長類学はヒトや人の本質を探る学問です。わたし達が日常使う〈ことば〉は他の動
物にはない不思議な行動です。その〈ことば〉の進化史的な性質について考えます。

11月30日 県立人と自然の博物館 県立人と自然の博物館
【県立人と自然の博物館のHP】
http://www.hitohaku.jp/MusePub/semin
ar/?id=2018H07

県立人と自然の博物館
生涯学習課
079-559-2003

・要事前申込み
（大学生～）
・14:00～15:30
・定員10名
・受講料 700円

兵庫県 三田市 ② 「SS探究Ⅰ」講演会 課題研究をするにあたってどのような準備をすればいいかを学びます。 11月28日 兵庫県立三田祥雲館高等学校　大講義棟 兵庫県立三田祥雲館高等学校 無料
【三田祥雲館高校のHP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~shoun-hs/

兵庫県立三田祥雲館高等学校
探究・情報推進部
079-56-6080

要申込

兵庫県 三田市 ③ 芸術鑑賞会 狂言を鑑賞します。 11月14日 兵庫県立三田祥雲館高等学校 体育館 兵庫県立三田祥雲館高等学校 無料
【三田祥雲館高校のHP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~shoun-hs/

兵庫県立三田祥雲館高等学校
総務部
079-56-6080

要申込

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール 公開授業を行います。 11月5日～9日 宍粟市立山崎西中学校 宍粟市立山崎西中学校 無料
宍粟市立山崎西中学校
0790-62-8206

兵庫県 宍粟市 ② 第35回文化祭 合唱コンクール・吹奏楽演奏他を行います。 11月9日 宍粟市立文化会館 宍粟市立山崎西中学校 無料
宍粟市立山崎西中学校
0790-62-8206

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール 公開授業と「ようこそ先輩」教育講演を行います。 11月1，2日 宍粟市立山崎南中学校 宍粟市立山崎南中学校 無料
【山崎南中学校HP】
http://www.shiso-
school.net/yamasakiminami-jhs/

宍粟市立山崎南中学校
0790-62-0461

兵庫県 宍粟市 ② お茶会 茶道教室と料理教室を行います。 11月15日 宍粟市立山崎南中学校 宍粟市立山崎南中学校 無料
【山崎南中学校HP】
http://www.shiso-
school.net/yamasakiminami-jhs/

宍粟市立山崎南中学校
0790-62-0461

兵庫県 宍粟市 ② 第31回文化祭 学級合唱コンクール・全校合唱・文化部の発表等を予定しています。 11月11日 宍粟市山崎文化会館 宍粟市立山崎東中学校 無料
【山崎東中学校HP】
http://www.shiso-
school.net/yamasakihigashi-jhs/

宍粟市立山崎東中学校
0790-62-8616

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール
本校の教育活動を公開します。（授業公開並びに部活動公開）

11月7日～11日 宍粟市立山崎東中学校 宍粟市立山崎東中学校 無料
【山崎東中学校HP】
http://www.shiso-
school.net/yamasakihigashi-jhs/

宍粟市立山崎東中学校
0790-62-8616

兵庫県 宍粟市 ② 文化祭 学級コーラス・PTAコーラス・読み聞かせ・吹奏楽演奏等を行います。 11月11日
宍粟市立一宮南中学校
体育館

宍粟市立一宮南中学校 無料
【一宮南中学校HP】
http://www.shiso-
school.net/ichinomiyaminami-jhs/

宍粟市立一宮南中学校
0790-72-0607

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール 授業公開や部活動参観・給食試食会等を行います。 11月14日～11月16日 宍粟市立一宮南中学校 宍粟市立一宮南中学校 無料
【一宮南中学校HP】
http://www.shiso-
school.net/ichinomiyaminami-jhs/

宍粟市立一宮南中学校
0790-72-0607

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール 公開授業と地域に学ぶ体験活動、福祉体験、文化祭を行います。
10月29日 ～11月4日
(11月3日休業）

宍粟市立一宮北中学校 宍粟市立一宮北中学校 無料
【一宮北中学校HP】
http://www.shiso-
school.net/ichinomiyakita-jhs/

宍粟市立一宮北中学校
0790-74-0019

兵庫県 宍粟市 ②
兵庫県道徳教育実践研究事
業研究発表会

平成30年度兵庫県道徳教育実践研究発表会「西播磨地区小・中学校道徳教育地
区別研究協議会実践発表会」において、公開授業・全体会（実践発表・講演）を行い
ます。

11月16日
宍粟市立一宮北小学校
宍粟市立一宮北中学校

西播磨道徳教育地区別研究協議会 無料
【一宮北中学校HP】
http://www.shiso-
school.net/ichinomiyakita-jhs/

宍粟市立一宮北中学校
0790-74-0020

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール 公開授業・文化祭・給食試食会を行います。 10月29日～11月4日 宍粟市立波賀中学校 宍粟市立波賀中学校 無料
【波賀中学校HP】
http://www.shiso-school.net/haga-jhs/

宍粟市立波賀中学校
0790-75-2015

兵庫県 宍粟市 ②
園小中高合同「千種ふれあい
文化祭」

ちくさ杉の子こども園、千種小学校、千種中学校、千種高等学校が、合同で文化祭
を行います。

11月4日
宍粟市立千種小学校
体育館

ちくさ杉の子こども園・千種小学校・千
種中学校・千種高等学校

無料
【千種中学校HP】
http://www.shiso-school.net/chikusa-
jhs/

宍粟市立千種中学校
0790-76-2003

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール 授業や部活動等、教育活動を公開します。 11月7日～9日 宍粟市立千種中学校 宍粟市立千種中学校 無料
【千種中学校HP】
http://www.shiso-school.net/chikusa-
jhs/

宍粟市立千種中学校
0790-76-2003

兵庫県 宍粟市 ② 学習発表会 器楽演奏・合唱・学習発表等を行います。 11月4日 宍粟市立山崎小学校 宍粟市立山崎小学校 無料
宍粟市立山崎小学校
0790-62-1131

兵庫県 宍粟市 ② 学習発表会 劇や音楽発表を通して、学習の成果を発表します。 11月4日 宍粟市立山崎西小学校 宍粟市山崎西小学校 無料
【山崎西小学校HP】
http://www.shiso-
school.net/yamasakinishi-es/

宍粟市立山崎西小学校
0790-62-0624

兵庫県 宍粟市 ②
西播磨地区人権教育実践発
表会（学校教育の部）

人権学習の授業を公開し、学習の成果を発表します。 11月22日 宍粟市立山崎西小学校 西播磨地区人権教育協議会 無料
【山崎西小学校HP】
http://www.shiso-
school.net/yamasakinishi-es/

宍粟市立山崎西小学校
0790-62-0624

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール 学習発表会の予行および学習発表会を実施します。 11月14日，11月18日 宍粟市立城下小学校 宍粟市城下小学校 無料
【城下小学校HP】
http://www.shiso-school.net/joshita-
es/

宍粟市立城下小学校
0790-62-0881

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール
公開授業や学習発表会、老人クラブ・女性部との交流活動、しめ縄作り等を実施し
ます。

10月23日～24日，11月
18日，12月6日～7日

宍粟市立戸原小学校 宍粟市戸原小学校 無料
【戸原小学校HP】
http://www.shiso-school.net/tohara-
es/

宍粟市立戸原小学校
0790-62-0273

兵庫県 宍粟市 ② 学習発表会
小学生が、学習活動の発表として音楽的なことや総合的な学習の時間等の発表を
する。

11月17日 宍粟市立河東小学校 宍粟市河東小学校 無料
【河東小学校HP】
http://www.shiso-
school.net/kawahigashi-es/

宍粟市立河東小学校
0790-62-0459

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール
文化庁文化部芸術文化課からの芸術家派遣事業ふれあいコンサートや
公開授業を中心に、保護者や地域の方に参観していただく。

11月26，27，28日 宍粟市立河東小学校 宍粟市河東小学校 無料
【河東小学校HP】
http://www.shiso-
school.net/kawahigashi-es/

宍粟市立河東小学校
0790-62-0459

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール すべての学級で授業を公開します。 10月25日，26日 宍粟市立神野小学校 宍粟市神野小学校 無料
【神野小学校HP】
http://www.shiso-school.net/kanno-es/

宍粟市立神野小学校
0790-62-0649

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール 学習発表会で、（各学年の劇や音楽（合奏･合唱）の発表等を行います。 11月17日 宍粟市立神野小学校 宍粟市神野小学校 無料
【神野小学校HP】
http://www.shiso-school.net/kanno-es/

宍粟市立神野小学校
0790-62-0649

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール 校内マラソン大会を行います。 12月5日 宍粟市立神野小学校 宍粟市神野小学校 無料
【神野小学校HP】
http://www.shiso-school.net/kanno-es/

宍粟市立神野小学校
0790-62-0649

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール
教育講演会（10/11）、公開授業（11/7～11/9）、学習発表会（12/1）
を実施します。

10月10日，
11月 7日～9日，
12月 1日

宍粟市立伊水小学校 宍粟市伊水小学校 無料
【伊水小学校HP】
http://www.shiso-school.net/isui-es/

宍粟市立伊水小学校
0709-65-0006

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール
授業参観、福祉体験、ふるさと学習の日、ようこそ先輩講演会、学習発表会、
マラソン大会等を行います。

10月24日，26日，
29日，
11月18日，28日

宍粟市立都多小学校 宍粟市立都多小学校 無料
【都多小学校HP】
http://www.shiso-school.net/tsuta-es/

宍粟市立都多小学校
0790-65-0007

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール
サイバー犯罪・ネット被害の現状やSNSの正しい使い方について、具体的に教えて
もらいます。

10月25日 宍粟市立はりま一宮小学校 宍粟市立はりま一宮小学校 無料
【はりま一宮小学校HP】
http://www.shiso-
school.net/harimaichinomiya-es/

宍粟市立はりま一宮小学校
0790-72-0012

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール 学年ごとに劇や合唱、合奏を披露します。 11月18日 宍粟市立はりま一宮小学校 宍粟市立はりま一宮小学校 無料
【はりま一宮小学校HP】
http://www.shiso-
school.net/harimaichinomiya-es/

宍粟市立はりま一宮小学校
0790-72-0012

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール
老人クラブの方々と、1・2年生が昔の遊びの交流を、3・4年生が干し柿作りを行いま
す。

11月29日 宍粟市立はりま一宮小学校 宍粟市立はりま一宮小学校 無料
【はりま一宮小学校HP】
http://www.shiso-
school.net/harimaichinomiya-es/

宍粟市立はりま一宮小学校
0790-72-0012

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール 校内マラソン大会を行います。 12月5日 宍粟市立はりま一宮小学校 宍粟市立はりま一宮小学校 無料
【はりま一宮小学校HP】
http://www.shiso-
school.net/harimaichinomiya-es/

宍粟市立はりま一宮小学校
0790-72-0012

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール 老人クラブの方々と5・6年生が正月飾りのしめ縄づくりを行います。 12月14日 宍粟市立はりま一宮小学校 宍粟市立はりま一宮小学校 無料
【はりま一宮小学校HP】
http://www.shiso-
school.net/harimaichinomiya-es/

宍粟市立はりま一宮小学校
0790-72-0012

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール 老人クラブと地域文化伝承体験型交流活動を行います。 10月4日 宍粟市立一宮北小学校 宍粟市立一宮北小学校 無料
【一宮北小学校HP】
http://www.shiso-
school.net/ichinomiyakita-es/

宍粟市立一宮北小学校
0790-74-0004

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール 小中合同文化祭を行います。 11月4日
宍粟市立一宮北小学校
体育館

宍粟市立一宮北小学校 無料
【一宮北小学校HP】
http://www.shiso-
school.net/ichinomiyakita-es/

宍粟市立一宮北小学校
0790-74-0004

兵庫県 宍粟市 ②

兵庫県道徳教育実践研究事
業研究発表会播磨西小・中学
校道徳教育地区別研究協議
会実践発表会

公開授業と・全体会（実践発表・講演）を行います。 11月16日
宍粟市立一宮北小学校
宍粟市立一宮北中学校

一宮北小学校
一宮北中学校

無料
【一宮北小学校HP】
http://www.shiso-
school.net/ichinomiyakita-es/

宍粟市立一宮北小学校
0790-74-0004

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール 全校児童によるマラソン大会を行います。 12月5日 宍粟市立一宮北小学校 宍粟市立一宮北小学校 無料
【一宮北小学校HP】
http://www.shiso-
school.net/ichinomiyakita-es/

宍粟市立一宮北小学校
0790-74-0004

兵庫県 宍粟市 ② ふれあい餅つき
収穫した餅米を使って、各自治会ごとに地域の方とふれあい餅つき通して交流をし
ます。

12月7日 宍粟市立一宮北小学校 宍粟市立一宮北小学校 無料
【一宮北小学校HP】
http://www.shiso-
school.net/ichinomiyakita-es/

宍粟市立一宮北小学校
0790-74-0004

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール
ふるさと学習として、地域のゲストティーチャーから、ふるさと波賀のよさや昔の遊び
を学ぶ授業を公開します。

11月2日 宍粟市立波賀小学校 宍粟市立波賀小学校 無料
【波賀小学校HP】
http://www.shiso-school.net/haga-es/

宍粟市立波賀小学校
0790-75-2354

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール 校内マラソン大会で、日頃の体力づくりの成果を発表します。 11月14日
宍粟市立波賀小学校
（周辺コース）

宍粟市立波賀小学校 無料
【波賀小学校HP】
http://www.shiso-school.net/haga-es/

宍粟市立波賀小学校
0790-75-2354

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール
学習発表会では、生活科、総合的な学習の時間、音楽科等で学んだことを発表しま
す。

12月2日 宍粟市立波賀小学校 宍粟市立波賀小学校 無料
【波賀小学校HP】
http://www.shiso-school.net/haga-es/

宍粟市立波賀小学校
0790-75-2354

兵庫県 宍粟市 ②
園小中高合同「千種ふれあい
文化祭」

ちくさ杉の子こども園、千種小学校、千種中学校、千種高等学校が合同文化祭を行
います。

11月4日
宍粟市立千種小学校
体育館

ちくさ杉の子こども園・
千種小学校・千種中学校・千種高等学
校

無料
【千種小学校HP】
http://www.shiso-school.net/chikusa-
es/

宍粟市立千種小学校
0790-76-2012

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール
授業公開と児童作品展示の他、総合的な学習の時間などで学んだことを公開しま
す。

11月8日～11月9日 宍粟市立千種小学校 宍粟市立千種小学校 無料
【千種小学校HP】
http://www.shiso-school.net/chikusa-
es/

宍粟市立千種小学校
0790-76-2012

兵庫県 宍粟市 ③ いちのみやふるさとまつり クッキ-販売を行ったり、ステージではよさこい踊りを披露したりします。 11月3日
スポニックパーク一宮（宍粟市一宮町東市
場1090-3）

宍粟市一宮市民局 無料
宍粟市一宮市民局
0790-72-1000

兵庫県 宍粟市 ② 総合的な学習の時間発表会
総合的な学習の時間に取り組んだ体験講座（太鼓、よさこい、ＥＳＳなど）の成果を
発表します。

11月23日 兵庫県立伊和高等学校 兵庫県立伊和高等学校 無料
兵庫県立伊和高等学校
0790-72-0240

兵庫県 宍粟市 ② 交通安全祈願マスコット配布
総合的な学習の時間において製作しマスコット「いわたん」を、宍粟市の交通安全週
間に、交通安全を祈願し、ドライバーの方々に配布します。

12月1日 宍粟市一宮町内 兵庫県立伊和高等学校 無料
兵庫県立伊和高等学校
0790-72-0240

兵庫県 新温泉町 ②
人権教育講演会（オープンス
クール）

人権に関わる内容について、講師を招聘し、講演会を開催します。 11月2日 新温泉町立温泉小学校体育館 新温泉町立温泉小学校 無料
 【新温泉町立温泉小学校】
http://www.shinonsen-
kyouiku.jp/onsen/

新温泉町立温泉小学校
0796-92-1092

兵庫県 新温泉町 ② オープンスクール
開かれた学校づくりをめざし、授業をはじめ学校の教育活動を広く保護者や地域の
方々に公開します。

11月2日,17日 新温泉町立温泉小学校 新温泉町立温泉小学校 無料
 【新温泉町立温泉小学校HP】
http://www.shinonsen-
kyouiku.jp/onsen/

新温泉町立温泉小学校
0796-92-1092

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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兵庫県 新温泉町 ②
学習発表会（オープンスクー
ル）

全校生が、日頃の学習の成果を発表します。オープンスクールとして実施します。 11月17日 新温泉町立温泉小学校体育館 新温泉町立温泉小学校 無料
 【新温泉町立温泉小学校HP】
http://www.shinonsen-
kyouiku.jp/onsen/

新温泉町立温泉小学校
0796-92-1092

兵庫県 新温泉町 ② オープンスクール 学校教育活動を公開することにより、「社会に開かれた学校づくり」を推進します。 11月1日～2日 新温泉町立照来小学校 新温泉町立照来小学校 無料
 【新温泉町立照来小学校ＨＰ】
http://www.shinonsen-
kyouiku.jp/teragi/

新温泉町立照来小学校
0796-92-1093

兵庫県 新温泉町 ② 学習発表会 日頃の学習成果を地域及び保護者に発表します。 11月17日 新温泉町立照来小学校 新温泉町立照来小学校 無料
 【新温泉町立照来小学校ＨＰ】
http://www.shinonsen-
kyouiku.jp/teragi/

新温泉町立照来小学校
0796-92-1093

兵庫県 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行います。 11月1日～2日 新温泉町立浜坂東小学校 新温泉町立浜坂東小学校 無料
 【新温泉町立浜坂東小学校ＨＰ】
http://www.shinonsenkyouiku.jp/hamahi
gashi/

新温泉町立浜坂東小学校
0796-82-1238

兵庫県 新温泉町 ② オープンスクール もち米を使って、保護者・地域住民と餅つきをしてともに収穫を祝います。 11月4日 新温泉町立浜坂東小学校 新温泉町立浜坂東小学校 無料
 【新温泉町立浜坂東小学校ＨＰ】
http://www.shinonsen-
kyouiku.jp/hamahigashi/

新温泉町立浜坂東小学校
0796-82-1238

兵庫県 新温泉町 ② オープンスクール人権参観日 学校の教育活動を公開し、人権講演会を開催します。 10月19日 新温泉町立浜坂西小学校 新温泉町立浜坂西小学校 無料
 【新温泉町立浜坂西小学校ＨＰ】
http://www.shinonsen-
kyoiku.jp/hamanishi/

新温泉町浜坂西小学校
0796-82-1134

兵庫県 新温泉町 ②
オープンスクール校内マラソン
大会

学校の教育活動を公開し、校内マラソン大会を開催します。 11月2日 新温泉町立浜坂西小学校 新温泉町立浜坂西小学校 無料
 【新温泉町立浜坂西小学校ＨＰ】
http://www.shinonsen-
kyoiku.jp/hamanishi/

新温泉町浜坂西小学校
0796-82-1134

兵庫県 新温泉町 ② オープンスクール学習発表会 学校の教育活動を公開し、学習発表会を開催します。 11月23日 新温泉町立浜坂西小学校 新温泉町立浜坂西小学校 無料
 【新温泉町立浜坂西小学校ＨＰ】
http://www.shinonsen-
kyoiku.jp/hamanishi/

新温泉町浜坂西小学校
0796-82-1134

兵庫県 新温泉町 ② オープンスクール 保護者・地域住民へ授業公開を実施します。 10月18日 新温泉町立浜坂南小学校 新温泉町立浜坂南小学校 無料
 【新温泉町立浜坂南小学校HP】
http://www.shinonsen-
kyouiku.jp/hamaminami/

新温泉町立浜坂南小学校
0796-82-1237

兵庫県 新温泉町 ② オープンスクール 給食試食会、人権参観日、引き渡し訓練を実施します。 10月19日 新温泉町立浜坂南小学校 新温泉町立浜坂南小学校 無料
 【新温泉町立浜坂南小学校HP】
http://www.shinonsen-
kyouiku.jp/hamaminami/

新温泉町立浜坂南小学校
0796-82-1237

兵庫県 新温泉町 ①②
大庭地区交流
グラウンドゴルフ大会

学校、すこやかクラブ、公民館共催のふれあいグラウンドゴルフ大会を実施します。 10月22日 新温泉町立浜坂南小学校 新温泉町立浜坂南小学校 無料
 【新温泉町立浜坂南小学校HP】
http://www.shinonsen-
kyouiku.jp/hamaminami/

新温泉町立浜坂南小学校
0796-82-1237

兵庫県 新温泉町 ② オープンスクール
午前に学習発表会、
午後に親子ふれあいイベントを行います。

11月17日 新温泉町立浜坂南小学校 新温泉町立浜坂南小学校 無料
 【新温泉町立浜坂南小学校HP】
http://www.shinonsen-
kyouiku.jp/hamaminami/

新温泉町立浜坂南小学校
0796-82-1237

兵庫県 新温泉町 ② オープンスクール 日頃の教育活動の様子や施設等を公開します。給食試食会も実施します。 11月7日～9日 新温泉町立浜坂北小学校 新温泉町立浜坂北小学校 無料
 【新温泉町立浜坂北小学校HP】
http://www.shinonsen-
kyouiku.jp/hamakita/

新温泉町立浜坂北小学校
0796‐82‐1101

兵庫県 新温泉町 ② 人権参観日 人権に関する授業公開と人権講演会を実施します。 11月18日 新温泉町立浜坂北小学校 新温泉町立浜坂北小学校 無料
 【新温泉町立浜坂北小学校HP】
http://www.shinonsen-
kyouiku.jp/hamakita/

新温泉町立浜坂北小学校
0796‐82‐1101

兵庫県 新温泉町 ② オープンスクール オープンスクールとして、保護者・地域に授業公開をします。 11月1日～2日 新温泉町立夢が丘中学校 新温泉町立夢が丘中学校 無料
 【新温泉町立夢が丘中学校HP】
http://www.shinonsen-
kyouiku.jp/yumegaoka-jh/

新温泉町立夢が丘中学校
0796-92-1090

兵庫県 新温泉町 ②③
文化祭
オープンスクールを兼ねて実
施

文化祭として、弁論発表、演劇、吹奏楽部演奏、全校合唱等を保護者・地域に公開
します。

11月10日 新温泉町立夢が丘中学校 新温泉町立夢が丘中学校 無料
 【新温泉町立夢が丘中学校HP】
http://www.shinonsen-
kyouiku.jp/yumegaoka-jh/

新温泉町立夢が丘中学校
0796-92-1090

兵庫県 新温泉町 ② オープン・スクール 授業参観を中心に学校の活動全般を地域・保護者に公開します。 10月22日～27日 新温泉町立浜坂中学校各教室等 新温泉町立浜坂中学校 無料
 【新温泉町立浜坂中学校HP】
http://www.shinonsen-
kyouiku.jp/hama-jh

新温泉町立浜坂中学校
0796-82-1104

兵庫県 新温泉町 ②③ 文化祭
生徒たちが練り上げたステージ発表（舞台・展示）・文化部発表・合唱コン
クール等、文化活動の成果を発表します。

10月28日 新温泉町立浜坂中学校体育館 新温泉町立浜坂中学校 無料
 【新温泉町立浜坂中学校HP】
http://www.shinonsen-
kyouiku.jp/hama-jh

新温泉町立浜坂中学校
0796-82-1104

兵庫県 新温泉町 ② 小中体験入学
校区の4小学校6年生が浜坂中学校での授業参観と部活動体験を行い
ます。

11月13日 新温泉町立浜坂中学校各教室等 新温泉町立浜坂中学校 無料
 【新温泉町立浜坂中学校HP】
http://www.shinonsen-
kyouiku.jp/hama-jh

新温泉町立浜坂中学校
0796-82-1104

兵庫県 新温泉町 ② いもほり 地域地産～ゆめっこ農園収穫祭を祖父母とともに行います。 10月10日 新温泉町立ゆめっこ認定こども園 ゆめっこ認定こども園 無料
新温泉町立ゆめっこ認定こど
も園
0796-92-1095

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 新温泉町 ② 上山高原散策 「親子で登ろう新温泉町の素敵な場所へ」と題して、高原散策をします。 10月12日 上山高原 ゆめっこ認定こども園 無料
新温泉町立ゆめっこ認定こど
も園
0796-92-1095

兵庫県 新温泉町 ②③ 町民文化祭 町文化祭に幼児絵画を出展します。 11月3日～4日 新温泉町公民館 新温泉町公民館 無料
新温泉町立浜坂認定こども園
0796-82-1360

兵庫県 新温泉町 ② ストーリーテリング 年齢に応じた絵本や紙芝居などの読み聞かせを行います。 11月14日 新温泉町立浜坂認定こども園 浜坂認定こども園 無料
新温泉町立浜坂認定こども園
0796-82-1360

兵庫県 新温泉町 ①②
親子のつどい(公民館事業と
共催）

こどもオペラ「ヘンゼルとグレーテル」を鑑賞します。 11月18日 新温泉町夢ホール 新温泉町公民館 無料
新温泉町立浜坂認定こども園
0796-82-1360

兵庫県 新温泉町 ② オープンスクール 保護者参観日と人権教育講演会、親子リトミックを行います。 11月20日～21日 新温泉町立浜坂認定こども園 浜坂認定こども園 無料
新温泉町立浜坂認定こども園
0796-82-1360

兵庫県 新温泉町 ② おはなしポケット 年齢に応じた絵本や紙芝居の読み聞かせと本の紹介をしていただきます。 月1回 新温泉町立大庭認定こども園 大庭認定こども園 無料
新温泉町立大庭認定こども園
0796-82-1239

兵庫県 新温泉町 ② オープンスクール 保護者や地域、関係機関の方々に園の様子を公開します。 11月8日～9日 新温泉町立大庭認定こども園 大庭認定こども園 無料
新温泉町立大庭認定こども園
0796-82-1239

兵庫県 新温泉町 ② 祖父母交流会 祖父母との交流会で一緒に交流を深めます。 12月上旬 新温泉町立大庭認定こども園 大庭認定こども園 無料
新温泉町立大庭認定こども園
0796-82-1239

兵庫県 新温泉町 ② 研究保育 指導研究保護者参観を行います。 10月18日 私立明星認定こども園 明星認定こども園 無料
私立明星認定こども園
0796-82-4831

兵庫県 新温泉町 ② オープンスクール・人権講演会 園の教育・保育を公開し、合わせて人権について講演会を開催します。 11月7日 私立明星認定こども園 明星認定こども園 無料
私立明星認定こども園
0796-82-4831

兵庫県 新温泉町 ② 生活発表会 日頃の子どもたちの成長を発表します。 12月9日 私立明星認定こども園 明星認定こども園 無料
私立明星認定こども園
0796-82-4831

兵庫県 新温泉町 ①
新温泉町青少年育成町民大
会

青少年育成推進協議会の各学校部会及び地域部会の取組みの実践発表等を行い
ます。

11月10日 浜坂多目的集会施設2Ｆホール 新温泉町青少年育成推進協議会 無料
新温泉町教育委員会
生涯教育課
0796-82-5629

兵庫県 新温泉町 ② 新温泉町文化祭「浜坂会場」
文化に対する住民の意識を高めるとともに地域に根づく豊かな文化の振興を図るこ
とを目的として、舞台発表・作品展示会・ふれあいお茶席、親子ふれあいお茶席体
験・盆栽展・バザー・菊花展示会等を開催します。

10月31日～11月3日 浜坂多目的集会施設
新温泉町文化祭実行委員会
(浜坂会場)

無料
新温泉町教育委員会
浜坂公民館
0796-82-5629

作品展・舞台発表等
は基本的に無料。但
し、ふれあいお茶席
料・バザー等は受益
者負担

兵庫県 新温泉町 ③ 新温泉町文化祭「温泉会場」
文化に対する住民の意識を高めるとともに地域に根づく豊かな文化の振興を図るこ
とを目的として、舞台発表・作品展示会・バザー・ふれあい茶席等を開催します。

11月1日～3日 新温泉町民センター・夢ホール
新温泉町文化祭実行委員会
(温泉会場)

無料
新温泉町教育委員会
温泉公民館
0796-92-1970

作品展・舞台発表等
は基本的に無料。但
し、ふれあいお茶席
料・バザー等は受益
者負担

兵庫県 洲本市 ② オープンスクール
授業及び教育活動を保護者・地域に公開することで、地域に開かれた学校・特色あ
る学校作りを推進する。心豊かな子どもの育成のため、全学級が期間中、「特別の
教科道徳」の授業を公開する。

11月1日～2日 洲本市立洲本第一小学校 洲本第一小学校 無料
洲本市立洲本第一小学校
0799-22-4474

兵庫県 洲本市 ② オープンスクール
11月16日・19日～21日オープンスクールを実施します。11月20日PTA研修会及び演
劇鑑賞会でパントマイムを鑑賞します。

11月16,19,20,21日 洲本市立大野小学校 洲本市立大野小学校 無料

【大野小学校のHP】
http://sumoto.aw-
ansin.net/ansin/user/2003/blog/showD
etail.do

洲本市立大野小学校
0799-22-0711

兵庫県 洲本市 ② オープンスクール 授業参観、教育講演会、防災教育、音楽集会など多彩な行事があります。 10月17日～19日 洲本市立中川原小学校 洲本市立中川原小学校 無料
洲本市立中川原小学校
0799-28-0118

兵庫県 洲本市 ①②
オープンスクール
ふれあい参観

地域へ学校公開を行う。その中で、地域の方をゲストティーチャーに迎えての「ふれ
あい参観」や人権学習講演会もプログラムに入れる。

11月31日～12月1日 洲本市立堺小学校 堺小学校 無料
洲本市立堺小学校
0799-35-0020

兵庫県 洲本市 ③ 文化祭 クラス合唱、吹奏楽部演奏を実施します。 10月31日 洲本市立洲浜中学校体育館 洲本市立洲浜中学校 無料
洲本市立洲浜中学校
0799-22-2461

兵庫県 洲本市 ② ＰＴＡ講演会 参観日と併せてＰＴＡ人権文化部と共催し、人権にかかわる講演会を実施します。 11月12日 洲本市立青雲中学校体育館 青雲中学校 無料
洲本市立青雲中学校
0799-22-2627

オープンスクールと兼
ねる

兵庫県 洲本市 ②
青雲中学校創立70周年記念
式典

青雲中学校の創立70周年記念しての式典を開催いたします。9：15～12：00
生徒有志による和太鼓の演奏式典行事校訓の制定記念講演会吹奏楽部の演奏他

10月17日 洲本市立青雲中学校体育館 青雲中学校 無料
洲本市立青雲中学校
0799-22-2627

オープンスクールと兼
ねる

兵庫県 洲本市 ② 文化祭 保護者・地域の方々をお招きし、合唱と合奏、作品の展示等を行います。 11月10日 洲本市立由良中学校体育館 洲本市立由良中学校 無料
【由良中学校のHP】
http://www.edu.city.sumoto.hyogo.jp/yu
rajh/

洲本市立由良中学校
0799-27-0122

兵庫県 洲本市 ② 成ヶ島クリーン作戦 生徒と地域住民が中心となって成ヶ島の清掃活動を行います。 12月1日 洲本市　成ヶ島 洲本市立由良中学校 無料
【由良中学校のHP】
http://www.edu.city.sumoto.hyogo.jp/yu
rajh/

洲本市立由良中学校
0799-27-0122

兵庫県 洲本市 ② オープンスクール
学校を公開します。スポーツ21安乎と老人会参加のグランドゴルフ交流会を実施し
ます。

10月17日 洲本市立安乎中学校 安乎中学校 無料
洲本市立安乎中学校
0799-28-0011

兵庫県 洲本市 ② 人権教育講演会 落語家による、人権についての高座を開きます。 11月13日 洲本市立安乎中学校 安乎中学校 無料
洲本市立安乎中学校
0799-28-0011

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 洲本市 ② オープンスクール 日曜日に学校を公開します。防災訓練を実施します。 11月18日 洲本市立安乎中学校 安乎中学校 無料
洲本市立安乎中学校
0799-28-0011

兵庫県 洲本市 ②③ オープンスクール
学校の教育活動を公開します。6日は文化祭でクラス合唱や各教科の展示、文化部
の活動を披露します。7日は、学校創立50周年記念式典を開催し、太鼓演奏をした
り、学校の歴史についての発表をする予定です。

11月5日　～7日 洲本市立五色中学校 五色中学校 無料
洲本市立五色中学校
0799-35-0316

兵庫県 洲本市 ② オープンデー 幼稚園児の作品展示と共に、「海」をテーマにした遊びを展開します。 11月16日 洲本市立洲本幼稚園
洲本市立
洲本幼稚園

無料
洲本市立洲本幼稚園
0799-22-1212

兵庫県 洲本市 ② 幼稚園オープンデー 園での活動、普段の様子を参観していただきます。 10月24～25日 加茂幼稚園内 加茂幼稚園 無料
洲本市立加茂幼稚園
0799-22-9244

兵庫県 洲本市 ② 作品展 園児が描いた絵や製作した作品を観ていただきます。 11月26日～29日 加茂幼稚園遊戯室 加茂幼稚園 無料
洲本市立加茂幼稚園
0799-22-9244

兵庫県 洲本市 ② オープンデー 保護者・地域の方々に保育を公開します。 11月13日 洲本市立大野幼稚園
洲本市立
大野幼稚園

無料
洲本市立大野幼稚園
0799-22-3540

兵庫県 洲本市 ② ミニ作品展 園児の絵画や工作などの作品を展示します。 11月19日～22日 洲本市立大野幼稚園
洲本市立
大野幼稚園

無料
洲本市立大野幼稚園
0799-22-3540

兵庫県 洲本市 ② 家族参観日（オープンデー） 家族・地域参加型小運動会をする。 11月10日 洲本市立第三小学校運動場 第三幼稚園 無料
洲本市立第三幼稚園
0799-22-2183

兵庫県 洲本市 ② オープンスクール 授業を中心に学校を公開します。 10月17日 洲本市立安乎小学校 洲本市立安乎小学校 無料
洲本市立安乎小学校
0799-28-0012

兵庫県 洲本市 ② 老人会との交流 1.2年生が老人会と昔の遊びで交流します。 10月17日 洲本市立安乎小学校 洲本市立安乎小学校 無料
洲本市立安乎小学校
0799-28-0012

兵庫県 洲本市 ② オープンスクール 日曜日に学校を公開します。防災訓練を実施します。 11月18日 洲本市立安乎小学校 洲本市立安乎小学校 無料
洲本市立安乎小学校
0799-28-0012

兵庫県 洲本市 ② ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ
保護者・地域の皆様に自由に授業等の様子をご覧いただきます。保護者・地域の方
とともに地域防災訓練も行います。

11月21日～23日 洲本市立鳥飼小学校 洲本市立鳥飼小学校 無料
洲本市立鳥飼小学校
0799-34-0013

兵庫県 洲本市 ② オープンスクール 授業公開を実施します。
11月1日
～3日

洲本市立鮎原小学校 洲本市立鮎原小学校 無料

【鮎原小学校のHP】
http://sumoto.aw-
ansin.net/ansin/user/2002/blog/showD
etail.do

洲本市立鮎原小学校
0799-32-0009

兵庫県 洲本市 ② 教育講演会 情報モラルセキュリティの研修をします。（講師石川千明氏） 11月3日 洲本市立鮎原小学校 洲本市立鮎原小学校 無料

【鮎原小学校のHP】
http://sumoto.aw-
ansin.net/ansin/user/2002/blog/showD
etail.do

洲本市立鮎原小学校
0799-32-0009

兵庫県 洲本市 ③
文化芸術による子供の育成事
業

音楽コンサートを開きます。（ラテンパーカッション伊波淑氏） 11月16日 洲本市立鮎原小学校 文化庁 無料

【鮎原小学校のHP】
http://sumoto.aw-
ansin.net/ansin/user/2002/blog/showD
etail.do

洲本市立鮎原小学校
0799-32-0009

兵庫県 洲本市 ② オープンスクール 保護者や地域の方々に授業を公開します。 11月1日～2日 洲本市立洲本第二小学校 洲本市立洲本第二小学校 無料
洲本市立洲本第二小学校
0799-22-2631

兵庫県 洲本市 ② オープンスクール
授業参観や豊岡出身のシンガーソングライターである小西達也さんの講演、保護者
の方のスポーツ交流があります。授業の中には、能の体験発表や道徳、情報機器
を活用したものなどがあります。

10月23日～25日 洲本市立加茂小学校 洲本市立加茂小学校 無料
洲本市立加茂小学校
0799-22-0710

兵庫県 洲本市 ② オープンスクール 2・3校時の授業と休み時間の様子を公開します。 11月15日～16日 洲本市立洲本第三小学校 洲本市立洲本第三小学校 無料
【洲本第三小学校のHP】
http://www.edu.city.sumoto.hyogo.jp/dai
sansy/

洲本市立洲本第三小学校
0799-22-2531

兵庫県 洲本市 ② ふるさとふれあい祭り
校区ふれあい推進委員会の方による出店や出し物等の催しに全校児童が参加しま
す。

11月17日 洲本市立洲本第三小学校 洲本市立洲本第三小学校 無料
【洲本第三小学校のHP】
http://www.edu.city.sumoto.hyogo.jp/dai
sansy/

洲本市立洲本第三小学校
0799-22-2531

兵庫県 洲本市 ② ふれあいタイム
地域の講師により運営・指導される講座のクラブ活動で、年4回4年生以上の児童が
参加します。

11月30日 洲本市立洲本第三小学校 洲本市立洲本第三小学校 無料
【洲本第三小学校のHP】
http://www.edu.city.sumoto.hyogo.jp/dai
sansy/

洲本市立洲本第三小学校
0799-22-2531

兵庫県 洲本市 ② オープンスクール 保護者や地域に、授業を公開する。 11月15日～17日 洲本市立広石小学校 洲本市立広石小学校 無料
洲本市立広石小学校
0799-35-0215

兵庫県 洲本市 ② 教育講演会
演題「未定」(食育)
講師坂元美子(神戸女子大学准教授)

11月16日 洲本市立広石小学校 洲本市立広石小学校 無料
洲本市立広石小学校
0799-35-0215

兵庫県 洲本市 ① 洲本市総合防災訓練 由良地区における地域住民・中学校と共に行う防災訓練です。 11月4日 洲本市立由良小学校 洲本市 無料
洲本市消防防災課
0799-24-7623

兵庫県 洲本市 ② 洲本市小学校連合音楽会 市内の小学生が集い、各校で取り組んだ音楽プログラムを発表する音楽会です。 11月9日 洲本市文化体育館 洲本市小学校長会 無料
洲本市立安乎小学校
校長　市坪ひとみ
0799-28-0012

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 洲本市 ② オープンスクール 授業参観および音楽集会、連合音楽会参加学年の披露 11月1日～2日 都志小学校各教室・体育館 洲本市立都志小学校 無料
洲本市立都志小学校
0799-33-0031

兵庫県 洲本市 ② 地域ふれあい文化祭
クラスの催し物、生け花、陶芸作品の展示、バザー、模擬店、お茶会等を一般公開
します。

11月2日
兵庫県立洲本高等学校
北校舎･生徒集会室

兵庫県立洲本高等学校定時制
【洲本高等学校（定時制）のHP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~sumoto2-
hs/

兵庫県立洲本高等学校定時制
0799-22-1550

兵庫県 洲本市 ③ 洲本市図書館市民まつり 洲本市にある団体や有志が、図書館で文化・技術・パフォーマンスを披露します。 10月27日～28日 洲本市立図書館 図書館市民まつり実行委員会 無料
【図書館まつりのWEBサイト】
https://ameblo.jp/tosyokanmatsuri/

図書館市民まつり事務局
0799-22-0172（眞野）

兵庫県 洲本市 ②
第40回兵庫県中学校総合文
化祭
書写・美術部門

中学生の書写・絵画等の作品の展示発表を行います。 10月19日～21日 洲本市文化体育館
兵庫県教育委員会、兵庫県中校長
会、関係市町教育委員会

無料
県教育委員会事務局　義務教
育課
078-362-3771

兵庫県 洲本市 ①

平成30年度兵庫県立特別支
援学校ＰＴＡ連合協議会研修
会並びにＰＴＣＡ支援事業全県
フォーラム

全県の県立特別支援学校ＰＴＡ関係者、学校関係者、地域住民等が一堂に会し、体
験発表（3校）及び講演会により研修を深めます。

10月4日 洲本市文化体育館
兵庫県立特別支援学校ＰＴＡ連合協議
会

無料

兵庫県立特別支援学校ＰＴＡ
連合協議会
県立あわじ特別支援学校
0799-22-1766

　

兵庫県 太子町 ② オープンスクール
幼稚園を地域の方に知っていただくために、保育を公開し、地域の方を招いて、ミニ
コンサートを開きます。

11月1日 太子町立龍田幼稚園 太子町立龍田幼稚園 無料
太子町立龍田幼稚園
079-276-0949

兵庫県 太子町 ① 幼年消防クラブ防火パレード 龍田幼稚園児が、太子町幼年消防クラブ員と共に防火パレードを行います。 11月7日 斑鳩寺～あすかホール 太子町立龍田幼稚園 無料
太子町立龍田幼稚園
079-276-0949

兵庫県 太子町 ② オープンスクール（バザー） 幼稚園の公開保育をします。また、バザーも開催します。 11月9日 太子町立斑鳩幼稚園
太子町立斑鳩幼稚園
ＰＴＡ

無料
太子町立斑鳩幼稚園
079-276-0496

兵庫県 太子町 ②
祖父母参観・バザー
（オープンスクール）

参観時に祖父母と一緒に遊んだりします。また、バザーに参加したりします。 11月9日 太子町立太田幼稚園
太子町立太田幼稚園
ＰＴＡ

無料
太子町立太田幼稚園
079-276-2049

兵庫県 太子町 ①
オープンスクール（祖父母参
観・講演会）

遊びを通して祖父母と触れ合います。歯科医師と歯科衛生士による親子ブラッシン
グ指導及び講話を行います。

10月18日 太子町立石海幼稚園 太子町立石海幼稚園 無料
太子町立石海幼稚園 079-
277-0020

兵庫県 太子町 ① オープンスクール（バザー）
幼稚園に保護者や祖父母、地域の方にお越しいただき、バザーや催しを通して交流
します。

11月7日 太子町立石海幼稚園 太子町立石海幼稚園 無料
太子町立石海幼稚園 079-
277-0020

兵庫県 太子町 ② 音楽発表会
第1部では、低・中・高学年ごとに、合唱や合奏を披露します。第2部では、外部から
演奏者を招き、鑑賞会を開きます。

10月27日 太子町立龍田小学校 太子町立龍田小学校 無料
太子町立龍田小学校
079-276-0771

兵庫県 太子町 ② 校内マラソン大会
学校南側にある太子町総合公園内の道路をマラソンコースに設定し、低・中・高学
年別にタイムを競い合います。

11月20日 太子町立総合公園 太子町立龍田小学校 無料
太子町立龍田小学校
079-276-0771

兵庫県 太子町 ②
おじいちゃん･おばあちゃんと
遊ぼう会

地域の老人クラブの皆さんと子どもたちが、昔遊びをしながら交流します。 11月27日 太子町立龍田小学校 太子町立龍田小学校 無料
太子町立龍田小学校
079-276-0771

兵庫県 太子町 ②
音楽学習発表会（オープンス
クール）

学校での音楽を中心とした学習の成果を、保護者や地域の皆さまに公開します。 10月26日
太子町立太田小学校
体育館

太子町立太田小学校 無料
太子町立太田小学校
079-276-0049

兵庫県 太子町 ② オープンスクール・PTAバザー 学校での学習のようすを、保護者や地域の皆さまに公開します。 11月25日
太子町立太田小学校
体育館ほか

太子町立太田小学校 無料
太子町立太田小学校
079-276-0049

兵庫県 太子町 ② オープンスクール 学校での学習のようすを、保護者や地域の皆さまに公開します。
11月9日
11月10日

太子町立石海小学校 太子町立石海小学校 無料

【石海小学校HP】
http://www.town.hyogo-
taishi.lg.jp/gakkou/syogakukou/1420698
491171.html

太子町立石海小学校
079-276-1132

兵庫県 太子町 ③ 企画展「ふるさとの小学校」 町内の4小学校の歩みを紹介する企画展を開催します。 10月27日～12月16日 太子町立歴史資料館 太子町立歴史資料館
【太子町役場HP】
http://www.town.hyogo-taishi.lg.jp

太子町立歴史資料館
079-277-5100

大人　200円
高校・大学生　150円

兵庫県 太子町 ③ 民俗資料館特別開館
太子山公園内の民俗資料館（兵庫県登録文化財・旧尾野家住宅）を特別開館しま
す。

11月4日，
10日，11日，17日，18
日，23日，24日，25日

太子町立民俗資料館 太子町立歴史資料館 無料
【太子町役場HP】
http://www.town.hyogo-taishi.lg.jp

太子町立歴史資料館
079-277-5100

兵庫県 太子町 ③
お太子さんの荘園を歩く現地
見学会

聖徳太子ゆかりの法隆寺領鵤荘の現地を歩きます。 11月11日 太子町内 太子町立歴史資料館
【太子町役場HP】
http://www.town.hyogo-taishi.lg.jp

太子町立歴史資料館
079-277-5100

参加費　100円
（保険料）

兵庫県 太子町 ② トライやる・ウィーク 中学2年生が、町内の各事業所等において、社会体験活動を行います。 11月5日～11月9日 太子町内各事業所等
太子町立太子西中学校
太子町立太子東中学校

無料

太子町立太子西中学校
 079-276-0104
太子町立太子東中学校
 079-276-4300

兵庫県 太子町 ③ 太子町学童美術展 太子町内の幼稚園・小中学校の絵画・書道等の作品を展示します。
11月10日
11月11日

太子町庁舎
議場・議会棟

太子町教育委員会 無料
太子町教育委員会
管理課
079-277-1016

兵庫県 太子町 ①② 太子町人権教育実践発表会
保育公開や学年に応じた人権課題等を取りあげた道徳・社会科などの授業公開し
ます。
また、分科会で人権課題についての協議を行います。

11月17日
太子町立斑鳩保育所
太子町立斑鳩幼稚園
太子町立斑鳩小学校

太子町
太子町教育委員会
太子町民主化推進協議会

無料
太子町教育委員会
社会教育課
079-277-1017

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 太子町 ② 揖龍中学校連合音楽会
揖龍地区（たつの市、太子町、播磨高原広域事務組合）の中学校の吹奏楽や合唱
の発表を通して、技術の向上と学校間の交流を図ります。

10月27日
太子町立文化会館
（あすかホール）

揖龍中学校長会
揖龍中学校音楽部会

無料
播磨高原広域事務組合立播磨
高原東中学校
0791-58-0981

兵庫県 高砂市 ② オープンスクール 学校の教育活動を保護者及び地域に公開します。 10月25日～26日 高砂市立高砂小学校 高砂市立高砂小学校 無料
高砂市立高砂小学校
079-442-2422

兵庫県 高砂市 ② クリーン作戦 児童・保護者・地域が協力し校区の清掃を行います。 10月23日 高砂市立高砂小学校校区 高砂市立高砂小学校 無料
高砂市立高砂小学校
079-442-2422

兵庫県 高砂市 ② 音楽会 小学生が地域、保護者に対して合奏や合唱を披露します。 11月12日～18日 高砂市立高砂小学校 高砂市立高砂小学校 無料
高砂市立高砂小学校
079-442-2422

兵庫県 高砂市 ② ランニング大会 学年ごとに持久走を行います。 12月1日 高砂市立高砂小学校 高砂市立高砂小学校 無料
高砂市立高砂小学校
079-442-2422

兵庫県 高砂市 ② オープンスクール 小学校の授業を公開します。 10月13日 高砂市立荒井小学校 高砂市立荒井小学校 無料
【高砂市立荒井小学校HP】
http://www.takasago.ed.jp/arai-s/

高砂市立荒井小学校
079-442-1952

兵庫県 高砂市 ② 音楽会 小学校の音楽会をします。 11月10日 高砂市立荒井小学校 高砂市立荒井小学校 無料
【高砂市立荒井小学校】
http://www.takasago.ed.jp/arai-s/

高砂市立荒井小学校
079-442-1952

兵庫県 高砂市 ② オープンスクール 地域への授業公開外部講師による授業を実施します。 11月9日 高砂市立伊保小学校 高砂市立伊保小学校 無料
高砂市立伊保小学校
079-447-4341

兵庫県 高砂市 ②
謡曲高砂体験(オープンスクー
ル）

保護者参観の下6年生児童が地域団体の方より指導を受けます。 11月9日 高砂市立伊保小学校 高砂市立伊保小学校 無料
高砂市立伊保小学校
079-447-4341

兵庫県 高砂市 ② 伊保っ子コンサート 校区の保育園、幼稚園を招いての音楽会を開催します。 10月24日 高砂市立伊保小学校 高砂市立伊保小学校 無料
高砂市立伊保小学校
079-447-4341

兵庫県 高砂市 ② 中学校体験入学 進学校区各中学校における授業や部活動見学を実施します。 11月6日
高砂市立竜山中学校
高砂市立荒井中学校

高砂市立竜山中学校
高砂市立荒井中学校

無料
高砂市立伊保小学校
079-447-4341

兵庫県 高砂市 ① 校区人権講演会 ＰＴＡ、自治会等地域団体等住民を対象とした人権講演会を開催します。 11月10日
高砂市中央公民館
兼伊保公民館

伊保小校区
人権教育推進委員会

無料
高砂市立伊保小学校
079-447-4341

兵庫県 高砂市 ② 校区人権講演会 オープンスクールに講師を招き地域保護者も参加の講演会を行います。 11月23日 高砂市立伊保南小学校
伊保南校区
人権教育推進委員会

無料
高砂市立伊保南小学校
079-448-0760

兵庫県 高砂市 ② オープンスクール 保護者、地域に学校の様子を公開します。 11月22日～23日 高砂市立伊保南小学校 高砂市立伊保南小学校 無料
高砂市立伊保南小学校
079-448-0760

兵庫県 高砂市 ② オープンスクール
ＮＩＴ情報技術推進ネットワークより講師を招き、インターネットトラブル防止啓発講座
を、3学年～6学年・保護者・地域住民を対象として実施します。

10月4日
高砂市立中筋小学校
体育館

高砂市教育委員会 無料
【高砂市立中筋小学校ＨＰ】
http://www.takasago.ed.jp/naka-s/

高砂市立中筋小学校
079-447-0219

兵庫県 高砂市 ① オープンスクール
人権教育啓発に係る外部講師を招聘し、校区人権教育推進委員会が主体となっ
て、全校生・保護者・地域住民を対象として実施します。

10月4日
高砂市立中筋小学校
体育館

高砂市人権推進室 無料
【高砂市立中筋小学校ＨＰ】
http://www.takasago.ed.jp/naka-s/

高砂市立中筋小学校
079-447-0219

兵庫県 高砂市 ② オープンスクール
企業団体より講師を招き、第2学年を対象として、食育推進をねらいとした「おなか元
気教室」公開授業を開催します。

10月5日
高砂市立中筋小学校
オープンスペース

高砂市立中筋小学校 無料
【高砂市立中筋小学校ＨＰ】
http://www.takasago.ed.jp/naka-s/

高砂市立中筋小学校
079-447-0219

兵庫県 高砂市 ② 人権講演会
児童・保護者・地域住民を対象に、講師（落語家桂三風さん）による講演会を開催し
ます。

10月19日 高砂市立曽根小学校 曽根地区校区人権協議会 無料
高砂市立曽根小学校
079ｰ447ｰ0039

兵庫県 高砂市 ② 音楽会 保護者に向け児童の音楽学習の成果を発表する機会とします。 11月3日 高砂市立曽根小学校 高砂市立曽根小学校 無料
高砂市立曽根小学校
079ｰ447ｰ0039

兵庫県 高砂市 ② オープンスクール 保護者・地域の方々へ授業公開します。 11月21日～23日 高砂市立米田小学校 高砂市立米田小小学校 無料
高砂市立米田小学校
079-432-3594

兵庫県 高砂市 ② ＰＴＡ講演会 児童・保護者対象に講演会を開催します。 11月23日 高砂市立米田小学校 高砂市立米田小小学校 無料
高砂市立米田小学校
079-432-3594

兵庫県 高砂市 ② 音楽会 保護者・地域の方々へ音楽の練習成果を発表します。 10月25日 高砂市立米田小学校 高砂市立米田小小学校 無料
高砂市立米田小学校
079-432-3594

兵庫県 高砂市 ③ 音楽会 1年生～6年生までが演奏します。 12月1日 高砂市立米田西小学校 高砂市立米田西小学校 無料
【高砂市立米田西小学校HP】
http://www.takasago.ed.jp/yoneni-s/

高砂市立米田西小学校
 079-431-8005

兵庫県 高砂市 ② トライやるウィーク 中学生が、小学校内で体験活動をします。 11月5日～9日 高砂市立米田西小学校 高砂市立宝殿中学校 無料
【高砂市立米田西小学校HP】
http://www.takasago.ed.jp/yoneni-s/

高砂市立宝殿中学校
079-432-3786

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 高砂市 ② オープンスクール 2時間目～4時間目（9時35分～12時25分）までの授業を公開しています。 11月14日 高砂市立米田西小学校 高砂市立米田西小学校 無料
【高砂市立米田西小学校HP】
http://www.takasago.ed.jp/yoneni-s/

高砂市立米田西小学校
079-431-8005

兵庫県 高砂市 ② オープンスクール
児童の学習の様子を公開します。エコ教室、認知症サポーター養成講座、人権講演
会も行う予定です。

10月16日 高砂市立阿弥陀小学校 高砂市立阿弥陀小学校 無料
高砂市立阿弥陀小学校
079ｰ447ｰ1317

兵庫県 高砂市 ② 音楽会 1～6年生が、気持ちを一つにし、心をこめて音楽発表をします。 11月3日 高砂市立阿弥陀小学校 高砂市立阿弥陀小学校 無料
高砂市立阿弥陀小学校
079ｰ447ｰ1317

兵庫県 高砂市 ② マラソン大会
各学年男女別に校内の特設コースを走ります。一人一人が自分に会った速さで、完
走を目指します。

11月27日
（雨天28日）

高砂市立阿弥陀小学校 高砂市立阿弥陀小学校 無料
高砂市立阿弥陀小学校
079ｰ447ｰ1317

兵庫県 高砂市 ② 親子道徳（ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ）
道徳授業を参観してもらい帰宅後、家族で話し合い児童保護者がそれぞれに感想
を書くことを予定してます。

10月3日 高砂市立北浜小学校 高砂市立北浜小学校 無料
高砂市立北浜小学校
079-254-0139

兵庫県 高砂市 ② かいぼり体験 米の収穫が終わった後のため池の水を抜き、ため池のタニシや魚を捕ります。 10月22日 ひょうたん池 東播磨県民局 無料
高砂市立北浜小学校
079-254-0139

兵庫県 高砂市 ② 音楽会 保護者、地域の方を招き、合奏･合唱の日頃の練習の成果を発表します。 11月3日 高砂市立北浜小学校 高砂市立北浜小学校 無料
高砂市立北浜小学校
079-254-0139

兵庫県 高砂市 ②
収穫祭「かまどご飯祭りをしよ
う」

田植え、案山子づくり、稲刈りそして、採れた米をかまどで炊きおにぎりを作って収
穫祭を行うと共に、お世話になった地域のため池ﾌﾟﾛｼﾞｮｸﾄ方に学習の成果を発表し
ます。

11月28日 高砂市立北浜小学校 東播磨県民局 無料
高砂市立北浜小学校
079-254-0139

兵庫県 高砂市 ② 校区人権講演会 オープンスクールに講師を招き地域保護者も参加の講演会を行います。 10月26日 高砂市立高砂中学校 高砂地区校区人権 無料
高砂市立高砂中学校
079-442-1591

兵庫県 高砂市 ② オープンスクール 保護者、地域に学校の様子を公開します。 10月24日～26日 高砂市立高砂中学校 高砂市立高砂中学校 無料
高砂市立高砂中学校
079-442-1591

兵庫県 高砂市 ② 学芸祭 中学校で文化発表、芸能鑑賞を行います。 10月26日 高砂市立高砂中学校 高砂市立高砂中学校 無料
高砂市立高砂中学校
079-442-1591

兵庫県 高砂市 ② トライやるウィーク 中学2年生が各事業所において職業体験活動を行います。 11月5日～9日 市内各事業所 高砂市立高砂中学校 無料
高砂市立高砂中学校
079-442-1591

兵庫県 高砂市 ②
合唱コンクール、オープンス
クール

各学級による課題曲の合唱披露と、学校の教育活動を保護者や地域の方々に参
観していただきます。

10月16日 高砂市立荒井中学校 高砂市立荒井中学校 無料
高砂市立荒井中学校
079-442-0540

兵庫県 高砂市 ② 文化祭、オープンスクール
各学級による自由曲の合唱、吹奏楽部演奏、生徒有志によるダンス等の披露と文
化部の展示、ＰＴＡのバザー等を行います。

10月19日 高砂市立荒井中学校 高砂市立荒井中学校 無料
高砂市立荒井中学校
079-442-0540

兵庫県 高砂市 ② トライやる・ウィーク 中学校2年生が、地域の各事業所において体験活動を行います。 11月5日～9日 高砂市立荒井中学校 兵庫県教育委員会 無料
高砂市立荒井中学校
079-442-0540

兵庫県 高砂市 ② オープンスクール 保護者や地域住民に学校を開放し、授業や学校生活を見てもらいます。 10月11日～12日 高砂市立竜山中学校 高砂市立竜山中学校 無料
高砂市立竜山中学校
079-447-1150

兵庫県 高砂市 ② 文化祭
保護者や地域住民にを招待し、合唱や文化的行事の発表の様子を見てもらいま
す。

10月12日 高砂市立竜山中学校 高砂市立竜山中学校 無料
高砂市立竜山中学校
079-447-1150

兵庫県 高砂市 ② 人権教育授業研究発表会 人権教育の視点から授業の在り方を研究します。 11月22日 高砂市立竜山中学校 高砂市立竜山中学校 無料
高砂市立竜山中学校
079-447-1150

兵庫県 高砂市 ② トライやる・ウイーク 中学生が各事業所で体験活動を行います。 11月5日～9日 各事業所 高砂市立竜山中学校 無料
高砂市立竜山中学校
079-447-1150

兵庫県 高砂市 ② 小学生授業体験 校区内の6年生に中学校の授業を体験してもらい、保護者にも見てもらいます。 11月6日 高砂市立竜山中学校 高砂市立竜山中学校 無料
高砂市立竜山中学校
079-447-1150

兵庫県 高砂市 ② トライやる・ウイーク発表会
トライやる・ウイークで体験したことを発表し、保護者や事業所の方に見てもらいま
す。

12月13日 高砂市立竜山中学校 高砂市立竜山中学校 無料
高砂市立竜山中学校
079-447-1150

兵庫県 高砂市 ①② 人権講演会 生徒・保護者・地域の方々に講演を聴いてもらいます。 10月17日 高砂市立松陽中学校
高砂市立松陽中学校
ＰＴＡ

無料
【高砂市立松陽中学校HP】
http://www.takasago.ed.jp/syoyo-t/

高砂市立松陽中学校
079-447-1942

兵庫県 高砂市 ② 合唱コンクール 各学年ごとに全クラスが合唱します。 10月30日 高砂市立松陽中学校 高砂市立松陽中学校 無料
【高砂市立松陽中学校HP】
http://www.takasago.ed.jp/syoyo-t/

高砂市立松陽中学校
079-447-1942

兵庫県 高砂市 ② 文化祭 合唱、展示、文化部の取組みの成果を発表します。 11月1日 高砂市立松陽中学校 高砂市立松陽中学校 無料
【高砂市立松陽中学校HP】
http://www.takasago.ed.jp/syoyo-t/

高砂市立松陽中学校
079-447-1942

兵庫県 高砂市 ② トライやる・ウィーク 中学2年生が各事業所において体験活動を行います。 11月5日～9日 市内各事業所 高砂市立松陽中学校 無料
【高砂市立松陽中学校HP】
http://www.takasago.ed.jp/syoyo-t/

高砂市立松陽中学校
079-447-1942
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兵庫県 高砂市 ② オープンスクール 保護者・地域の方々に学校の様子を公開します。
10月17日,
10月30日～11月1日

高砂市立松陽中学校 高砂市立松陽中学校 無料
【高砂市立松陽中学校HP】
http://www.takasago.ed.jp/syoyo-t/

高砂市立松陽中学校
079-447-1942

兵庫県 高砂市 ② 合唱コンクール 全学年全クラスによる合唱コンクールを実施します。 10月16日 高砂市立宝殿中学校 高砂市立宝殿中学校 無料
【高砂市立宝殿中学校HP】
http://www.takasago.ed.jp/~hoden-
t/table.html

高砂市立宝殿中学校
079-432-3786

兵庫県 高砂市 ② 文化祭 合唱コンクール優秀クラスによる発表と文化部による発表・展示を行います。 10月19日 高砂市立宝殿中学校 高砂市立宝殿中学校 無料
【高砂市立宝殿中学校HP】
http://www.takasago.ed.jp/~hoden-
t/table.html

高砂市立宝殿中学校
079-432-3786

兵庫県 高砂市 ② オープンスクール 「合唱コンクール」～「文化祭」の期間をオープンスクールとして設定しています。 10月16日～19日 高砂市立宝殿中学校 高砂市立宝殿中学校 無料
【高砂市立宝殿中学校HP】
http://www.takasago.ed.jp/~hoden-
t/table.html

高砂市立宝殿中学校
079-432-3786

兵庫県 高砂市 ② トライやるウィーク 2年生が校区を中心に65の事業所で5日間の体験活動を行います。 11月5日～9日 市内外各事業所 高砂市立宝殿中学校 無料
【高砂市立宝殿中学校HP】
http://www.takasago.ed.jp/~hoden-
t/table.html

高砂市立宝殿中学校
079-432-3786

兵庫県 高砂市 ② 人権参観 各学年ごとに人権学習を行い、講演会も実施します。 11月22日 高砂市立宝殿中学校
高砂市立宝殿中学校
PTA人権教育部

無料
【高砂市立宝殿中学校HP】
http://www.takasago.ed.jp/~hoden-
t/table.html

高砂市立宝殿中学校
079-432-3786

兵庫県 高砂市 ②③ 文化祭
クラスごとに舞台発表(全学年合唱)、音楽部による合唱と演奏、美術部、書道部、Ｅ
ＳＳ部による展示を行います。

10月26日 高砂市立鹿島中学校 高砂市立鹿島中学校 無料
【高砂市立鹿島中学校HP】
http://www.takasago.ed.jp/~kasima-
t/top.htm

高砂市立鹿島中学校
079-447-1179

兵庫県 高砂市 ② オープンスクール 地域の方や保護者の方にきていただき、生徒の活動の様子を見ていただきます。 10月26日 高砂市立鹿島中学校 高砂市立鹿島中学校 無料
【高砂市立鹿島中学校HP】
http://www.takasago.ed.jp/~kasima-
t/top.htm

高砂市立鹿島中学校
079-447-1179

兵庫県 高砂市 ①② トライやる・ウィーク 2年生の生徒が高砂市内の事業所で職業体験等をさせていただきます。 11月5日～9日 高砂市内事業所 高砂市立鹿島中学校 無料
【高砂市立鹿島中学校HP】
http://www.takasago.ed.jp/~kasima-
t/top.htm

高砂市立鹿島中学校
079-447-1179

兵庫県 高砂市 ②
チューリップの
植え付け

1年生の生徒と保護者の方で、チューリップの植え付けを行います。 11月7日 高砂市立鹿島中学校 高砂市立鹿島中学校 無料
【高砂市立鹿島中学校HP】
http://www.takasago.ed.jp/~kasima-
t/top.htm

高砂市立鹿島中学校
079-447-1179

兵庫県 高砂市 ② トライやる・ウィーク 校区の中学生を受け入れて幼稚園で体験活動等を実施します。 11月5日～9日 高砂市立高砂こども園 高砂市立高砂こども園 無料
高砂市立高砂こども園
079-442-0042

兵庫県 高砂市 ②③ 公民館まつり 地域の公民館に3～5歳児の絵画作品を展示しします。 11月10日 高砂公民館 高砂公民館 無料
高砂市立高砂こども園
079-442-0042

兵庫県 高砂市 ②③ 社協フェアー 他こども園の友達との共同制作を展示しこども園の教育保育活動を紹介します。 11月11日 高砂文化保健センター 高砂市社会福祉協議会 無料
高砂市立高砂こども園
079-442-0042

兵庫県 高砂市 ②③ 作品展
0歳児から5歳児までの1学期からの絵画制作作品を遊戯室や各保育室などに展示
します。

11月15日～17日 高砂市立高砂こども園 高砂市立高砂こども園 無料
高砂市立高砂こども園
079-442-0042

兵庫県 高砂市 ①②③ オープンスクール 保護者や地域の方にこども園児の園活動の様子を公開します。 11月17日 高砂市立高砂こども園 高砂市立高砂こども園 無料
高砂市立高砂こども園
079-442-0042

兵庫県 高砂市 ② 高校生徒との交流 地域の高校生と4歳児が一緒に戸外で遊んだり昼食を食べたりして交流します。 11月30日 高砂市立高砂こども園 高砂市立高砂こども園 無料
高砂市立高砂こども園
079-442-0042

兵庫県 高砂市 ② ラグビー教室 友だちと一緒にラグビーボールで遊ぶことを通して、体を動かす楽しさを学びます。
10月23日，
11月8日

高砂市立荒井幼稚園 高砂市立荒井幼稚園 無料
高砂市立荒井幼稚園
079-442-1980

兵庫県 高砂市 ① トライやるウィ-ク 地域の中学生が保育体験活動を行います。 11月6日～10日 高砂市立荒井幼稚園 高砂市立荒井幼稚園 無料
高砂市立荒井幼稚園
079-442-1980

兵庫県 高砂市 ①
幼稚園祭
（楽園祭）

いろいろな遊びのコーナーで遊び、幼稚園祭りを楽しみます。 11月19日 高砂市立荒井幼稚園 高砂市立荒井幼稚園 無料
高砂市立荒井幼稚園
079-442-1980

兵庫県 高砂市 ② オープンスクール 地域の人や保護者に幼稚園生活を公開し、幼稚園教育の理解を促します。 11月19日 高砂市立荒井幼稚園 高砂市立荒井幼稚園 無料
高砂市立荒井幼稚園
079-442-1980

兵庫県 高砂市 ② 絵画作品展 園児や未就園児（ふれあい保育参加児）の絵画や作品を展示します。 11月19日～22日 高砂市立荒井幼稚園 高砂市立荒井幼稚園 無料
高砂市立荒井幼稚園
079-442-1980

兵庫県 高砂市 ① 「浜のかあちゃん」料理教室 海の自然に関する話を聞いたり、親子で調理実習をしたりします。 11月30日 高砂市立荒井幼稚園 高砂市立荒井幼稚園 無料
高砂市立荒井幼稚園
079-442-1980

兵庫県 高砂市 ① おはなし会 地域のボランティアの方が絵本の読み聞かせをしてくださいます。 12月4日 高砂市立荒井幼稚園 高砂市立荒井幼稚園 無料
高砂市立荒井幼稚園
079-442-1980

兵庫県 高砂市 ② オープンスクール 保育を公開し、幼稚園教育への理解を深めます。 11月11日 高砂市立伊保幼稚園 高砂市立伊保幼稚園 無料
高砂市立伊保幼稚園
079-448-8957
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兵庫県 高砂市 ② 作品展 幼稚園児や未就園児（ふれあい保育参加児）の絵画や作品を展示します。 11月11日,13日,14日 高砂市立伊保幼稚園 高砂市立伊保幼稚園 無料
高砂市立伊保幼稚園
079-448-8957

兵庫県 高砂市 ③ おまつりごっこ
地域秋季祭礼後、全園児と地域の未就園児親子が、子どもやっさを担いで園庭や
地域を練り歩き、小学校で小学生と交流しておまつりごっこをします。

10月22日

高砂市立中筋こども園
園庭
高砂市立中筋小学校
校庭

高砂市立中筋こども園 無料
高砂市立中筋こども園
079-447-5578

兵庫県 高砂市 ②③ 作品展 園児や子育て支援事業参加親子の絵画制作や造形作品を展示します。 11月15日～17日 高砂市立中筋こども園 高砂市立中筋こども園 無料
高砂市立中筋こども園
079-447-5578

兵庫県 高砂市 ①② オープンスクール
保育参観を通して園児の活動を保護者や地域の方に見てもらい、親子で制作活動
をしたり、触れ合って運動遊びをしたりします。

11月17日 高砂市立中筋こども園 高砂市立中筋こども園 無料
高砂市立中筋こども園
079-447-5578

兵庫県 高砂市 ③ おはなし会 地域のボランティアが絵本の読み聞かせをしてくださいます。 11月2日
高砂市立曽根幼稚園
各保育室

高砂市立曽根幼稚園 無料
高砂市立曽根幼稚園
079-447-3351

兵庫県 高砂市 ② トライやるウィーク 中学生を受け入れて幼稚園で体験活動を実施します。 11月5日～9日
高砂市立曽根幼稚園
各保育室

高砂市立曽根幼稚園 無料
高砂市立曽根幼稚園
079-447-3351

兵庫県 高砂市 ③ 作品展 園児の絵画活動の作品を展示します。 11月7日～9日
高砂市立曽根幼稚園
ホール

高砂市立曽根幼稚園 無料
高砂市立曽根幼稚園
079-447-3351

兵庫県 高砂市 ③ 幼稚園まつり
育友会活動として、保護者が手作り遊び等で園児親子、地域の方々、未就園児が
一緒にふれあい交流をします。

11月14日
高砂市立曽根幼稚園
各保育室、園庭、ホール

高砂市立曽根幼稚園 無料
高砂市立曽根幼稚園
079-447-3351

兵庫県 高砂市 ③ オープンスクール 保護者や地域の方々に園活動の様子を公開します。 11月18日
高砂市立曽根幼稚園各保育室、園庭、
ホール

高砂市立曽根幼稚園 無料
高砂市立曽根幼稚園
079-447-3351

兵庫県 高砂市 ② 親子運動遊び 登園時に親子で運動遊びをしています。 11月8日、22日
高砂市立曽根幼稚園
園庭

高砂市立曽根幼稚園 無料
高砂市立曽根幼稚園
079-447-3351

兵庫県 高砂市 ② 親子クッキング
地元の漁協組合婦人部の方々と近海でとれた食材を使って親子でクッキングを楽し
みます。

11月29日
高砂市立曽根幼稚園
ホール

高砂市立曽根幼稚園 無料
高砂市立曽根幼稚園
079-447-3351

兵庫県 高砂市 ② オープンスクール 幼稚園で、子ども達の遊ぶ姿を参観して頂きます。 11月18日 高砂市立米田幼稚園 高砂市立米田幼稚園 無料
高砂市立米田幼稚園
079-432-0082

兵庫県 高砂市 ② 作品展 子ども達の作品をホールに展示し、見て頂きます。 11月18日,20日,21日
高砂市立米田幼稚園
ホール

高砂市立米田幼稚園 無料
高砂市立米田幼稚園
079-432-0082

兵庫県 高砂市 ② 作品展 こども園0歳児から5歳児までの絵画や造形の展示（作品展）をします。 11月8日～10日 高砂市立阿弥陀こども園 高砂市立阿弥陀こども園 無料
高砂市立阿弥陀こども園
079-447-5775

兵庫県 高砂市 ② オープンスクール
こども園での生活を公開します。
親子で一緒に体を動かせる楽しさを体験します。

11月10日 高砂市立阿弥陀こども園 高砂市立阿弥陀こども園 無料
高砂市立阿弥陀こども園
079-447-5775

兵庫県 高砂市 ② トライやる・ウィーク 校区中学生が園児とふれあう仕事体験学習を行います。 11月5日～9日 高砂市立阿弥陀こども園 高砂市立阿弥陀こども園 無料
高砂市立阿弥陀こども園
079-447-5775

兵庫県 高砂市 ①②③ オープンスクール
秋の自然と関わる遊びや活動を紹介したり、親子で地域に伝わる民話にふれて、故
郷を愛する心を育てます。

11月10日 高砂市立北浜こども園 高砂市立北浜こども園 無料
高砂市立北浜こども園
 079-254-1558

兵庫県 高砂市 ②③ 作品展 絵画作品を通して保護者や地域に教育理解を図ります。 11月10日～13日 高砂市立北浜こども園 高砂市立北浜こども園 無料
高砂市立北浜こども園
079-254-1558

兵庫県 高砂市 ②③ のじぎくウォーキング
のじぎくの群生地を歩き、故郷の自然を愛する心を育てます。活動を園から紹介しま
す。

11月6日 高砂市立北浜こども園 高砂市立北浜こども園 無料
高砂市立北浜こども園
079-254-1558

兵庫県 高砂市 ② トライやる・ウィーク 校区中学生が園児とふれあう仕事体験学習を行います。 11月5日～9日 高砂市立北浜こども園 高砂市立北浜こども園 無料
高砂市立北浜こども園
079-254-1558

兵庫県 高砂市 ② オープンスクール 本校の概要説明、施設見学を行います。
11月8日
1月18日

兵庫県立松陽高等学校 兵庫県立松陽高等学校 無料
【松陽高等学校のHP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~shoyo2-hs

兵庫県立松陽高等学校定時制
課程
079-447-4022

兵庫県 多可町 ② オープンスクール文化祭
学校の開放、文化祭にて日頃の授業の成果発表、ＰＴＡフリーマーケットを行いま
す。

11月4日 多可町立加美中学校 多可町立加美中学校
【多可町立加美中学校HP】
https://www.town.taka.lg.jp/kamijhs/

多可町立加美中学校
0795-35-0300

兵庫県 多可町 ② オープンスクール 学校を開放します。 11月1日～2日 多可町立八千代中学校 多可町立八千代中学校 無料
【多可町立八千代中学校HP】
http://takacho.tokyo.r-cms.jp/yachiyo-
jr-hi/

多可町立八千代中学校
0795-37-0049

兵庫県 多可町 ② 文化祭 合唱コンクール・人権弁論大会等を行います。 11月12日～18日 多可町立八千代中学校 多可町立八千代中学校 無料
【多可町立八千代中学校HP】
http://takacho.tokyo.r-cms.jp/yachiyo-
jr-hi/

多可町立八千代中学校
0795-37-0049

兵庫県 多可町 ② オープンスクール 1日参観日として学校を開放します。 11月6日 多可町立中町南小学校 多可町立中町南小学校 無料
【多可町立中町南小学校HP】
https://www.town.taka.lg.jp/minamisho/

多可町立中町南小学校
0795-32-0011

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 多可町 ②
オープンスクール＆
のぎく療育園交流

オープンスクールに加えて高学年はのぎく療育園へ出かけて鼓笛を披露し交流会を
持ちます

10月13日
多可町立中町北小学校
のぎく療育園

多可町立中町北小学校 無料
【多可町立中町北小学校HP】
http://takacho.tokyo.r-cms.jp/nakakita/

多可町立中町北小学校
0795-32-0012

兵庫県 多可町 ② マラソン大会 全学年マラソン大会を実施し、お昼にはPTAのうどん炊き出しをいただきます。 12月1日 多可町立中町北小学校 多可町立中町北小学校 無料
【多可町立中町北小学校HP】
http://takacho.tokyo.r-cms.jp/nakakita/

多可町立中町北小学校
0795-32-0012

兵庫県 多可町 ② 千ヶ峰登山
地元の名峰「千ヶ峰登山」を行います。保護者・地域のみなさんをはじめ、登山同行
ボランティアさんも募集しています。

10月5日 千ヶ峰 多可町立杉原谷小学校 無料
【多可町立杉原谷小学校HP】
https://www.town.taka.lg.jp/sugisyou/

多可町立杉原谷小学校
0795-36-0009

兵庫県 多可町 ②③ 「人形劇団ひとみ座」公演
「文化芸術による子供の育成事業」として、人形劇団ひとみ座による『ズッコケ時間
漂流記』を鑑賞します。また、事前ワークショップにて3･4年生が‘江戸の子供の人形
制作’に取り組み、公演当日舞台に参加します。

10月18日
多可町立杉原谷小学校
体育館

多可町立杉原谷小学校 無料
【多可町立杉原谷小学校HP】
https://www.town.taka.lg.jp/sugisyou/

多可町立杉原谷小学校
0795-36-0009

兵庫県 多可町 ② オープンスクール
午前中学校を開放します。保護者はじめ、地域の皆様、学校関係者の皆様に学習
や学校生活の様子を参観いただきます。税務署の方々による租税教室やヤクルト
による出前授業も開催します。

11月2日 多可町立杉原谷小学校 多可町立杉原谷小学校 無料
【多可町立杉原谷小学校HP】
https://www.town.taka.lg.jp/sugisyou/

多可町立杉原谷小学校
0795-36-0009

兵庫県 多可町 ② マラソン大会 全学年参加による「マラソン大会」を実施します。 11月30日
多可町立杉原谷小学校
周辺道路

多可町立杉原谷小学校 無料
【多可町立杉原谷小学校HP】
https://www.town.taka.lg.jp/sugisyou/

多可町立杉原谷小学校
0795-36-0009

兵庫県 多可町 ② オープンスクール
保護者・地域の方等に児童の学校生活の様子を参観していただきます。お昼にはＰ
ＴＡの炊き出しをいただきます。児童によるふれあいタイム、ＰＴＡ会員権修会も行い
ます。

10月20日 多可町立八千代小学校 多可町立八千代小学校 無料
【多可町立八千代小学校HP】
https://www.town.taka.lg.jp/yachiyo-el/

多可町立八千代小学校
0795-37-0033

兵庫県 多可町 ①
平成30年度ＰＴＣＡ活動支援事
業多可町研究大会（多可町Ｐ
ＴＣＡ子育てフォーラム）

「教育・共育・協育-共に育てよう多可町っ子-」を活動テーマとし、単位ＰＴＡによる実
践発表（1校）と講師を招いて講演会の開催します。

11月24日 八千代コミュニティプラザ 多可町PTA協議会 無料
【多可町教育委員会HP】
https://www.town.taka.lg.jp/kyoiku/

多可町PTA協議会事務局
0795-32-2385

兵庫県 多可町 ③ 第7回子ども芸能祭
多可町内で歌舞伎をはじめ、様々な芸能活動に取り組む子どもたちが一堂に会し、
練習の成果を発表するとともに、互いの活動の交流を深めます。

12月9日
多可町文化会館
（ベルディーホール）

多可町教育委員会 無料
【多可町教育委員会HP】
https://www.town.taka.lg.jp/kyoiku/

多可町教育委員会
こども未来課
0795-32-2385

兵庫県 多可町 ③ 子ども作品展
子どもたちの豊かな発想や想像力を発揮させるとともに芸術・文化に親しんでもらう
ため中央公民館で展示を行います。

11月3日～4日 多可町中央公民館 多可町教育委員会 無料
【多可町教育委員会HP】
https://www.town.taka.lg.jp/kyoiku/

多可町教育委員会
こども未来課
0795-32-2385

兵庫県 多可町 ③
多可町中央公民館播州歌舞
伎クラブ定期公演

多可町の誇る伝統芸能「播州歌舞伎」を継承するクラブの定期公演を行います。外
題は「一ノ谷嫩軍記熊谷陣屋の段」。

10月28日 ガルテン八千代体育館
多可町中央公民館
播州歌舞伎クラブ

無料
【多可町播州歌舞伎クラブHP】
https://www.town.taka.lg.jp/kyoiku/kabu
ki/

多可町中央公民館
播州歌舞伎クラブ事務局
0795-32-2385

兵庫県 多可町 ② オープンスクール 保護者、地域の方に園の保育を公開します。 11月12日～13日 キッズランドかみ キッズランドかみ 無料
【キッズランドかみHP】
https://www.town.taka.lg.jp/kids-kami/

キッズランドかみ
0795-30-7770

兵庫県 多可町 ② オープンスクール 保護者、地域の方に園の保育を公開します。 11月7日 キッズランドやちよ キッズランドやちよ 無料
【キッズランドやちよHP】
https://www.town.taka.lg.jp/kids-
yachiyo/

キッズランドやちよ
0795-37-0001

兵庫県 多可町 ② 研究発表会
午前に公開保育、午後に午前の公開保育の事や園のこれまでの取組について研究
発表します。東播磨管内の保育関係機関に案内送付予定。

11月8日 キッズランドやちよ キッズランドやちよ 無料
【キッズランドやちよHP】
https://www.town.taka.lg.jp/kids-
yachiyo/

キッズランドやちよ
0795-37-0001

兵庫県 宝塚市 ①
西山小学校区人権啓発推進
委員会市民集会

認知症に関する公開講座を行います。 10月3日 宝塚市立西山小学校体育館
宝塚市立西山小学校区人権啓発推進
委員会

無料
宝塚市立西山小学校
0797-71-8451

保護者・地域住民の
み

兵庫県 宝塚市 ② 2年町たんけん 生活科の学習で2年生児童が校区内の施設を見学（探検）します。 10月9日 宝塚市立西山小学校区内各施設 宝塚市立西山小学校 無料
【西山小学校HP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog/ind
ex.php?id=e_nisiyama

宝塚市立西山小学校
0797-71-8451

兵庫県 宝塚市 ② 音楽会 児童による合唱・器楽演奏を行います。 11月17日 宝塚市立西山小学校体育館 宝塚市立西山小学校 無料
【西山小学校HP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog/ind
ex.php?id=e_nisiyama

宝塚市立西山小学校
0797-71-8451

保護者・地域住民の
み

兵庫県 宝塚市 ② オープン・スクール 日々の教育活動を参観いただきます。 11月1日 宝塚市立長尾南小学校 宝塚市立長尾南小学校 無料
宝塚市立長尾南小学校
0797-88-3137

兵庫県 宝塚市 ② 図工展 「みなみっこ美術館～楽しい形すてきな色」絵画や工作の展示を行います。 12月6日～11日 宝塚市立長尾南小学校体育館 宝塚市立長尾南小学校 無料
宝塚市立長尾南小学校
0797-88-3137

兵庫県 宝塚市 ② 人権同和参観 人権同和教育をテーマとした授業の参観を行います。 10月25日～26日，29日 宝塚市立宝塚第一小学校 宝塚市立宝塚第一小学校 無料
宝塚市立宝塚第一小学校
0797-71-0492

兵庫県 宝塚市 ② 授業参観（センター学級のみ） 保護者や地域の方に授業を公開します。 10月30日 宝塚市立宝塚第一小学校 宝塚市立宝塚第一小学校 無料
宝塚市立宝塚第一小学校
0797-71-0492

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 宝塚市 ② 音楽会 保護者や地域の方に音楽会を公開します。 11月21日～23日 宝塚市立宝塚第一小学校 宝塚市立宝塚第一小学校 無料
宝塚市立宝塚第一小学校
0797-71-0492

兵庫県 宝塚市 ② 食育劇 市内の学校調理員による食育劇を本校低学年の児童及び保護者へ披露します。 12月7日 宝塚市立宝塚第一小学校 宝塚市立宝塚第一小学校 無料
宝塚市立宝塚第一小学校
0797-71-0492

兵庫県 宝塚市 ② オープンスクール
普段の学校生活を見ていただきます。5校時には高学年の人権参観授業も行いま
す。

11月1日 宝塚市立長尾小学校 宝塚市立長尾小学校 無料
宝塚市立長尾小学校
0797-88-2031

兵庫県 宝塚市 ② オープンスクール
普段の学校生活を見ていただきます。5校時には低学年の人権参観授業も行いま
す。

11月2日 宝塚市立長尾小学校 宝塚市立長尾小学校 無料
宝塚市立長尾小学校
0797-88-2031

兵庫県 宝塚市 ② 丸山湿原保全活動
3年生が環境体験事業の一環として、丸山湿原保全の会の方々の指導の下、校区
の湿原について学び保全活動をしています。

10月17日 丸山湿原 宝塚市立西谷小学校 無料
宝塚市立西谷小学校
0797-91-0324

兵庫県 宝塚市 ② 校内研究授業
2年国語科の校内研究授業です。講師に吉永幸司先生を招いて指導助言をしてい
ただきます。

10月18日 宝塚市立西谷小学校 宝塚市立西谷小学校 無料
宝塚市立西谷小学校
0797-91-0324

兵庫県 宝塚市 ② 文化発表会 西谷中学校文化発表会に、こども園・小学校の全児童が参加し合唱を披露します。 10月26日 宝塚市立西谷中学校体育館 宝塚市立西谷中学校 無料
宝塚市立西谷小学校
0797-91-0324

兵庫県 宝塚市 ③ 西谷心ふれあう市民のつどい
人権を考える市民集会です。今年の講師は落語家の桂雀太さんで、人権をテーマ
にした落語を披露していただきます。

11月17日 西谷ふれあい夢プラザ
宝塚市立西谷小学校区人権啓発推進
委員会

無料
宝塚市立西谷小学校
0797-91-0324

兵庫県 宝塚市 ①
校区人権啓発市民集会「防
災・人権コンサート」

地域の方々・児童が人権・防災について学ぶコンサートです。 10月24日 宝塚市立末成小学校
宝塚市立末成小学校区人権啓発推進
委員会

無料
【末成小学校HP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog/ind
ex.php?id=e_suenari

宝塚市立末成小学校
0797-71-5330

兵庫県 宝塚市 ② オープンスクール 午前中、授業を保護者や地域の方に公開します。 10月30日～31日 宝塚市立末成小学校 宝塚市立末成小学校 無料
【末成小学校HP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog/ind
ex.php?id=e_suenari

宝塚市立末成小学校
0797-71-5330

兵庫県 宝塚市 ② 音楽会 音楽学習の成果を体育館で演奏します。 11月17日 宝塚市立末成小学校 宝塚市立末成小学校 無料
【末成小学校HP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog/ind
ex.php?id=e_suenari

宝塚市立末成小学校
0797-71-5330

兵庫県 宝塚市 ② マラソン大会 各学年毎に武庫川河川敷を走ります。 11月30日 宝塚市立末成小学校 宝塚市立末成小学校 無料
【末成小学校HP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog/ind
ex.php?id=e_suenari

宝塚市立末成小学校
0797-71-5330

兵庫県 宝塚市 ② オープンスクール音楽会 各学年による、演奏を発表します。 11月17日 宝塚市立長尾台小学校体育館 宝塚市立長尾台小学校 無料
宝塚市立長尾台小学校
072-757-8810

兵庫県 宝塚市 ② 自然学校 小学生が自然の中で体験活動を行います。 11月1日～3日
丹波少年自然の家
陶の郷

宝塚市立美座小学校 無料
宝塚市立美座小学校
0797-87-0018

兵庫県 宝塚市 ②
オープンスクール・みざっ子
カーニバル

各クラスで考えたお店をお互いが楽しみ合います。 11月16日 宝塚市立美座小学校 宝塚市立美座小学校 無料
宝塚市立美座小学校
0797-87-0018

兵庫県 宝塚市 ② 環境体験学習・里山体験 武田尾の森の中で自然観察、里山を利用した体験を行います。 11月19日 JR武田尾駅近くの山中 宝塚市立美座小学校 無料
宝塚市立美座小学校
0797-87-0018

兵庫県 宝塚市 ② 合同音楽会 宝塚市内小学校数校が集まり、音楽発表会を行います。 11月27日 宝塚市立文化施設ベガ・ホール 宝塚市立小学校音楽担当者会 無料
宝塚市立美座小学校
0797-87-0018

兵庫県 宝塚市 ② 文化発表会 合唱コンクール、吹奏楽演奏、展示発表等により日頃の取り組みを発表します。 10月26日 宝塚市立山手台中学校校舎、体育館 宝塚市立山手台中学校 無料
宝塚市立山手台中学校
0797-88-1201

兵庫県 宝塚市 ② にがわっこフェスタ
保護者や地域の方たちを招待して、在園児が友達と力を合わせながら創りあげた遊
びに参加していただき、在園児と保護者・地域の方が一緒に遊ぶ楽しさを味わうこと
を目的とした活動です。

11月19日～20日
宝塚市立仁川幼稚園園庭、保育室、遊戯
室

宝塚市立仁川幼稚園 無料
【仁川幼稚園】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog/ind
ex.php?id=k_nigawa

宝塚市立仁川幼稚園
0798-51-7871

9：30～11：30

兵庫県 宝塚市 ② あそびの広場
未就園児を対象とし、在園児とのふれあいを通して幼稚園生活への滑らかな接続を
目的とした活動です。（今回は「にがわっこフェスタ」に組み入れています）

11月19日
宝塚市立仁川幼稚園園庭、保育室、遊戯
室

宝塚市立仁川幼稚園 無料
【仁川幼稚園】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog/ind
ex.php?id=k_nigawa

宝塚市立仁川幼稚園
0798-51-7871

9：30～10：30

兵庫県 宝塚市 ② にがわっこランド
在園児や未就園児を対象に、保護者や地域の方々の教育力を「みんなの先生」とし
て活用し、様々なふれあいや体験の広がりを目的とした取り組みです。

11月28日
宝塚市立仁川幼稚園園庭、保育室、遊戯
室

宝塚市立仁川幼稚園 無料
【仁川幼稚園】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog/ind
ex.php?id=k_nigawa

宝塚市立仁川幼稚園
0798-51-7871

13：00～14：00

兵庫県 宝塚市 ② オープンスクール 幼児が考えた遊びを、保護者や地域の方に参観･参加していただきます。 11月14日～16日
宝塚市立中山五月台幼稚園及び園舎北
側の山

宝塚市立中山五月台幼稚園 無料
宝塚市立中山五月台幼稚園
0797-89-5403

兵庫県 宝塚市 ② 赤ちゃん学校へ行こう 三年生の生徒と地域の赤ちゃんが交流します。 未定 宝塚市立南ひばりガ丘中学校武道場 宝塚市教育委員会 無料
宝塚市教育委員会
0797-77-2025

兵庫県 宝塚市 ② 文化発表会
日常の学習及び文化的活動の成果を発表、展示し、文化部の発表や合唱を披露し
ます。

10月26日 宝塚市立南ひばりガ丘中学校 宝塚市立南ひばりガ丘中学校 無料
宝塚市立南ひばりガ丘中学校
0797-89-0224

兵庫県 宝塚市 ② オータムコンサート 吹奏楽部が日頃の成果を発表します。 11月3日 宝塚市立南ひばりガ丘中学校体育館 宝塚市立南ひばりガ丘中学校 無料
宝塚市立南ひばりガ丘中学校
0797-89-0224

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 宝塚市 ② 自由参観週間
子どもたちの学校生活全般を自由に参観していていただきます人権講演会も設け、
保護者と先生方が人権について学ぶ機会を作ります。

11月12日～17日 宝塚市立南ひばりガ丘中学校 宝塚市立南ひばりガ丘中学校 無料
宝塚市立南ひばりガ丘中学校
0797-89-0224

兵庫県 宝塚市 ② オープンスクール
施設見学、保育参観及び在園児と一緒に遊ぶ体験活動をします。
保育園児と一緒に秋の遊びをします。

11月13日～15日 宝塚市立丸橋幼稚園 宝塚市立丸橋幼稚園 無料
宝塚市立丸橋幼稚園
0797-89-4146

兵庫県 宝塚市 ②
まるはしっこ
絵画展

園児の絵画作品を展示します。 11月13日～15日 宝塚市立丸橋幼稚園 宝塚市立丸橋幼稚園 無料
宝塚市立丸橋幼稚園
0797-89-4146

兵庫県 宝塚市 ② オープンスクール
保護者・未就園児・地域の方々に園児の生活や遊び等、普段の様子をご覧いただ
いたり、園児とふれあいながら一緒に遊んだりしていただきます。

11月15日～16日 宝塚市立良元幼稚園 宝塚市立良元幼稚園 無料
宝塚市立良元幼稚園
0797-72-0296

兵庫県 宝塚市 ② オープンスクール
園児の生活する姿や、主体的に環境に関わり、友達や教師と共に遊びをつくり出し
でいる様子をご覧いただくとともに、幼児の考えた遊びにお客さんになって参加して
いただき、当園の教育に関心をもっていただきます。

11月13日～15日 宝塚市立小浜幼稚園 宝塚市立小浜幼稚園 無料
【小浜幼稚園HP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog/ind
ex.php?id=k_kohama

宝塚市立小浜幼稚園
0797-87-3635

兵庫県 宝塚市 ② 秋フェスタ 子どもたちが考え、つくってきた遊びに、一緒に参加していただきます。 11月19日～21日 宝塚市立長尾幼稚園 長尾幼稚園 無料
宝塚市立長尾幼稚園
0797-88-2501

兵庫県 宝塚市 ② オープンスクール
・保護者や地域に園児の生活や遊びを公開します。
・未就園児と園児が一緒に遊びます。
・園児の絵画を展示します。

11月21日～22日 宝塚市立末成幼稚園 末成幼稚園 無料
【末成幼稚園HP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog/ind
ex.php?id=k_suenari

宝塚市立末成幼稚園
0797-71-7865

兵庫県 宝塚市 ②
「わくわくランド」
（オープンスクール）

幼児が考えた遊びを一緒に楽しんでいただきます。 11月14日～16日 宝塚市立長尾南幼稚園 宝塚市立長尾南幼稚園 無料
宝塚市立長尾南幼稚園
0797-89-0210

9:20～11:00

兵庫県 宝塚市 ② 音楽会（オープンスクール） 児童による全学年の音楽の発表会です。 11月17日 宝塚市立逆瀬台小学校　体育館 宝塚市立逆瀬台小学校 無料
宝塚市立逆瀬台小学校
0797-73-3305

兵庫県 宝塚市 ② 図工展 テーマをもとに作り上げた全校の作品や各学年作品を展示します。 11月17日 宝塚市立光明小学校体育館 宝塚市立光明小学校 無料
宝塚市立光明小学校
0797-72-5586

兵庫県 宝塚市 ② 山手フェスティバル
保護者や地域の方をお招きして、児童が主体となって企画したゲームなどで、交流
を図るイベントです。

11月30日 宝塚市立山手台小学校 宝塚市立山手台小学校 無料
宝塚市立山手台小学校
0797-88-5322

兵庫県 宝塚市 ② 吹奏楽部定期演奏会 年に1回開催される吹奏楽部による定期演奏会です。 11月11日 ベガホール 宝塚市立宝塚第一中学校 無料
宝塚市立宝塚第一中学校
0798-51-1132

兵庫県 宝塚市 ② オープンスクール
宝塚中学校の教育活動を1週間開放して、地域・保護者の皆さまに授業や休み時間
中の生徒・教師・学校の様子を参観していただきます。宝中生のがんばりの様子を
ご覧ください。

10月22日～26日 宝塚市立宝塚中学校 宝塚市立宝塚中学校 無料
【宝塚中学校HP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog/ind
ex.php?id=j_takara

宝塚市立宝塚中学校
0797-87-0292

兵庫県 宝塚市 ② 合唱発表会
例年どのクラス・学年も素晴らしい合唱を見せてくれます。各学年の最優秀賞を目指
してがんばってきた団結力を披露します。さらに最後の全校合唱は、鳥肌が立つほ
どの迫力です。

10月25日 宝塚市立宝塚中学校 宝塚市立宝塚中学校 無料
【宝塚中学校HP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog/ind
ex.php?id=j_takara

宝塚市立宝塚中学校
0797-87-0292

兵庫県 宝塚市 ② 文化発表会
日頃の学習活動や部活動、生徒会委員会などの展示・発表はどれも必見です。ま
た、各部活動や生徒会委員会、有志による発表などステージも大盛況となり、宝中
がひとつとなって感動の文化の一日を過ごします。

10月26日 宝塚市立宝塚中学校 宝塚市立宝塚中学校 無料
【宝塚中学校HP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog/ind
ex.php?id=j_takara

宝塚市立宝塚中学校
0797-87-0292

兵庫県 宝塚市 ② 小学生招待合唱発表会
校区内の3小学校の6年生を本校に招いて、各学年の学年合唱と、3年生の最優秀
に輝いたクラスの合唱を披露します。例年、小学生から、とても感動したと感想をい
ただきます。全校の授業の様子も参観してもらいます。

10月29日 宝塚市立宝塚中学校 宝塚市立宝塚中学校 無料
【宝塚中学校HP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog/ind
ex.php?id=j_takara

宝塚市立宝塚中学校
0797-87-0292

兵庫県 宝塚市 ② 部活動交流会
校区内の3小学校の5・6年生の希望者（事前に申し込みしてもらいます。）を本校に
招いて、部活動の体験入部をしてもらいます。中学生も工夫を凝らして受け入れ体
制を整えています。

11月23日（予定） 宝塚市立宝塚中学校 宝塚市立宝塚中学校 無料
【宝塚中学校HP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog/ind
ex.php?id=j_takara

宝塚市立宝塚中学校
0797-87-0292

兵庫県 宝塚市 ② オープンスクール 授業や部活動の様子を保護者や地域住民に公開します。
11月8日～9日、
12日～14日

宝塚市立長尾中学校 宝塚市立長尾中学校 無料
宝塚市立長尾中学校
0797-89-3010

兵庫県 宝塚市 ① ボランティアふれあい隊 校区内の福祉施設の老人と生徒及び地域の方々とで交流を図ります。 11月4日 宝塚市立宝梅中学校体育館 青少年育成市民会議 無料
宝塚市立宝梅中学校
0797-71-8886

兵庫県 宝塚市 ② 第40回吹奏楽部定期演奏会 保護者や地域の方々を対象とした演奏会を行います。 11月9日 川西みつなかホール 宝塚市立宝梅中学校 無料
宝塚市立宝梅中学校
0797-71-8886

兵庫県 宝塚市 ②
吹奏楽部「ありがとうコンサー
ト」

吹奏楽部による演奏会を行います。 11月4日 宝塚市立中山五月台中学校 宝塚市立中山五月台中学校 無料
宝塚市立中山五月台中学校
0797-88-7512

兵庫県 宝塚市 ② 赤ちゃん学校へ行こう
地域に住む乳幼児とその保護者を学校に招き、子育て中の保護者に話を聞いた
り、乳幼児とふれあうことで命の尊さを感じ、自他を大切にする気持ちを育みます。

未定 宝塚市立中山五月台中学校 宝塚市立中山五月台中学校 無料
宝塚市立中山五月台中学校
0797-88-7512

兵庫県 宝塚市 ② 生命の尊さ講演会
助産婦を招聘し講演会を行い、自尊感情を高めると共に、他人を尊重する態度を育
みます。

11月12日 宝塚市立中山五月台中学校 宝塚市立中山五月台中学校 無料
宝塚市立中山五月台中学校
0797-88-7512

兵庫県 宝塚市 ② ふれあいスクール ダンスパフォーマンスを生徒保護者および地域の方々が鑑賞します。 11月23日 宝塚市立中山五月台中学校 宝塚市立中山五月台中学校 無料
宝塚市立中山五月台中学校
0797-88-7512

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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



都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先 備考

兵庫県 宝塚市 ② オープンスクール 園児の遊びや生活を公開します。小学生や保育所児との自然な交流も行います。 11月21日～22日 宝塚市立西山幼稚園 宝塚市立西山幼稚園 無料
【西山幼稚園HP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog/ind
ex.php?id=k_nisiyama

宝塚市立西山幼稚園
0797-71-7868

兵庫県 宝塚市 ② オープンスクール
3年生以上の児童がゲーム等を計画してお店を開く「宝小まつり」の様子を公開しま
す。

11月13日 宝塚市立宝塚小学校　各教室　体育館 宝塚市立宝塚小学校 無料
宝塚市立宝塚小学校
0797-87-0451

兵庫県 宝塚市 ② 50周年音楽会 日頃の音楽学習の成果を合唱、合奏で披露します。 11月17日 宝塚市立売布小学校　体育館 宝塚市立売布小学校 無料
【売布小学校のHP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog/ind
ex.php?id=e_mefu

宝塚市立売布小学校
0797-84-2441

兵庫県 宝塚市 ② 音楽会 保護者・地域の方々に音楽会を聴いていただきます。 11月3日 宝塚市立高司小学校 宝塚市立高司小学校 無料
宝塚市立高司小学校
0797‐73‐7348

兵庫県 宝塚市 ② 図工展
図工作品を体育館に集めて公開します。共同作品もあり、子どもたちの感性を直に
感じ取ることができます。

11月15日～17日 宝塚市立すみれガ丘小学校体育館 宝塚市立すみれガ丘小学校 無料
宝塚市立すみれガ丘小学校
0797-87-4405

兵庫県 宝塚市 ② 音楽会 各学年が合唱と合奏を披露します。 11月17日 宝塚市立安倉小学校体育館 宝塚市立安倉小学校 無料
【安倉小学校のＨＰ】
https://cms.takarazuka.ed.jp/weblog/in
dex.php?id=e_akura

宝塚市立安倉小学校
0797-84-8997

兵庫県 宝塚市 ② 人権同和参観（1・2年） 人権同和教育の授業を公開します。 11月5日
宝塚市立安倉北
小学校

宝塚市立安
倉北小学校

無料
宝塚市立安倉北
小学校
0797-87-5744

兵庫県 宝塚市 ② 人権同和参観（3・4年） 人権同和教育の授業を公開します。 11月6日
宝塚市立安倉北
小学校

宝塚市立安
倉北小学校

無料
宝塚市立安倉北
小学校
0797-87-5744

兵庫県 宝塚市 ② 人権同和参観（5・6年） 人権同和教育の授業を公開します。 11月8日
宝塚市立安倉北
小学校

宝塚市立安
倉北小学校

無料
宝塚市立安倉北
小学校
0797-87-5744

兵庫県 宝塚市 ② 音楽会 各学年ごとに歌唱と器楽を組み合わせて発表します。 11月17日 宝塚市立中山桜台小学校体育館 宝塚市立中山桜台小学校 無料
宝塚市立中山桜台小学校
0797-88-6491

兵庫県 宝塚市 ② 桜小フェスティバル 1年生から6年生までが12の縦割り班に分かれて、班ごとにお店を出店します。 12月14日 宝塚市立中山桜台小学校体育館 宝塚市立中山桜台小学校 無料
宝塚市立中山桜台小学校
0797-88-6491

兵庫県 宝塚市 ② オープンスクール 園児の遊びや生活を公開します。小学生や保育所児との自然な交流も行います。 11月21日～22日 宝塚市立西山幼稚園 宝塚市立西山幼稚園 無料
【西山幼稚園HP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog/ind
ex.php?id=k_nisiyama

宝塚市立西山幼稚園
0797‐71‐7868

兵庫県 宝塚市 ② 総合文化発表会 合唱コンクール、文化部等のステージ発表、教科・文化部の展示発表を行います。 10月26日 宝塚市立光ガ丘中学校体育館及び校舎 宝塚市立光ガ丘中学校 無料
宝塚市立光ガ丘中学校
0797-74-3447

兵庫県 宝塚市 ② 吹奏楽部定期演奏会 吹奏楽部が定期演奏会を行います。 11月上旬（未定） 宝塚市立光ガ丘中学校体育館 宝塚市立光ガ丘中学校 無料
宝塚市立光ガ丘中学校
0797-74-3447

兵庫県 宝塚市 ② 学習発表会 小・中・高等部の全生徒が日頃の学習の成果を発表します。全校演奏も行います。 11月3日 宝塚市立養護学校体育館 宝塚市立養護学校 無料
宝塚市立養護学校
0797‐84‐0953

兵庫県 宝塚市 ② houyou祭
マエストロ足立さんの演奏を親子で楽しむとともに、保護者が主催の懇親会を開き
ます。

11月15日 宝塚市立養護学校体育館 宝塚市立養護学校 無料
宝塚市立養護学校
0797‐84‐0953

兵庫県 たつの市 ③ たつの市発明工夫展 小学校、中学校の発明作品及び創意工夫した作品を展示します。 10月27日～11月1日 たつの市青少年館 たつの市教育員会 無料
たつの市教育委員会
0791-64-3179

兵庫県 たつの市 ③ たつの市学童美術展 幼稚園、小学校、中学校の絵画や書道の作品を展示します。 10月27日～11月1日 たつの市青少年館 たつの市教育員会 無料
たつの市教育委員会
0791-64-3179

兵庫県 たつの市 ③
たつの市立幼稚園合同絵画
展

幼稚園児の絵画を一人一点展示します。 11月2日～11月7日 たつの市青少年館 たつの市教育員会 無料
たつの市教育委員会
0791-64-3179

兵庫県 たつの市 ② SSH「問から始める」特別講義 テーマ『「グローカル」とは何かを考える』の講演会を開催します。 11月1日
兵庫県立龍野高校
体育館

兵庫県立龍野高等学校 無料
兵庫県立龍野高校
0791-62-0886

兵庫県 たつの市 ③ 芸術鑑賞会 ゴスペルを鑑賞会を開催します。 11月8日 赤とんぼ文化ホール 兵庫県立龍野高等学校 無料
兵庫県立龍野高校
0791-62-0886

兵庫県 たつの市 ① 人権講演会 人権教育をテーマにした講演会を開催します。 11月15日
兵庫県立龍野高校
体育館

兵庫県立龍野高等学校 無料
兵庫県立龍野高校
0791-62-0886

兵庫県 たつの市 ② 中学1，2年生対象学校説明会 中学校1，2年生とその保護者を対象に学校説明会を開催します。 11月17日 兵庫県立龍野高校 兵庫県立龍野高等学校 無料
兵庫県立龍野高校
0791-62-0886

兵庫県 たつの市 ② オープンスクール
従来から実施されている授業や学校行事の参観をはじめ、普段の学校の教育活動
を保護者や地域の皆さんに公開します。

11月12日～16日 兵庫県立西はりま特別支援学校 兵庫県立西はりま特別支援学校 無料

【兵庫県立西はりま特別支援学校の
HP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~nisiharima-
sn/index.html

兵庫県立西はりま特別支援学
校
0791-59-8277

兵庫県 丹波市 ② 音楽会 保護者、地域住民に向けて音楽会を行います。 11月17日 丹波市立崇広小学校屋内運動場 丹波市立崇広幼稚園 無料
【崇広小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/soukou/

丹波市立崇広小学校
0795-72-0533

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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



都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先 備考

兵庫県 丹波市 ② 音楽会 保護者、地域住民に向けて音楽会を行います。 11月17日 丹波市立崇広小学校屋内運動場 丹波市立崇広小学校 無料
【崇広小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/soukou/

丹波市立崇広小学校
0795-72-0533

兵庫県 丹波市 ② 校園内音楽会 園児児童が合唱や合奏を発表し、これまでの成果を披露します。 11月17日 丹波市立新井小学校体育館 丹波市立新井幼稚園 無料
【新井幼稚園のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/nii/

丹波市立新井幼稚園
0795-72-3415

兵庫県 丹波市 ② 校園内音楽会 園児児童が歌や合奏を発表し、これまでの成果を披露します。 11月17日 丹波市立新井小学校体育館 丹波市立新井小学校 無料
【新井幼稚園のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/nii/

丹波市立新井幼稚園
0795-72-3415

兵庫県 丹波市 ③ 柏原ふれあい文化祭 園児や地域団体の方の作品を展示公開します。 11月3日～4日 丹波市立柏原住民センター 柏原文化協会 無料
柏原文化協会
0795-72-1957

兵庫県 丹波市 ② 校内音楽会 小学1年生から6年生まで発達に応じた歌・楽器演奏を披露します。 11月17日 丹波市立上久下小学校体育館 丹波市立上久下小学校 無料
【上久下小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/kamikuge/

丹波市立上久下小学校
0795-78-0504

兵庫県 丹波市 ② 音楽会 児童が学年ごとに歌や楽器演奏によるステージ発表を行います。 11月17日 丹波市立久下小学校体育館 丹波市立久下小学校 無料
【久下小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/kuge/

丹波市立久下小学校
0795-77-0607

兵庫県 丹波市 ② ふれあい音楽会
全校生が学年ごとに日頃の音楽活動（合唱・合奏等）の成果を発表します。職員や
PTAも合唱等を披露します。

11月17日 丹波市立小川小学校体育館 丹波市立小川小学校 無料
【小川小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/ogawa/

丹波市立小川小学校
0795-77-0048

兵庫県 丹波市 ② 図書の読み聞かせ会
地域の読書ボランティアの方に来ていただき子どもたちに本の読み聞かせをしてい
ただきます。

11月5日 丹波市立和田小学校各教室 丹波市立和田小学校 無料
【和田小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/wada/

丹波市立和田小学校
0795-76-0002

兵庫県 丹波市 ② 校内音楽会
音楽学習の発表の場として、各学年が歌と合奏を披露します。オープン参観日に位
置づけて地域の方にも参観していただきます。

11月17日 丹波市立和田小学校体育館 丹波市立和田小学校 無料
【和田小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/wada/

丹波市立和田小学校
0795-76-0002

兵庫県 丹波市 ② ふれあい音楽会
日ごろの音楽活動の成果を発表し、児童がお互いに鑑賞し合うとともに、保護者・地
域の方に発表します。

11月17日 丹波市立南小学校　体育館 丹波市立南小学校 無料
【南小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/minami/

丹波市立南小学校
0795-82-0011

兵庫県 丹波市 ② 校内音楽会 各クラスが音楽劇や合唱を発表します。 11月17日 丹波市立中央小学校体育館 丹波市立中央小学校 無料
【中央小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/chuuou/

丹波市立中央小学校
0795-82-1033

兵庫県 丹波市 ② インターンシップ 兵庫県立篠山産業高校の生徒が1週間のインターンシップを行います。 11月12日～16日 丹波市立中央小学校 丹波市立中央小学校 無料
【中央小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/chuuou/

丹波市立中央小学校
0795-82-1033

兵庫県 丹波市 ② ふれあい発表会 児童が合奏・合唱等の音楽発表を行い、保護者や地域の方に鑑賞して頂きます。 11月17日 丹波市立西小学校体育館 丹波市立西小学校 無料
【西小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/nisi/

丹波市立西小学校
0795-82-0204

兵庫県 丹波市 ② 校内音楽会 これまでの各学年の音楽の取組を発表します。 11月17日 丹波市立北小学校体育館 丹波市立北小学校 無料
【北小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/kita/

丹波市立北小学校
0795-82-7030

兵庫県 丹波市 ② 校内音楽会 校内にて学年ごとの音楽教育活動の成果を発表します。 11月17日 丹波市立東小学校体育館 丹波市立東小学校 無料
【東小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/higashi/

丹波市立東小学校
0795-82-0334

兵庫県 丹波市 ② 丹波市連合音楽会 市内22校の代表学年が集まり、音楽教育活動の成果を発表し交流を深めます。 11月22日 兵庫県立丹波の森公苑 丹波市教育委員会 無料
【鴨庄小学校のHP】
http://www.city.tamba.lg.jp/site/kyouiku
/

丹波市立鴨庄小学校
0795-85-0490

兵庫県 丹波市 ② 校内マラソン記録会
東っ子の体力・持久力の向上を図る目的で、日頃の練習の成果を発揮する場として
マラソン記録会を開催します。

11月30日 兵庫県立丹波年輪の里 丹波市立東小学校 無料
【東小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/higashi/

丹波市立東小学校
0795-82-0334

兵庫県 丹波市 ② 校内音楽会 音楽科で学習してきた成果を保護者・地域住民を招き発表します。 11月17日 丹波市立青垣小学校体育館 丹波市立青垣小学校 無料
【青垣小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/aogakishou
/

丹波市立青垣小学校
0795-87-0043

兵庫県 丹波市 ② オープン参観日（音楽会）
音楽表現を中心に、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17日 丹波市立竹田小学校体育館 丹波市立竹田小学校 無料
【竹田小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/takeda/

丹波市立竹田小学校
0795-86-0465

兵庫県 丹波市 ② 前山っ子フェスタ
全校児童が、合唱や合奏をします。地域の方から参加もあり、和やかな雰囲気を醸
し出します。

11月17日 丹波市立前山小学校体育館 丹波市立前山小学校 無料
【前山小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/sakiyama/

丹波市立前山小学校
0795-85-0427

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 丹波市 ② 音楽会
日ごろの音楽の授業の成果発表やＰＴＡによる演奏もあります。地域の方にも呼び
かけ、子ども達の成長を参観頂く機会とします。

11月17日 丹波市立吉見小学校体育館 丹波市立吉見小学校 無料
【吉見小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/yoshimi/

丹波市立吉見小学校
0795-85-0017

兵庫県 丹波市 ② 校内音楽会 保護者・地域の方々に音楽学習の成果を発表します。 11月17日 丹波市立鴨庄小学校体育館 丹波市立鴨庄小学校 無料
【鴨庄小学校のHP】
http://www.city.tamba.lg.jp/site/kyouiku
/

丹波市立鴨庄小学校
0795-85-0490

兵庫県 丹波市 ① 美和地区アグリフェスタ
美和地区の農業感謝祭に、児童が発表（1～3年生の運動会表現運動）及び農産物
の販売体験を行います。

11月4日 美和地区コミュニティセンター
美和地区
自治振興会

無料
丹波市立三輪小学校
0795-85-0671

兵庫県 丹波市 ②
オープンスクール（音楽会・図
工展）

児童及び保護者の音楽発表を行います。児童の絵画展も併せて実施いたします。 11月17日 丹波市立三輪小学校体育館 丹波市立三輪小学校 無料
【三輪小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/miwa/

丹波市立三輪小学校
0795-85-0671

兵庫県 丹波市 ② ミュージックフェスタ
日ごろの音楽の授業の成果を発表します。地元の大正琴グループを招待し、演奏を
聞かせて頂きます。

11月17日 丹波市立春日部小学校体育館 丹波市立春日部小学校 無料
【春日部小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/kasukabe/

丹波市立春日部小学校
0795-74-0112

兵庫県 丹波市 ② 校内音楽会 各学年の音楽発表や全校合唱などを行います。 11月17日 丹波市立大路小学校体育館
丹波市立
大路小学校

無料
【大路小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/ooji

丹波市立大路小学校
0795-75-0458

兵庫県 丹波市 ② ふれあい音楽会
各学年の合唱や合奏の発表を中心に、音楽を通して保護者・地域の方々とふれあ
います。

11月17日 丹波市立進修小学校体育館 丹波市立進修小学校 無料
【進修小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/shinshuu/

丹波市立進修小学校
0795-75-0037

兵庫県 丹波市 ②③ 黒井城まつり（ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ）
黒井城まつりとオープンスクールを同時開催する。黒井城に関する学習発表や和太
鼓演奏・武者行列等、ふるさと学習の成果を発表します。

11月10日 丹波市立黒井小学校運動場・体育館 黒井地区自治協議会・黒井小学校 無料
【丹波市のHP】
http://www.city.tamba.lg.jp/site/chiikidu
kurijigyou/

しろやま交流館
0795-70-3139

兵庫県 丹波市 ③ 校内音楽会 音楽学習の取組を地域や保護者、全学年に発表します。 11月20日 丹波市立黒井小学校体育館 丹波市立黒井小学校 無料
【黒井小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/kuroi/

丹波市立黒井小学校
0795-74-0035

兵庫県 丹波市 ②③
シューベルティアーデたんば
「ふるさと音楽ひろば」

プロの音楽家による管弦楽の演奏会です。児童への器楽指導や音楽に親しむため
のワークショップも行われます。

11月17日 丹波市立船城小学校体育館 丹波市立船城小学校 無料
【船城小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/funaki/

丹波市立船城小学校
0795-74-0143

兵庫県 丹波市 ② 校内音楽会
児童が、合唱・合奏等を中心に発表をします。認定こども園かすが花の子園の園児
による発表もあります。

11月17日 丹波市立船城小学校体育館 丹波市立船城小学校 無料
【船城小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/funaki/

丹波市立船城小学校
0795-74-0142

兵庫県 丹波市 ②③ 文化祭 生徒が合唱・演劇などのステージ発表や作品展などの展示発表を行います。 11月3日 丹波市立山南中学校体育館 丹波市立山南中学校 無料
【山南中学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/sannan/

丹波市立山南中学校
0795-77-0077

兵庫県 丹波市 ② オープンスクール
今年テーマを決めて取り組んできた人権課題を生徒代表が発表します。その後、ク
ラスごとで考えを深めていきます。

11月19日 丹波市立山南中学校体育館 丹波市立山南中学校 無料
【山南中学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/sannan/

丹波市立山南中学校
0795-77-0077

兵庫県 丹波市 ③
第68回丹波市中学校連合音
楽会

市内7中学校の生徒が吹奏楽部の演奏や学校代表のクラス等による合唱、筝の演
奏等を中心に発表します。

11月7日 兵庫県立丹波の森公苑 丹波市中学校音楽教育部会 無料
丹波市立和田中学校
0795ー76ー0040

兵庫県 丹波市 ③
第68回丹有地区中学校連合
音楽会

丹有地区の中学生が吹奏楽部の演奏や学校代表のクラス等による合唱等を中心
に発表します。

11月9日 兵庫県立丹波の森公苑 丹有地区中学校音楽教育部会 無料
丹波市立和田中学校
0795ー76ー0040

兵庫県 丹波市 ② オープンスクール
21日にｽｹｱｰﾄﾞｽﾄﾚｰﾄを、22日には福祉講演会と体験学習、PTA主催の教育講演会
を実施します。

11月21日～22日 丹波市立和田中学校 丹波市立和田中学校 無料
【和田中学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/wadachu/

丹波市立和田中学校
塩見浩之
0795ー76ー0040

兵庫県 丹波市 ③ 教育講演会 「和洋コラボレーションkogakushu翔」による講演を実施します。 11月22日 丹波市立氷上中学校体育館 丹波市立氷上中学校　ＰＴＡ 無料
【氷上中学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/hikami/

丹波市立氷上中学校
0795-82-1148

兵庫県 丹波市 ② オープンスクール 青垣中学校の1日の様子を地域に公開します。 11月13日 丹波市立青垣中学校 丹波市立青垣中学校 無料
【青垣中学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/aogaki/

丹波市立青垣中学校
0795-87-0212

兵庫県 丹波市 ② 防煙教室 1年生を対象として煙草の害について学習します。 11月12日 丹波市立市島中学校 丹波市立市島中学校 無料
【市島中学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/ichijima/

丹波市立市島中学校
0795-85-0046

兵庫県 丹波市 ② オープンスクール
地域・保護者の方に来校いただき、生徒の学習の様子を参観頂きます。
（講演会や人権学習会も予定しています）

11月18日～19日 丹波市立市島中学校各教室 丹波市立市島中学校 無料
【市島中学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/ichijima/

丹波市立市島中学校
0795-85-0046

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 丹波市 ② オープンスクール（学校公開） 普段の授業や学校生活の様子を地域に公開します。 11月20日～22日
丹波市立春日中学校各教室・体育館・武
道場

丹波市立春日中学校 無料
【春日中学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/kasuga/

丹波市立春日中学校
0795-74-2075

兵庫県 豊岡市 ①
土曜チャレンジ学習事業
「将棋に挑戦」

地域の方を講師に招いて、将棋教室を開催します。 10月20日 豊岡市立豊岡小学校 豊岡小土曜チャレンジ運営委員会 無料
【豊岡市立豊岡小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/toyooka-es/

豊岡市立豊岡小学校
0796-22-5234

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 保護者、地域に授業等を公開します。（音楽会を含む） 11月15日～17日 豊岡市立豊岡小学校 豊岡市立豊岡小学校 無料
【豊岡市立豊岡小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/toyooka-es/

豊岡市立豊岡小学校
0796-22-5234

17日は音楽会
（午前中公開）

兵庫県 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公開します。 11月15日～17日 豊岡市立八条小学校 豊岡市立八条小学校 無料
【豊岡市立八条小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/hachijou-es/

豊岡市立八条小学校
0796-22-2268

兵庫県 豊岡市 ② 八条っ子集会 これまでの学習の成果を保護者の前で行う学習発表会です。 11月17日 豊岡市立八条小学校 豊岡市立八条小学校 無料
【豊岡市立八条小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/hachijou-es/

豊岡市立八条小学校
0796-22-2268

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 2日間、授業等を公開し、子どもたちの学びの姿を見ていただきます。 10月25日～26日 豊岡市立三江小学校 豊岡市立三江小学校 無料
【豊岡市立三江小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/mie-es/

豊岡市立三江小学校
0796-22-2554

兵庫県 豊岡市 ② マラソン記録会 全校生が、学年別に運動場や学校付近を使って長距離走の記録会を行います。 10月25日 豊岡市立三江小学校 豊岡市立三江小学校 無料
【豊岡市立三江小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/mie-es/

豊岡市立三江小学校
0796-22-2554

兵庫県 豊岡市 ② お年寄りに学ぶ会
地域のお年寄りを講師として招き、昔の遊びや暮らしについて体験を通して学びま
す。

10月26日 豊岡市立三江小学校 豊岡市立三江小学校 無料
【豊岡市立三江小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/mie-es/

豊岡市立三江小学校
0796-22-2554

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 授業等を公開し、子どもたちの学びの姿を見ていただきます。 11月17日 豊岡市立三江小学校 豊岡市立三江小学校 無料
【豊岡市立三江小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/mie-es/

豊岡市立三江小学校
0796-22-2554

兵庫県 豊岡市 ② 餅つき大会 4年生が育てたもち米を使い、全校生で餅つきをします。 11月17日 豊岡市立三江小学校 豊岡市立三江小学校 無料
【豊岡市立三江小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/mie-es/

豊岡市立三江小学校
0796-22-2554

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール
校内マラソン大会（全学年）、地域のお年寄りとの昔遊び交流（1，2年生）、ボラン
ティア感謝会（全学年）、眠育講演会（4，5，6年生、保護者）

11月1日～3日 豊岡市立田鶴野小学校 豊岡市立田鶴野小学校 無料
【豊岡市立田鶴野小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/tazuruno-es/index.html

豊岡市立田鶴野小学校
0796-22-2567

兵庫県 豊岡市 ① 土曜チャレンジ体験活動 地域のボランティアの方の指導で、各種活動を体験します。
10月13日,11月10日,24
日

五荘地区コミュニティーセンター 豊岡市立五荘小学校PTA 無料
【豊岡市立五荘小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/gonoshou-es/

豊岡市立五荘小学校
0796-22-2534

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 保護者や地域の方に授業等、学校を公開します。 11月1日～3日 豊岡市立五荘小学校 豊岡市立五荘小学校 無料
【豊岡市立五荘小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/gonoshou-es/

豊岡市立五荘小学校
0796-22-2534

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール
保護者･地域の方々に学校を公開します。1日目は普段の学校の授業や幼稚園の
保育の様子を、2日目は地域の方から学ぶ「ふれあい学級」や「マラソン大会」を公
開します。

10月19日～20日
豊岡市立新田幼稚園
豊岡市立新田小学校

豊岡市立新田小学校
豊岡市立新田幼稚園

無料
【豊岡市立新田小学校ＨＰ】
http://www3.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/nitta-es/

豊岡市立新田小学校
0796-22-2487
豊岡市立新田幼稚園

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール
保護者並びに地域の方々に日常の学校生活を公開します。18日はマラソン大会を
実施します。

10月18日～19日 豊岡市立中筋小学校 豊岡市立中筋小学校 無料
【豊岡市立中筋小学校HP】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/nakasuji-es/index.html

豊岡市立中筋小学校
0796-22-2542

兵庫県 豊岡市 ② ふれあい餅つき体験 地域や保護者の方々と一緒に餅つき体験をします。 11月3日 豊岡市立中筋小学校 豊岡市立中筋小学校 無料
【豊岡市立中筋小学校HP】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/nakasuji-es/index.html

豊岡市立中筋小学校
0796-22-2542

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 保護者･地域に学校公開を行います。 10月23日～25日 豊岡市立奈佐小学校 豊岡市立奈佐小学校 無料
【豊岡市立奈佐小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/nasa-es/

豊岡市立奈佐小学校
0796-22-2523

兵庫県 豊岡市 ② 人権教育授業 人権教育の授業を公開します。 10月24日 豊岡市立奈佐小学校 豊岡市立奈佐小学校 無料
【豊岡市立奈佐小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/nasa-es/

豊岡市立奈佐小学校
0796-22-2523

兵庫県 豊岡市 ② マラソン大会 学校周辺コースを使ってマラソン大会を行います。 10月25日 豊岡市立奈佐小学校学校周辺 豊岡市立奈佐小学校 無料
【豊岡市立奈佐小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/nasa-es/

豊岡市立奈佐小学校
0796-22-2523

兵庫県 豊岡市 ② 人権教育研究発表会
市人権教育推進協議会の指定を受け、2年間研究した人権教育の授業公開、並び
に研究発表、講演会を開催します。

11月16日 豊岡市立奈佐小学校 豊岡市人権教育推進協議会 無料
【豊岡市立奈佐小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/nasa-es/

豊岡市立奈佐小学校
0796-22-2523

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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



都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先 備考

兵庫県 豊岡市 ①② 三世代交流そば打ち大会
長寿会を中心に、学校・ＰＴＡ・地域が一体となって、奈佐そばを打ちます。会食後、
ふれあい交流会として、感謝の気持ちを込めて奈佐節や各学年の出し物を披露し、
地域の三世代との交流を深めます。

12月2日 豊岡市立奈佐小学校体育館
奈佐地区コミュニティ
豊岡市立奈佐小学校

無料
【豊岡市立奈佐小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/nasa-es/

豊岡市立奈佐小学校
0796-22-2523

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 保護者・地域・港学校園の方々に授業等、教育活動を公開します。 11月16日～17日 豊岡市立港東小学校 豊岡市立港東小学校 無料
【豊岡市立港東小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/koutou-es/index.html

豊岡市立港東小学校
0796-28-2019

兵庫県 豊岡市 ② 学習発表会 日頃の学習成果を発表します。 11月17日 豊岡市立港東小学校 豊岡市立港東小学校 無料
【豊岡市立港東小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/koutou-es/index.html

豊岡市立港東小学校
0796-28-2019

兵庫県 豊岡市 ② マラソン大会 全校児童によるマラソン大会を行います。 10月17日
豊岡市立港東小学校
豊岡市立港認定こども園

豊岡市立港東小学校 無料
【豊岡市立港東小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/koutou-es/index.html

豊岡市立港東小学校
0796-28-2019

兵庫県 豊岡市 ② 避難訓練 全校児童による地震火災訓練を行います。 10月下旬 豊岡市立港東小学校
豊岡市立港認定こども園
豊岡市立港東小学校

無料
【豊岡市立港東小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/koutou-es/index.html

豊岡市立港東小学校
0796-28-2019

兵庫県 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16日 豊岡市立港西小校区内 豊岡市立港西小学校 無料
【豊岡市立港西小学校ＨＰ】
http://www5.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/kousai-es/index.html

豊岡市立港西小学校
0796-28-2001

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 保護者・地域住民を対象に始業時から終業時まで学校開放を行います。 10月24日～26日 豊岡市立港西小学校 豊岡市立港西小学校 無料
【豊岡市立港西小学校ＨＰ】
http://www5.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/kousai-es/index.html

豊岡市立港西小学校
0796-28-2001

兵庫県 豊岡市 ② マラソン大会 校区内のコースにて、全校児童によるマラソン大会を行います。 10月24日 豊岡市立港西小校区内 豊岡市立港西小学校 無料
【豊岡市立港西小学校ＨＰ】
http://www5.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/kousai-es/index.html

豊岡市立港西小学校
0796-28-2001

兵庫県 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・図書ボランティアなどの方々に、児童が感謝
の気持ちを伝える会です。

10月26日 豊岡市立港西小学校 豊岡市立港西小学校 無料
【豊岡市立港西小学校ＨＰ】
http://www5.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/kousai-es/index.html

豊岡市立港西小学校
0796-28-2001

兵庫県 豊岡市 ② 小小連携 港西・港東の同学年児童が交流授業を行います。 10月30日 豊岡市立港東小学校
豊岡市立港東小学校
豊岡市立港西小学校

無料
【豊岡市立港西小学校ＨＰ】
http://www5.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/kousai-es/index.html

豊岡市立港東小学校
0796-28-2019
豊岡市立港西小学校
0796-28-2001

兵庫県 豊岡市 ② 小小連携 港西・港東の同学年児童が交流授業を行います。 11月2日 豊岡市立港東小学校
豊岡市立港東小学校
豊岡市立港西小学校

無料
【豊岡市立港西小学校ＨＰ】
http://www5.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/kousai-es/index.html

豊岡市立港東小学校
0796-28-2019
豊岡市立港西小学校
0796-28-2001

兵庫県 豊岡市 ② こ小連携 港認定こども園の園児と交流します。 11月13日 豊岡市立港西小学校 豊岡市立港西小学校 無料
【豊岡市立港西小学校ＨＰ】
http://www5.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/kousai-es/index.html

豊岡市立港西小学校
0796-28-2001

兵庫県 豊岡市 ② 小小連携 港西・港東の同学年児童が交流授業を行います。 11月27日 豊岡市立港東小学校
豊岡市立港東小学校
豊岡市立港西小学校

無料
【豊岡市立港西小学校ＨＰ】
http://www5.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/kousai-es/index.html

豊岡市立港東小学校
0796-28-2019
豊岡市立港西小学校
0796-28-2001

兵庫県 豊岡市 ② マラソン大会 学校周辺コ-スで全校生によるマラソン大会をします。 10月24日 豊岡市立神美小学校 豊岡市立神美小学校 無料
【豊岡市立神美小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/kamiyoshi-es/

豊岡市立神美小学校
0796-27-0001

兵庫県 豊岡市 ①② 地区合同防災訓練 地区と合同で避難訓練と炊き出し訓練を行います。 10月20日 豊岡市立神美小学校
豊岡市立神美小学校
豊岡市立神美幼稚園
神美地区コミュニティ

無料
【豊岡市立神美小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/kamiyoshi-es/

豊岡市立神美小学校
0796-27-0001
豊岡市立神美幼稚園
0796-27-0041
神美地区コミュニティ
0796-27-0727

兵庫県 豊岡市 ② 道徳参観日 全学年の道徳の授業を公開します。 10月19日 豊岡市立神美小学校 豊岡市立神美小学校 無料
【豊岡市立神美小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/kamiyoshi-es/index.html

豊岡市立神美小学校
0796-27-0001

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 保護者や地域の方に学校の授業、幼稚園の保育を公開します。 10月18日～20日
豊岡市立神美幼稚園
豊岡市立神美小学校

豊岡市立神美幼稚園
豊岡市立神美小学校

無料
【豊岡市立神美小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/kamiyoshi-es/index.html

豊岡市立神美小学校
0796-27-0001
豊岡市立神美幼稚園
0796-27-0041

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 保護者・地域の方々に授業等、教育活動を公開します。 11月7日～9日 豊岡市立城崎小学校 豊岡市立城崎小学校 無料
【豊岡市立城崎小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/kinosaki-es/index.htm

豊岡市立城崎小学校
0796ｰ32ｰ2019
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兵庫県 豊岡市 ② マラソン大会 保護者・地域の方の協力と応援を得て、竹浜渚コースを走ります。 11月9日 豊岡市竹野町竹野浜 豊岡市立竹野小学校 無料
【豊岡市立竹野小学校】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/takeno-es/

豊岡市立竹野小学校
0796-47-0014

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 保護者・地域の方へ学校の教育活動を公開します。 11月20～21日 豊岡市立竹野小学校 豊岡市立竹野小学校 無料
【豊岡市立竹野小学校】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/takeno-es/

豊岡市立竹野小学校
0796-47-0014

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 保護者や地域の方々に、学校の様子を公開します。
10月24日～26日,11月
17日

豊岡市立中竹野小学校 豊岡市立中竹野小学校 無料
【豊岡市立中竹野小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/nakatakeno-es/

豊岡市立中竹野小学校
0796-47-0048

兵庫県 豊岡市 ② マラソン大会 学校周辺コースを全校生が低・中・高学年ごとに走ります。 10月26日 豊岡市立中竹野小学校 豊岡市立中竹野小学校 無料
【豊岡市立中竹野小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/nakatakeno-es/

豊岡市立中竹野小学校
0796-47-0048

兵庫県 豊岡市 ② 人権学習公開授業 保護者や地域の方々に、人権学習の様子を公開します。 10月26日 豊岡市立中竹野小学校 豊岡市立中竹野小学校 無料
【豊岡市立中竹野小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/nakatakeno-es/

豊岡市立中竹野小学校
0796-47-0048

兵庫県 豊岡市 ② 餅つき大会 児童が育てた餅米で、保護者や地域の方の協力を得て餅つきを行います。 11月27日 豊岡市立中竹野小学校 豊岡市立中竹野小学校 無料
【豊岡市立中竹野小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/nakatakeno-es/

豊岡市立中竹野小学校
0796-47-0048

兵庫県 豊岡市 ①②
市民会館おでかけ
訪問コンサート

保護者や地域の方々に、全校生が本物の音楽に親しむ様子を公開します。 11月27日 豊岡市立中竹野小学校
豊岡市立中竹野小学校
豊岡市民会館 無料

【豊岡市立中竹野小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/nakatakeno-es/

豊岡市立中竹野小学校
0796-47-0048

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 保護者や地域の方に、児童の学校生活や授業の様子を公開します。 10月17日～18日 豊岡市立竹野南小学校 豊岡市立竹野南小学校 無料
【豊岡市立竹野南小学校HP】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/takenominami-es/index.html

豊岡市立竹野南小学校
0796-48-0024

兵庫県 豊岡市 ② PTA親子活動 講師を招聘し、児童・保護者を対象にした学習会を開催します。 10月18日 豊岡市立竹野南小学校 豊岡市立竹野南小学校ＰＴＡ 無料
【豊岡市立竹野南小学校HP】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/takenominami-es/index.html

豊岡市立竹野南小学校
0796-48-0024

兵庫県 豊岡市 ② マラソン大会 校区内のコースを全児童が低・中・高学年ごとに走ります。 10月9日 豊岡市立竹野南小学校付近 豊岡市立竹野南小学校 無料
【豊岡市立竹野南小学校HP】
http://www3.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/takenominami-es/index.html

豊岡市立竹野南小学校
0796-48-0024

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 保護者や地域の方に学校の教育活動を公開します。 10月18日～21日 豊岡市立府中小学校 豊岡市立府中小学校 無料
【豊岡市立府中小学校ＨＰ】
http://www3.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/fuchu-es/

豊岡市立府中小学校
0796-42-0543

兵庫県 豊岡市 ② 第46回ふるさとに学ぶ会 地域のみなさんから様々なことを学び、親睦を深めます。 10月20日 豊岡市立府中小学校 豊岡市立府中小学校 無料
【豊岡市立府中小学校ＨＰ】
http://www3.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/fuchu-es/

豊岡市立府中小学校
0796-42-0543

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 午前中の授業(マラソン大会含む)を公開します。 10月19日 豊岡市立八代小学校 豊岡市立八代小学校 無料
【豊岡市立八代小学校ＨＰ】
http://www0.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/yashiro-es/

豊岡市立八代小学校
0796-42-0231

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 公開授業を行い、講師を招聘して教育講演会をします。 10月20日 豊岡市立八代小学校 豊岡市立八代小学校 無料
【豊岡市立八代小学校ＨＰ】
http://www1.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/yashiro-es/

豊岡市立八代小学校
0796-42-0231

兵庫県 豊岡市 ②

オープンスクール
三世代ふれあい集会
おまわりさんとボランティアさ
んに感謝する会

高齢者とのふれあい交流会をし、その後、おまわりさんとボランティアさんに感謝す
る集いの中で和太鼓演奏を公開します。

11月17日 豊岡市立八代小学校 豊岡市立八代小学校 無料
【豊岡市立八代小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/yashiro-es/

豊岡市立八代小学校
0796-42-0231

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 保護者や地域の方々に学校の様子を公開します。 10月18～20日 豊岡市立日高小学校 豊岡市立日高小学校 無料
【豊岡市立日高小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/hidaka-es/

豊岡市立日高小学校
0796-42-0055

兵庫県 豊岡市 ② 持久走大会 全校生が、学校周辺のコースを走ります。（午前中） 10月19日 豊岡市立日高小学校 豊岡市立日高小学校 無料
【豊岡市立日高小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/hidaka-es/

豊岡市立日高小学校
0796-42-0055

兵庫県 豊岡市 ②
日高土曜わくわくチャレンジ
（土曜チャレンジ学習事業）

『日高ふるさとまつり』で、お店屋さんをオープンし、お客との交流を図ります。 11月11日 日高地域コミュニティセンター
日高地区コミュニティ「きらめき日高」
豊岡市立日高小学校

【豊岡市立日高小学校ＨＰ】
http://www3.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/hidaka-es/

豊岡市立日高小学校
0796-42-0055

兵庫県 豊岡市 ② マラソン大会 校区内のコースを全児童が低・中・高学年ごとに走ります。 10月23日 豊岡市立静修小学校 豊岡市立静修小学校 無料
【豊岡市立静修小学校】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/seishu-es/

豊岡市立静修小学校
090-42-0056
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兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 授業公開を実施します。 11月2日 豊岡市立静修小学校 豊岡市立静修小学校 無料
【豊岡市立静修小学校】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/seishu-es/

豊岡市立静修小学校
090-42-0056

兵庫県 豊岡市 ② ふれあい感謝祭 お世話になった地域の方、ボランティアの皆さんへ感謝の気持ちを伝えます。 11月3日 豊岡市立静修小学校 豊岡市立静修小学校 無料
【豊岡市立静修小学校】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/seishu-es/

豊岡市立静修小学校
090-42-0056

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 学校での生活、授業の様子を公開します。（11日マラソン大会） 10月11日～12日 豊岡市立三方小学校 豊岡市立三方小学校 無料
【豊岡市立三方小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/mikata-es/

豊岡市立三方小学校
0796-44-0200

兵庫県 豊岡市 ①② ハートtoハート
祖父母に学ぶ会（昔の遊び、わら・竹･年度細工、うどん作りを地域のお年寄りから
学びます。）

10月13日 豊岡市立三方小学校 豊岡市立三方小学校 無料
【豊岡市立三方小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/mikata-es/

豊岡市立三方小学校
0796-44-0200

兵庫県 豊岡市 ②
オープンスクール
持久走大会

保護者監視ボランティアを依頼し、全校生が学校周辺のマラソンコースを走ります。 10月17日 豊岡市立清滝小学校付近 豊岡市立清滝小学校 無料
【豊岡市立清滝小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/kiyotaki-es/

豊岡市立清滝小学校
0796-45-0040

兵庫県 豊岡市 ②
オープンスクール
祖父母に学ぶ会

ふるさと学習の発表・地域の人々に伝統文化等を学びます。 11月17日 豊岡市立清滝小学校 豊岡市立清滝小学校 無料
【豊岡市立清滝小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/kiyotaki-es/

豊岡市立清滝小学校
0796-45-0040

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 授業公開・ＰＴＡ文化芸術事業を行います。 10月16日 豊岡市立弘道小学校 豊岡市立弘道小学校 無料
【豊岡市立弘道小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/koudou-es/

豊岡市立弘道小学校
0796-52-2105

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 授業公開・学習発表会を実施します。 11月17日 豊岡市立弘道小学校 豊岡市立弘道小学校 無料
【豊岡市立弘道小学校ＨＰ】
http://www3.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/koudou-es/

豊岡市立弘道小学校
0796-52-2105

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 授業公開を実施します。 11月21日 豊岡市立弘道小学校 豊岡市立弘道小学校 無料
【豊岡市立弘道小学校ＨＰ】
http://www4.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/koudou-es/

豊岡市立弘道小学校
0796-52-2105

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 授業公開を実施します。 11月22日 豊岡市立弘道小学校 豊岡市立弘道小学校 無料
【豊岡市立弘道小学校ＨＰ】
http://www5.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/koudou-es/

豊岡市立弘道小学校
0796-52-2105

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 保護者・地域の方々に授業等、教育活動を公開します。 11月15日～17日 豊岡市立福住小学校 豊岡市立福住小学校 無料
【豊岡市立福住小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/fukusumi-es/index.htm

豊岡市立福住小学校
0796-52-2177

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 地域住民と一体となってふれあい餅つき大会を実施します。 11月8日～10日
豊岡市立寺坂幼稚園
豊岡市立寺坂小学校

豊岡市立寺坂幼稚園
豊岡市立寺坂小学校

無料
【豊岡市立寺坂小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/terasaka-es/

豊岡市立寺坂小学校
0796-52-5851

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 「マラソン大会」「小坂ふれあいクラブ」「道徳一斉公開授業」を行います。 10月11日～10月13日 豊岡市立小坂小学校 豊岡市立小坂小学校 無料
【豊岡市立小坂小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/osaka-es/

豊岡市立小坂小学校
0796-52-2040

兵庫県 豊岡市 ②
オープンスクール（マラソン大
会）

学校を開放し、子どもたちの様子や授業の様子を見ていただきます。 10月24日 豊岡市立小野小学校 豊岡市立小野小学校 無料
【豊岡市立小野小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/ono-es/

豊岡市立小野小学校
0796-52-5190

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 学校を開放し、子どもたちの様子や授業の様子を見ていただきます。 11月16日～17日 豊岡市立小野小学校 豊岡市立小野小学校 無料
【豊岡市立小野小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/ono-es/

豊岡市立小野小学校
0796-52-5190

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 授業公開、学習発表会を実施します。 11月14日～16日 豊岡市立合橋小学校 豊岡市立合橋小学校 無料
【豊岡市立合橋小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/aihashi-es/

豊岡市立合橋小学校
 0796-54-0013

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 学校の教育活動を公開します。 11月16日～17日 豊岡市立高橋小学校 豊岡市立高橋小学校 無料
【豊岡市立高橋小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/takahashi-es/

豊岡市立高橋小学校
0796-55-0023

兵庫県 豊岡市 ② 校内マラソン大会
学校周辺の道路を走ります。家庭、地域の皆様、ご声援をどうぞよろしくお願いしま
す。

10月23日 豊岡市立資母小学校周辺 豊岡市立資母小学校 無料
【豊岡市立資母小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/shibo-es/index.htm

豊岡市立資母小学校
0796-56-0354

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール
地域の皆様と共に創るオープンスクールです。昔の遊びなど体験活動を通じて交流
します。

11月14日～15日 豊岡市立資母小学校 豊岡市立資母小学校 無料
【豊岡市立資母小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/shibo-es/index.htm

豊岡市立資母小学校
0796-56-0354

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 豊岡市 ③ 学習交流会 日々取り組んでいる学習の成果を発表します。教育講演会も予定しています。 11月17日 豊岡市立資母小学校 豊岡市立資母小学校 無料
【豊岡市立資母小学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/shibo-es/index.htm

豊岡市立資母小学校
0796-56-0354

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール
2校時より放課後の部活動まで全てを公開します。校区の小学校6年生と保護者の
授業参観、部活動見学も行います。

10月29日～11月2日 豊岡市立豊岡南中学校 豊岡市立豊岡南中学校 無料
【豊岡市立豊岡南中学校HP】
www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/school
/toyookaminami-jhs/

豊岡市立豊岡南中学校
0796-22-2546

兵庫県 豊岡市 ② 南陵祭（オープンスクール）
学級の合唱コンクール、意見発表、各部展示、合唱部、吹奏楽部演奏などを保護
者、地域の方に公開します。

11月1日 豊岡市立豊岡南中学校 豊岡市立豊岡南中学校 無料
【豊岡市立豊岡南中学校HP】
www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/school
/toyookaminami-jhs/

豊岡市立豊岡南中学校
0796-22-2546

兵庫県 豊岡市 ①② PTA教育講演会 講師を招聘し、保護者を対象に講演会を聞きます。 10月22日 豊岡市立豊岡南中学校 豊岡市立豊岡南中学校PTA 無料
【豊岡市立豊岡南中学校HP】
www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/school
/toyookaminami-jhs/

豊岡市立豊岡南中学校
0796-22-2546

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール
保護者・地域住民を対象に学校公開を行います。また、校区の小学校6年生とその
保護者への授業参観、部活動見学も行います。

10月22日～26日 豊岡市立豊岡北中学校 豊岡市立豊岡北中学校 無料
【豊岡市立豊岡北中学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/toyookakita-jhs/index.html

豊岡市立豊岡北中学校
0796-22-2880

兵庫県 豊岡市 ② 文化祭 合唱、吹奏楽演奏、意見発表、学級発表、展示などを保護者や地域に公開します。 11月2日 豊岡市立港中学校 豊岡市立港中学校 無料
【豊岡市立港中学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/minato-jhs/index.html

豊岡市立港中学校
0796-28-2444

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 保護者・地域の方々を対象に始業から放課後まで公開します。 10月24日～26日 豊岡市立城崎中学校 豊岡市立城崎中学校 無料

【豊岡市立城崎中学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/kinosaki-
jhs/10_gakko_gaiyou/gakko_gaiyou.html

豊岡市立城崎中学校
0796-32-2043

兵庫県 豊岡市 ② 文化祭 文化活動の発表・展示を公開します。 10月26日 豊岡市立城崎中学校 豊岡市立城崎中学校 無料

【豊岡市立城崎中学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/kinosaki-
jhs/10_gakko_gaiyou/gakko_gaiyou.html

豊岡市立城崎中学校
0796-32-2043

兵庫県 豊岡市 ② 竹野中文化祭 校内文化祭を一般公開します。 10月27日 豊岡市立竹野中学校 豊岡市立竹野中学校 無料
【豊岡市立竹野中学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/takeno-jhs/index.html

豊岡市立竹野中学校
0796-47-0035

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 保護者・地域住民を対象に学校公開を行います。 10月24日～26日 豊岡市立日高東中学校 豊岡市立日高東中学校 無料
【豊岡市立日高東中学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/hidakahigashi-jhs/index.html

豊岡市立日高東中学校
0796-42-1801

兵庫県 豊岡市 ② 東中祭(文化祭） 保護者・地域住民を対象に公開します。 10月27日 豊岡市立日高東中学校 豊岡市立日高東中学校 無料
【豊岡市立日高東中学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/hidakahigashi-jhs/index.html

豊岡市立日高東中学校
0796-42-1801

兵庫県 豊岡市 ② 教育講演会 保護者・地域住民を対象に公開します。 11月15日 豊岡市立日高東中学校 豊岡市立日高東中学校 無料
【豊岡市立日高東中学校ＨＰ】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/hidakahigashi-jhs/index.html

豊岡市立日高東中学校
0796-42-1801

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 保護者並びに地域の方々に日常の学校生活を公開します。 10月23日～26日 豊岡市立日高西中学校 豊岡市立日高西中学校 無料
【豊岡市立日高西中学校】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/hidakanishi-jhs/

豊岡市立日高西中学校
0796-44-0201

兵庫県 豊岡市 ② 文化祭 保護者並びに地域の方々に文化祭を公開します。 11月27日 豊岡市立日高西中学校 豊岡市立日高西中学校 無料
【豊岡市立日高西中学校】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/hidakanishi-jhs/

豊岡市立日高西中学校
0796-44-0201

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 保護者並びに地域の方々に日常の学校生活を公開します。 11月7日～9日 豊岡市立出石中学校 豊岡市立出石中学校 無料
【豊岡市立出石中学校】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/izushi-jhs/index.htm

豊岡市立出石中学校
0796-52-4100

兵庫県 豊岡市 ② 文化祭 保護者並びに地域の方々に文化祭を公開します。 11月10日 豊岡市立出石中学校 豊岡市立出石中学校 無料
【豊岡市立出石中学校】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/izushi-jhs/index.htm

豊岡市立出石中学校
0796-52-4100

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 保護者・地域住民対象に普段の生活を学校公開します。 10月22日～25日 豊岡市立但東中学校 豊岡市立但東中学校 無料
【豊岡市立但東中学校ＨＰ】
http://www4.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/tantou-jhs/index.html

豊岡市立但東中学校
0796-54-1155

兵庫県 豊岡市 ③ 文化祭 保護者・地域住民対象に文化祭を活を公開します。 10月27日 豊岡市立但東中学校 豊岡市立但東中学校 無料
【豊岡市立但東中学校ＨＰ】
http://www4.city.toyooka.hyogo.jp/edu/
school/tantou-jhs/index.html

豊岡市立但東中学校
0796-54-1155

兵庫県 豊岡市 ② ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 地域の方、保護者に保育を公開します。 10月19日 豊岡市立豊岡めぐみ幼稚園 豊岡市立豊岡めぐみ幼稚園 無料
豊岡市立豊岡めぐみ幼稚園
0796-22-2261

兵庫県 豊岡市 ② ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 祖父母を招待して交流を行います。 10月20日 豊岡市立豊岡めぐみ幼稚園 豊岡市立豊岡めぐみ幼稚園 無料
豊岡市立豊岡めぐみ幼稚園
0796-22-2261

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 豊岡市 ② ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ
めぐみランド（園庭を開放し、園児が自作した作品で地域の方や保護者、地域の3・4
歳児を対象にお店を開くという催し）を開催します。

11月22日～23日 豊岡市立豊岡めぐみ幼稚園 豊岡市立豊岡めぐみ幼稚園 無料
豊岡市立豊岡めぐみ幼稚園
0796-22-2261

兵庫県 豊岡市 ② マラソン大会 マラソン大会を公開します 11月7日 豊岡市立豊岡小学校 豊岡市立豊岡ひかり幼稚園 無料
豊岡市立豊岡ひかり幼稚園
0796-22-5000

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 幼稚園の保育・行事を公開します 11月21日～23日 豊岡市立豊岡ひかり幼稚園 豊岡市立豊岡ひかり幼稚園 無料
豊岡市立豊岡ひかり幼稚園
0796-22-5000

兵庫県 豊岡市 ②
オープンスクール・さくらんぼ
の会

地域の未就園児と交流します。 11月14日 豊岡市立五荘奈佐幼稚園 豊岡市立五荘奈佐幼稚園 無料
豊岡市立五荘奈佐幼稚園
0796-22-6931

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール・運動遊び 保護者や地域の方に保育を公開します。 11月15日 豊岡市立五荘奈佐幼稚園 豊岡市立五荘奈佐幼稚園 無料
豊岡市立五荘奈佐幼稚園
0796-22-6931

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール・英語遊び 保護者や地域の方に保育を公開します。 11月16日 豊岡市立五荘奈佐幼稚園 豊岡市立五荘奈佐幼稚園 無料
豊岡市立五荘奈佐幼稚園
0796-22-6931

兵庫県 豊岡市 ② 祖父母会 祖父母を招待し交流を行います。 11月28日 豊岡市立五荘奈佐幼稚園 豊岡市立五荘奈佐幼稚園 無料
豊岡市立五荘奈佐幼稚園
0796-22-6931

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 保護者・地域の方に保育を公開します。 10月18日～20日 豊岡市立日高幼稚園 豊岡市立日高幼稚園 無料
豊岡市立日高幼稚園
0796-42-0662

兵庫県 豊岡市 ② わくわくタイム 地域の未就園児（0～4歳児）と交流します。 10月19日 豊岡市立出石幼稚園 豊岡市立出石幼稚園 無料
豊岡市立出石幼稚園
0796-52-2174

兵庫県 豊岡市 ① 防火パレード 地域の防火パレードに参加します。 11月9日 豊岡市出石町内 豊岡消防署出石分署 無料
豊岡市立出石幼稚園
0796-52-2174

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 保護者や地域の方に保育を公開します。 11月21日～22日 豊岡市立出石幼稚園 豊岡市立出石幼稚園 無料
豊岡市立出石幼稚園
0796-52-2174

兵庫県 豊岡市 ② わくわくタイムタイム 地域の未就園児（0～4歳児）と交流します。 11月26日 豊岡市立出石幼稚園 豊岡市立出石幼稚園 無料
豊岡市立出石幼稚園
0796-52-2174

兵庫県 豊岡市 ② 餅つき会 地域の方やＰＴＡ役員と一緒に餅つきをします。 12月3日 豊岡市立出石幼稚園 豊岡市立出石幼稚園 無料
豊岡市立出石幼稚園
0796-52-2174

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール
保護者、地域の方々に、0～5歳児までの全クラスの保育を参観をしていただきま
す。

11月15日～16日 豊岡市立八条認定こども園 豊岡市立八条認定こども園 無料
豊岡市立八条認定こども園
0796-22-3960

兵庫県 豊岡市 ② みんなであそぼう 地域の未就園児と交流します。 11月14日 豊岡市立八条認定こども園 豊岡市立八条認定こども園 無料
豊岡市立八条認定こども園
0796-22-3960

兵庫県 豊岡市 ② マラソン大会 地域の小学生と交流しながらマラソン大会に参加します 10月17日,24日
豊岡市立港西小学校
豊岡市立港東小学校

豊岡市立港西小学校
豊岡市立港東小学校

無料
豊岡市立港認定こども園
0796-28-2107

兵庫県 豊岡市 ② 高年クラブ交流会 地域の高年クラブの方とごっこ遊びを通して交流します 11月29日 豊岡市立港認定こども園 豊岡市立港認定こども園 無料
豊岡市立港認定こども園
0796-28-2107

兵庫県 豊岡市 ② 一年生交流会 地域の小学校の一年生と交流します 11月13日,16日
豊岡市立港西小学校
豊岡市立港東小学校

豊岡市立港西小学校
豊岡市立港東小学校

無料
豊岡市立港認定こども園
0796-28-2107

兵庫県 豊岡市 ②
マラソン大会（竹野小学校との
連携）

竹野小学校のマラソン大会に参加します。 11月中旬 豊岡市竹野町竹野浜 豊岡市立竹野小学校 無料
豊岡市立竹野認定こども園
0796-47-0153

兵庫県 豊岡市 ②
マラソン大会（中竹野小学校と
の連携）

中竹野小学校のマラソン大会に参加します。 10月26日 豊岡市立中竹野小学校 豊岡市立中竹野小学校 無料
豊岡市立竹野認定こども園
0796-47-0153

兵庫県 豊岡市 ② みんなであそぼう 地域の未就園児と交流します。 11月14日 豊岡市立竹野認定こども園 豊岡市立竹野認定こども園 無料
豊岡市立竹野認定こども園
0796-47-0153

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 保護者や地域の方に保育を公開します。 11月16日 豊岡市立竹野認定こども園 豊岡市立竹野認定こども園 無料
豊岡市立竹野認定こども園
0796-47-0153

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 保護者や地域の方に保育参加していただき、園の様子を見ていただく 11月16日 豊岡市立合橋認定こども園 豊岡市立合橋認定こども園 無料
豊岡市立合橋認定こども園
0796-54-0105

兵庫県 豊岡市 ② 絵本の読み聞かせ 地域ボランティアの方に絵本を読み聞かせしてもらいます。 11月7日 豊岡市立高橋認定こども園 豊岡市立高橋認定こども園 無料
豊岡市立高橋認定こども園
0795-55-0405

兵庫県 豊岡市 ② にこにこ広場 地域の未就園親子と交流します。 11月9日 豊岡市立高橋認定こども園 豊岡市立高橋認定こども園 無料
豊岡市立高橋認定こども園
0795-55-0405

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 保護者や地域の方に保育を公開します。 11月29日 豊岡市立高橋認定こども園 豊岡市立高橋認定こども園 無料
豊岡市立高橋認定こども園
0795-55-0405

兵庫県 豊岡市 ②
オープンスクール・なかよしひ
ろば（おまつりパレード）

保護者や地域の方々に行事を公開します。
未就園親子と交流します。

10月10日 豊岡市立資母認定こども園周辺 豊岡市立資母認定こども園 無料
豊岡市立資母認定こども園
0796-56-0245

兵庫県 豊岡市 ①
県立コウノトリの郷公園
特別公開

通常では非公開であるエリアを一般公開及します。 10月20日・21日 県立コウノトリの郷公園 県立コウノトリの郷公園 無料
【県立コウノトリの郷公園のHP】
http://www.stork.u-hyogo.ac.jp/

県立コウノトリの郷公園
 (0796)23-5666

10:00～15:00

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 豊岡市 ①
県立コウノトリの郷公園
秋の特別ガイドウォーク

通常では入場することのできない非公開エリアを飼育員等の案内により散策する特
別ガイドウォークを実施します。

10月20日・21日 県立コウノトリの郷公園 県立コウノトリの郷公園 無料
【県立コウノトリの郷公園のHP】
http://www.stork.u-hyogo.ac.jp/

県立コウノトリの郷公園
 (0796)23-5666

両日とも110:45-12:00
213:45-15:00

兵庫県 豊岡市 ①
県立コウノトリの郷公園
飼育コウノトリへの給餌体験

飼育員の指導により飼育コウノトリへの給餌を体験できます。 10月27日 県立コウノトリの郷公園 県立コウノトリの郷公園 無料
【県立コウノトリの郷公園のHP】
http://www.stork.u-hyogo.ac.jp/

県立コウノトリの郷公園
 (0796)23-5666

13：00-15：30
※すでに定員に達し
ました。

兵庫県 豊岡市 ①
県立コウノトリの郷公園ガイド
ウォーク

自然解説員、飼育員等が、コウノトリ及び園内の動植物について解説します。 10月6日 県立コウノトリの郷公園 県立コウノトリの郷公園 無料
【県立コウノトリの郷公園のHP】
http://www.stork.u-hyogo.ac.jp/

県立コウノトリの郷公園
 (0796)23-5666

13:30-14：30

兵庫県 豊岡市 ①
県立コウノトリの郷公園ガイド
ウォーク

コウノトリ文化館スタッフが、コウノトリ及び園内の動植物について解説します。 10月13日 県立コウノトリの郷公園 県立コウノトリの郷公園 無料
【県立コウノトリの郷公園のHP】
http://www.stork.u-hyogo.ac.jp/

市立コウノトリ文化館
 (0796)23-7750

13:30-14：30

兵庫県 豊岡市 ①
県立コウノトリの郷公園ガイド
ウォーク

コウノトリ文化館スタッフが、コウノトリ及び園内の動植物について解説します。 10月27日 県立コウノトリの郷公園 県立コウノトリの郷公園 無料
【県立コウノトリの郷公園のHP】
http://www.stork.u-hyogo.ac.jp/

市立コウノトリ文化館
 (0796)23-7750

13:30-14：30

兵庫県 豊岡市 ① 「約束のケージ」ガイドウォーク
通常では非公開である保護増殖センターを公開し、飼育員等がコウノトリ及び施設
の取組について解説します。

11月3日 コウノトリ保護増殖センター 県立コウノトリの郷公園 無料
【県立コウノトリの郷公園のHP】
http://www.stork.u-hyogo.ac.jp/

県立コウノトリの郷公園
 (0796)23-5666

110:30-12:00
213:30-15:00

兵庫県 豊岡市 ①
県立コウノトリの郷公園ガイド
ウォーク

コウノトリ文化館スタッフが、コウノトリ及び園内の動植物について解説します。 11月10日 県立コウノトリの郷公園 県立コウノトリの郷公園 無料
【県立コウノトリの郷公園のHP】
http://www.stork.u-hyogo.ac.jp/

市立コウノトリ文化館
 (0796)23-7750

13:30-14：30

兵庫県 豊岡市 ①
県立コウノトリの郷公園ガイド
ウォーク

自然解説員、飼育員等が、コウノトリ及び園内の動植物について解説します。 11月17日 県立コウノトリの郷公園 県立コウノトリの郷公園 無料
【県立コウノトリの郷公園のHP】
http://www.stork.u-hyogo.ac.jp/

県立コウノトリの郷公園
 (0796)23-5666

13:30-14：30

兵庫県 豊岡市 ①
県立コウノトリの郷公園ガイド
ウォーク

コウノトリ文化館スタッフが、コウノトリ及び園内の動植物について解説します。 11月24日 県立コウノトリの郷公園 県立コウノトリの郷公園 無料
【県立コウノトリの郷公園のHP】
http://www.stork.u-hyogo.ac.jp/

市立コウノトリ文化館
 (0796)23-7750

13:30-14：30

兵庫県 豊岡市 ①

和花季ひろば「異世代間交流
“育ち合いのなかまづくり”」－
双方的表現活動による異世代
間交流ー

本学学生、子ども、高齢者、子育て中の母親の四者による双方的な交流を図ること
により、お互いが育ち合う土壌づくりを推進することを目的として実施する。

10月27日 豊岡短期大学 豊岡短期大学 無料

豊岡短期大学
総務部総務課
0796-22-6361
(代表)

兵庫県 豊岡市 ②
和花季ひろば「地域交流“食の
フェアー”＆学内発表会」

土産地消をテーマに食を通じての交流会を図り、来場者と触れ合う中での学びを行
うことを目的とし、併せて本学のクラブ活動をオープンステージ及びホール、展示場
で発表することによって来場者から評価していただくことを目的として実施する。

10月28日 豊岡短期大学 豊岡短期大学 無料

豊岡短期大学
総務部総務課
0796-22-6362
(代表)

兵庫県 豊岡市 ①
パソコン講座
エクセル基本講座

地域住民を対象として社会生活に大きく係るパソコン操作方法の習熟を図る。
10月3・10・17・
24・31日,11月7日

豊岡短期大学 豊岡短期大学

豊岡短期大学
総務部総務課
0796-22-6363
(代表)

兵庫県 豊岡市 ①
パソコン講座
ワード基本講座

地域住民を対象として社会生活に大きく係るパソコン操作方法の習熟を図る。
10月3・10・17・
24・31日,11月7日

豊岡短期大学 豊岡短期大学

豊岡短期大学
総務部総務課
0796-22-6364
(代表)

兵庫県 西宮市 ① 長寿を楽しむつどい
浜脇地区の「長寿を楽しむつどい」に4年生児童が参加します。リズム体操の披露と
長寿のお祝いの手紙を渡します。

10月13日 西宮市立浜脇小学校体育館 浜脇地区老人クラブ連合会 無料
西宮市立浜脇小学校
0798-33ｰ0668

兵庫県 西宮市 ② 音楽会
心豊かな情操を育む音楽教育の成果を、各学年単位で保護者や地域の皆様に披
露します。

11月17日 西宮市立浜脇小学校体育館 西宮市立浜脇小学校 無料
西宮市立浜脇小学校
0798-33ｰ0668

兵庫県 西宮市 ② マリナコンサートプラス 音楽会（合奏・合唱）と図工の作品展を行います。 11月17日 西宮市立西宮浜小学校 西宮市立西宮浜小学校 無料
西宮市立西宮浜小学校
0798-32-0251

兵庫県 西宮市 ② マリナふれあいマラソン
近隣の幼稚園児や中学生、保護者等も参加し、地域の方と一緒にマラソン大会を行
います。

12月8日 西宮市立西宮浜小学校周辺 西宮市立西宮浜小学校 無料
西宮市立西宮浜小学校
0798-32-0251

兵庫県 西宮市 ② 音楽会
「伝える心受け止める心」をテーマに合唱や合奏など、音楽科で学習した成果を学
年ごとに披露し、音楽を通して演奏者と聴き手みんなの心をつなぎます。

11月23日 西宮市立香櫨園小学校体育館 西宮市立香櫨園小学校 無料
西宮市立香櫨園小学校
0798-22-1030

兵庫県 西宮市 ② 音楽会
「歌おう奏でよう輝こう」をテーマに、仲間と心を一つにして響き合う喜びを感じなが
ら、学年ごとに歌唱と器楽を発表します。

11月17日 西宮市立安井小学校体育館 西宮市立安井小学校 無料
西宮市立安井小学校
0798-36-1422

兵庫県 西宮市 ② 図工展 「いいなと思う心」をテーマに、全校生の図工の作品を展示します。 11月13日～17日 西宮市立夙川小学校体育館 西宮市立夙川小学校 無料
西宮市立夙川小学校
0798-72-1266

兵庫県 西宮市 ② アートフェア 校内全体を使った図工作品の展示、造形による表現活動を見ていただきます。 11月17日 西宮市立北夙川小学校 西宮市立北夙川小学校 無料
西宮市立北夙川小学校
0798-74-7009

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 西宮市 ② オープンスクール 保護者・地域の皆様に学校の様子を公開します。 11月15日～16日 西宮市立苦楽園小学校 西宮市立苦楽園小学校 無料
西宮市立苦楽園小学校
0798-72-9803

兵庫県 西宮市 ②
くらSHOWアートフェスタ（図工
展）

「わくわく苦楽小探検隊！」をテーマに、各学年の図工の時間に取り組んできた作品
を展示します。

11月16日～17日 西宮市立苦楽園小学校体育館 西宮市立苦楽園小学校 無料
西宮市立苦楽園小学校
0798-72-9803

兵庫県 西宮市 ② 音楽会 各学年ごとに合唱や合奏を披露します。 11月17日 西宮市立大社小学校体育館 西宮市立大社小学校 無料
西宮市立大社小学校
0798-72-2274

兵庫県 西宮市 ② 大社っ子スマイル広場
高学年児童や保護者･地域の方々が遊びのコーナーを作り、みんなで楽しみます。
それぞれが様々な工夫を凝らしています。この行事を通して、人と人との「絆」を大
切にした、温かい心の交流をめざしています。

12月20日 西宮市立大社小学校 西宮市立大社小学校 無料
西宮市立大社小学校
0798-72-2274

兵庫県 西宮市 ② 音楽会
各学年が、日頃の音楽科の学習成果を、「つながろう！この瞬間に！」をテーマに全
力で披露します（保護者観賞日）。

11月23日 西宮市立神原小学校体育館 西宮市立神原小学校 無料
西宮市立神原小学校
0798-72-9801

11月21日(児童観賞
日）もあり。

兵庫県 西宮市 ② 図工展
テーマ「アートピア大作戦！2016-もっと図工が好きになる-」のもと、製作した児童の
造形作品を展示します。オープンスクールも同時開催します。

11月17日 西宮市立甲陽園小学校体育館 西宮市立甲陽園小学校 無料
西宮市立甲陽園小学校
0798-73-4671

兵庫県 西宮市 ② 図工展 各学年の図工の時間に作成した作品を展示します。 11月12日～17日 西宮市立広田小学校 西宮市立広田小学校 無料
西宮市立広田小学校
0798-74-4213

兵庫県 西宮市 ② オープンスクール 朝の会から終りの会まで、学校生活を公開します。図工展を同時開催しています。 11月17日 西宮市立広田小学校 西宮市立広田小学校 無料
西宮市立広田小学校
0798-74-4213

兵庫県 西宮市 ① 赤ちゃんプロジェクト
1年間にわたる赤ちゃん先生との関わりを通して，赤ちゃんの成長から感じ取られる
母子の関わりなど，子ども自身が感じ取りより良い成長に向けた一助とするもので
す。年間5回計画のうち4回目の実施となります。

12月14日 西宮市立平木小学校 西宮市立平木小学校 無料
西宮市立平木小学校
0798-64-4000

兵庫県 西宮市 ② 平木フェスタ〈図工展〉
全校芸術発表会として，本校では毎年音楽会を実施して来ていましたが，昨年度か
らは全校音楽会と全校図工作品を隔年で実施することとなりました。今年度は，久し
ぶりに図工展を体育館にて実施します。

11月17日 西宮市立平木小学校体育館 西宮市立平木小学校 無料
西宮市立平木小学校
0798-64-4000

保護者・一般鑑賞日

兵庫県 西宮市 ② 図工展
テーマは、「光」です。子供たちが笑顔で制作し、また、鑑賞している人も心が温かく
笑顔になるよう、体育館の天井から床まで作品を展示し、子どもの世界を作ります。

11月21日～23日 西宮市立甲東小学校体育館 西宮市立甲東小学校 無料
西宮市立甲東小学校
0798-51-6677

21日、22日は、15:30
～16:30保護者一般公
開

兵庫県 西宮市 ② 音楽会
各学年が合唱・合奏等，日頃の音楽学習の成果を披露します。1･3･5年（第一部），
2･4･6年（第二部）です。

11月23日 西宮市立上ケ原小学校体育館 西宮市立上ケ原小学校 無料
西宮市立上ケ原小学校
0798-51-7555

兵庫県 西宮市 ② 図工展
各学年が図工の時間に作成した作品を通して、心豊かな情操を育む成果を展示し
ます。

11月17日 西宮市立上ケ原南小学校体育館 西宮市立上ケ原南小学校 無料
西宮市立上ケ原南小学校
0798-52-3864

兵庫県 西宮市 ② 音楽会
音楽学習を発表し鑑賞し合うことにより、音楽を通しての全校児童の交流及び保護
者や地域の方との交流をはかり、音楽に親しむ心を育てることをねらいとした音楽
会です。3年生以上の児童からテーマを公募します。

11月17日 西宮市立段上小学校体育館 西宮市立段上小学校 無料
西宮市立段上小学校
0798-51-7995

兵庫県 西宮市 ② 図工展
空がはれて…虹の国（仮題）をテーマに児童の作品を展示します。一般鑑賞時間
11/19.20.22.（15：30～16：30）11/21（15：00～16：30）11/23（10：00～16：00）

11月19日～23日 西宮市立段上西小学校体育館 西宮市立段上西小学校 無料
西宮市立段上西小学校
0798-53-0560

兵庫県 西宮市 ② 音楽会
3部構成（1部：2・5年，2部：なかよし教室・1・4年，3部：3・6年）で、歌唱と器楽演奏を
発表したり鑑賞したりすることで、音楽に親しむ心を育てる行事です。

11月23日 西宮市立樋ノ口小学校体育館 西宮市立樋ノ口小学校 無料
西宮市立樋ノ口小学校
0798-65-6558

兵庫県 西宮市 ② 音楽会
「いつも心に音楽を♪」をテーマに、豊かな音、ハーモニー、響きを感じとらせ、楽しく
演奏することで、音楽を愛好する心情を育てます。

11月15日 西宮市立高木小学校体育館 西宮市立高木小学校 無料
西宮市立高木小学校
0798-67-2567

兵庫県 西宮市 ② 音楽会 「音楽で心をつないで…」をテーマに、日ごろの学習の成果を発表します。 11月23日 西宮市立高木北小学校体育館 西宮市立高木北小学校 無料
西宮市立高木北小学校
0798-65-6572

兵庫県 西宮市 ② 音楽会
“つなぐ～音・心・未来～”というテーマで歌唱や合奏などの音楽活動を通じて表現
力を高めると共に集団で音楽を創る喜びを感じ、音楽を愛する心を育てます。

11月17日 西宮市立瓦木小学校体育館 西宮市立瓦木小学校 無料
西宮市立瓦木小学校
0798-67-3500

兵庫県 西宮市 ② 人権教育参観 保護者・地域の方に対しての人権教育の授業公開です。 10月23日，25日 西宮市立深津小学校 西宮市立深津小学校 無料
西宮市立深津小学校
0798-64-7241

兵庫県 西宮市 ③ 音楽会
「響きを合わせて！みんな輝けふかまるコンサート」というテーマのもと、一人ひとり
の頑張り、友だちとの心の通い合いを伝えていきます。

11月17日 西宮市立深津小学校体育館 西宮市立深津小学校 無料
西宮市立深津小学校
0798-64-7241

兵庫県 西宮市 ② 音楽会
「心ひとつにひびかせよう！」をテーマに、第1部と第2部に分け、合唱や合奏など日
ごろの音楽学習の成果を発表します。

11月17日 西宮市立瓦林小学校 西宮市立瓦林小学校 無料
西宮市立瓦林小学校
0798-65-6503

兵庫県 西宮市 ② 音楽会
「耳をすませば｣をテーマに、第1部(1・3・5年)と第2部(2・4・6年)に分け、日頃の音楽
学習の成果を発表します。

11月23日 西宮市立上甲子園小学校 西宮市立上甲子園小学校 無料
【上甲子園小学校HP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/kamik
oe/

西宮市立上甲子園小学校
0798-67-1518

兵庫県 西宮市 ② 図工展
各学年で立体作品、平面作品を展示し、他学年児童や保護者に観賞してもらいま
す。

11月15日～17日 西宮市立津門小学校 西宮市立津門小学校 無料
西宮市立津門小学校
0798-22-2286

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 西宮市 ③
図工展（保護者鑑賞）・オープ
ンスクール

各学年が図工の時間に作成した個人作品や全校共同作品を展示します。 11月23日 西宮市立春風小学校体育館等 西宮市立春風小学校 無料
西宮市立春風小学校
0798-47-1634

兵庫県 西宮市 ③ 音楽会
各学年で合唱・合奏を行い、他学年児童や保護者に観賞してもらいます。日頃の音
楽学習の成果を発表し、鑑賞しあうことにより児童の音楽的情操を高めると共に連
帯感を培うことをねらいとしています。

11月17日 西宮市立今津小学校体育館 西宮市立今津小学校 無料
西宮市立今津小学校
0798-33-0923

兵庫県 西宮市 ② 音楽会
「とどけよう笑顔と心のハーモニー」をテーマに、第1部（3・1・5年）、第2部（4・2・6年）
に分け、日頃の音楽学習の成果を発表します。

11月17日 西宮市立用海小学校体育館 西宮市立用海小学校 無料
西宮市立用海小学校
0798-33-0760

兵庫県 西宮市 ② 音楽会 「心ひとつに」をテーマに各学年ごとに合唱や合奏を披露します。 11月17日 西宮市立鳴尾小学校体育館 西宮市立鳴尾小学校 無料
西宮市立鳴尾小学校
0798-47-0130

兵庫県 西宮市 ② 運動会
日常の体育活動を生かした学習発表の場として各学年ダンスや競走競技を行いま
す。

10月20日 西宮市立南甲子園小学校運動場 西宮市立南甲子園小学校 無料
西宮市立南甲子園小学校
0798-47-0010

兵庫県 西宮市 ② 音楽会 「みんなでつくろう心おどるハーモニー」をテーマに各学年で合唱・合奏を行います。 11月3日 西宮市立南甲子園小学校体育館 西宮市立南甲子園小学校 無料
西宮市立南甲子園小学校
0798-47-0010

兵庫県 西宮市 ② マラソン大会 各学年でマラソンを行います。 12月11日 兵庫県立甲子園浜海浜公園 西宮市立南甲子園小学校 無料
西宮市立南甲子園小学校
0798-47-0010

兵庫県 西宮市 ② 音楽会 保護者観賞日は3部入れ替え制とし、音楽学習の成果を観賞してもらいます。 11月17日 西宮市立甲子園浜小学校体育館 西宮市立甲子園浜小学校 無料
西宮市立甲子園浜小学校
0798-47-7150

兵庫県 西宮市 ② 図工展
「十人十色」～色彩のビッグバン～をテーマに、児童の個人作成（立体作品・平面作
品各1点）と全校作品を展示します。

11月13日～27日 西宮市立高須小学校体育館 西宮市立高須小学校 無料
西宮市立高須小学校
0798-40-1300

兵庫県 西宮市 ② 図工展
「宇宙」をテーマに、子供たちが豊かな発想や表現方法で制作した造形作品を体育
館に展示します。

11月17日 西宮市立高須西小学校体育館 西宮市立高須西小学校 無料
西宮市立高須西小学校
0798-41-1950

兵庫県 西宮市 ② 音楽会 日頃の音楽活動の成果を発揮し、学年に応じた合唱や合奏を行います。 11月17日 西宮市立鳴尾東小学校体育館 西宮市立鳴尾東小学校 無料
【鳴尾東小学校HP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/naruo
hie/

西宮市立鳴尾東小学校
0798-47-1073

兵庫県 西宮市 ② 図工展
○テーマ「あふれるおもい夢いっぱい」
子どもたちの「おもいや夢」がいっぱいこもった作品を目指して造形活動に取り組み
ます。

11月15日～17日 西宮市立鳴尾北小学校 西宮市立鳴尾北小学校 無料
西宮市立鳴尾北小学校
0798-47-1051

兵庫県 西宮市 ② コマツフェア（音楽会）
テーマ「つなごう音・こころ」のもと各学年・くすのき学級の合奏･合唱・音楽劇などの
鑑賞を行います。

11月20日，23日 西宮市立小松小学校体育館 西宮市立小松小学校 無料
西宮市立小松小学校
0798-47-0051

兵庫県 西宮市 ② 図工展
「COOLJAPAN」をテーマに子供たちが一生懸命作った平面、立体作品を展示し、作
品鑑賞を行います。また保護者や地域の皆さまにも見ていただきます。

11月17日 西宮市立山口小学校 西宮市立山口小学校 無料
西宮市立山口小学校
078-904-0490

兵庫県 西宮市 ② 音楽会
「かがやけ!えがおの花ひびけ!みんなのハーモニー」をテーマに仲間とともに音楽を
つくりあげる喜びを味わいます。

11月17日 西宮市立北六甲台小学校 西宮市立北六甲台小学校 無料
西宮市立北六甲台小学校
078-903-2800

兵庫県 西宮市 ② 音楽会
「つたえよう心ひとつにみんなのハーモニー♪」をテーマに、音楽を創り上げる喜び
を感じ、仲間とともに充実感・達成感を持ちながら楽しんで取り組む子供たちの姿を
保護者・地域の方に発表します。

11月10日 西宮市立名塩小学校体育館 西宮市立名塩小学校 無料
西宮市立名塩小学校
0797-61-0624

兵庫県 西宮市 ② 音楽会
「仲間とともにつくろう！最高のハーモニー！」をテーマに、音楽会を通して全校児童
の交流および保護者や地域との交流をはかり、音楽に親しむ心を育てます。

11月23日 西宮市立東山台小学校 西宮市立東山台小学校 無料
【東山台小学校HP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/higasi
e/

西宮市立東山台小学校
0797-61-3420

兵庫県 西宮市 ② 音楽会(保護者鑑賞日）
テーマを「心にとどけ音のメッセージ」とし、心豊かな情操を育む音楽教育の成果を、
保護者や地域の皆様に発表する音楽会です。

12月1日 西宮市立生瀬小学校体育館 西宮市立生瀬小学校 無料
西宮市立生瀬小学校
0797-86-4601

兵庫県 西宮市 ②
文化活動発表会（校内展示週
間）

校内に生徒たちの作品を展示、同時に学校公開を実施します。玄関ホールで見学
者名簿に記帳して頂いて、自由に見学して頂いています。

10月23日～26日 西宮市立浜脇中学校 西宮市立浜脇中学校 無料
西宮市立浜脇中学校
0798-34-2345

兵庫県 西宮市 ② オープンスクール 授業の様子を1日公開します。 11月15日 西宮市立浜脇中学校 西宮市立浜脇中学校 無料
西宮市立浜脇中学校
0798-34-2345

兵庫県 西宮市 ② マリナコンサート・フェア
午前に、ステージ発表・合唱コンクールを行い、、作品の展示見学も同時に行いま
す。

10月26日 西宮市立西宮浜中学校 西宮市立西宮浜中学校 無料
西宮市立西宮浜中学校
0798-32-0260

兵庫県 西宮市 ② オープンスクール 学校公開（授業参観）を行います。 11月5日～7日 西宮市立西宮浜中学校 西宮市立西宮浜中学校 無料
西宮市立西宮浜中学校
0798-32-0260

兵庫県 西宮市 ① 合唱コンクール
午前中は1・2年生の合唱コンクール、午後は3年生の合唱コンクールと合唱部、吹
奏楽部、特別支援学級生徒などによるステージ発表を実施します。

10月22日 西宮市民会館アミティホール 西宮市立大社中学校 無料 　
西宮市立大社中学校
0798-73-5391

　

兵庫県 西宮市 ① 文化活動発表会
日頃の授業作品、美術部、生徒会の取り組みの作品展示を行います。また、生徒は
体育館で鑑賞行事を行います。

10月23日 西宮市立大社中学校 西宮市立大社中学校 無料 　
西宮市立大社中学校
0798-73-5391

　

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 西宮市 ② 学習発表会・合唱コンクール
合唱練習の成果を発表する合唱コンクール、アルトリコーダーの合奏、吹奏楽部演
奏、美術部の壁画紹介、生活文化部の展示紹介、理科の自由研究や水の作文、学
習成果の発表等のステージ発表を行います。

10月31日 西宮市民会館アミティホール 西宮市立苦楽園中学校 無料
西宮市立苦楽園中学校
0798-71-0170

兵庫県 西宮市 ② 学校公開週間
授業、部活動などすべての学校行事を公開します。最終日は文化活動発表会を行
います。

10月22日～26日 西宮市立上ケ原中学校 西宮市立上ケ原中学校 無料
西宮市立上ケ原中学校
0798-52-8410

兵庫県 西宮市 ② 合唱コンクール 全学年、全クラスの合唱コンクールを行います。 10月24日 西宮市民会館アミティホール 西宮市立上ケ原中学校 無料
西宮市立上ケ原中学校
0798-52-8410

兵庫県 西宮市 ② オープンスクール
保護者、地域の方々に向けて授業の様子を公開します。文化活動発表会展示部門
として作品の展示を行います。

11月12日～16日 西宮市立甲陵中学校 西宮市立甲陵中学校 無料
【甲陵中学校HP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/koryoj
/

西宮市立甲陵中学校
0798-51-6781

兵庫県 西宮市 ③ 文化活動発表会 各教科の作品展示と合唱コンクールを行います。 10月27日 西宮市立平木中学校体育館 西宮市立平木中学校 無料
【平木中学校HP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/hirakij
/

西宮市立平木中学校
0798-65-4500

兵庫県 西宮市 ② 文化発表会 合唱コンクール、PTAコーラス、文化部のステージ発表を行います。 10月24日 武庫川女子大学公江記念講堂 西宮市立甲武中学校 無料
西宮市立甲武中学校
0798-64-5015

兵庫県 西宮市 ②
オープンスクール（文化発表
会）

生徒が、授業・部活動で作成した作品を展示します。合わせて授業公開をしていま
す。

10月26日，29日，11月1
日～2日

西宮市立瓦木中学校 西宮市立瓦木中学校 無料
西宮市立瓦木中学校
0798-67-8440

兵庫県 西宮市 ② 合唱コンクールステージ発表 日頃の合唱の取組みの成果を発表します。文化部のステージ発表等も行います。 10月31日 兵庫県立芸術文化センター 西宮市立瓦木中学校 無料
西宮市立瓦木中学校
0798-67-8440

兵庫県 西宮市 ②
合唱コンクール・文化活動発
表会

各学年の合唱コンクールと生徒たちの文化活動の発表会です。 10月24日
尼崎市総合文化センターあましんアルカ
イックホール

西宮市立深津中学校 無料
西宮市立深津中学校
0798-64-7251

兵庫県 西宮市 ② 授業参観・進路説明会
日常の授業の様子を公開します。また、主に3年生の保護者を対象にした進路説明
会を実施します。

11月1日 西宮市立上甲子園中学校 西宮市立上甲子園中学校 無料
西宮市立上甲子園中学校
0798-33-0621

13:50～15:40

兵庫県 西宮市 ①
ふれあいクリスマスコンサート
（春風地区青少年健全育成大
会）

春風トランペット鼓隊、春風和太鼓サークル等をはじめ、幼・小・中の交流を通して、
保護者や地域の三世代のふれあいを図ることを目的にしています。

12月2日 西宮市立上甲子園中学校 西宮市春風地区社会福祉協議会 無料
西宮市立上甲子園中学校
0798-33-0621

13:00～15:30（予定）

兵庫県 西宮市 ② 文化活動発表会 クラス合唱、吹奏楽演奏、英語暗唱、中学生の主張などを発表します。 11月2日 西宮市民会館アミティホール 西宮市立今津中学校 無料
西宮市立今津中学校
0798-34-6622

兵庫県 西宮市 ② オープンスクール 各教科の授業や部活動など、1日学校を公開します。 10月19日 西宮市立今津中学校 西宮市立今津中学校 無料
西宮市立今津中学校
0798-34-6622

兵庫県 西宮市 ② 秋のオープンスクール
学校を朝の登校時間から下校までオープンにすることにより、保護者や地域の方に
教育活動を広く参観していただく。学校への理解をより深めて、学校と連携・協働し
ていただくことを目的として実施します。

10月29日～31日 西宮市立真砂中学校 西宮市立真砂中学校 無料
西宮市立真砂中学校
0798-48-3803

兵庫県 西宮市 ①
合唱コンクール・文化活動発
表会

クラスごとの合唱と文化部等の活動をステージ発表します。 10月26日 武庫川女子大学公江記念講堂 西宮市立鳴尾中学校 無料
西宮市立鳴尾中学校
0798-47-0976

兵庫県 西宮市 ① オープンスクール 各教科の授業や部活動を公開します。 11月12日～16日 西宮市立鳴尾中学校 西宮市立鳴尾中学校 無料
西宮市立鳴尾中学校
0798-47-0976

兵庫県 西宮市 ② オープンスクール 授業公開および文化活動発表会の展示発表など、学校を公開しています。 10月23日～26日 西宮市立浜甲子園中学校 西宮市立浜甲子園中学校 無料
西宮市立浜甲子園中学校
0798-47-1012

兵庫県 西宮市 ②
文化活動発表会合唱コンクー
ル・ステージ
発表

午前中に各学年の合唱コンクール、午後からステージ発表を行います。 10月26日 西宮市立浜甲子園中学校 西宮市立浜甲子園中学校 無料
西宮市立浜甲子園中学校
0798-47-1012

兵庫県 西宮市 ② 秋のオープンスクール
各教科の授業や部活動など、一週間学校を公開します。10月26日は、合唱コンクー
ル、文化活動発表会を本校体育館で行います。

10月22日～26日 西宮市立鳴尾南中学校 西宮市立鳴尾南中学校 無料
西宮市立鳴尾南中学校
0798-49-5204

兵庫県 西宮市 ② 球根を植える会 地域老人会の方と生徒・職員で「エラブユリ」の球根を植えます。 11月6日 西宮市立鳴尾南中学校 西宮市立鳴尾南中学校 無料
西宮市立鳴尾南中学校
0798-49-5204

兵庫県 西宮市 ②
合唱コンクール・文化活動発
表会

午前に合唱コンクール、午後にステージ発表と展示見学を実施します。 10月26日 西宮市立高須中学校 西宮市立高須中学校 無料
【高須中学校HP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/takas
uj/

西宮市立高須中学校
0798-43-0461

兵庫県 西宮市 ②
オープンスクール（おさそい参
観）

保護者や地域の方々に教育活動を幅広く参観していただき、理解を深め協働意識
を持って学校に関わっていただくことを目的として開催します。

10月18日～24日 西宮市立学文中学校 西宮市立学文中学校 無料
西宮市立学文中学校
0798-47-0768

兵庫県 西宮市 ②
合唱コンクール・文化活動発
表会

日頃の合唱の取り組みの成果を発表する場です。各学年課題曲・自由曲・学年合
唱を発表します。1年、2年、3年の順に発表します。午後から文化部のステージ発表
と全校合唱を行います。

10月25日 武庫川女子大学公江記念講堂 西宮市立学文中学校 無料
西宮市立学文中学校
0798-47-0768

兵庫県 西宮市 ② オープンスクール
地域の方々や保護者の皆様に教育活動を参観していただき、理解を深めてもらうた
めの取り組みです。

10月22日～26日 西宮市立山口中学校 西宮市立山口中学校 無料
西宮市立山口中学校
078-904-0477

兵庫県 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を行います。 10月26日 西宮市立山口中学校 西宮市立山口中学校 無料
西宮市立山口中学校
078-904-0477

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 西宮市 ② オープンスクール
授業参観、学習活動の発表、教科作品及び文化部作品の展示、親子講演会を行い
ます。

10月15日～18日 西宮市立塩瀬中学校 西宮市立塩瀬中学校 無料
西宮市立塩瀬中学校
0797-61-0145

兵庫県 西宮市 ②
文化活動発表会・合唱コン
クール

各学年における学年合唱とクラス合唱及び、文化部（吹奏楽部）の発表等を行いま
す。

10月19日
尼崎市総合文化センターあましんアルカ
イックホール

西宮市立塩瀬中学校 無料
西宮市立塩瀬中学校
0797-61-0145

兵庫県 西宮市 ② オープンスクール 普通科の説明と授業体験を行います。 10月28日 西宮市立西宮高等学校 西宮市立西宮高等学校 無料
【市立西宮高校HP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/ichinis
h/

西宮市立西宮高等学校
0798-74-6711

兵庫県 西宮市 ③
松柏講座
「Jａｚｚを楽しもう」

ジャズの歴史や音楽的特徴やアドリブ体験、ゲストアーティストを招いてのミニコン
サートを通してジャズの魅力を感じてもらう講座です。

11月3日 西宮市立西宮高等学校 西宮市立西宮高等学校 無料
【市立西宮高校HP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/ichinis
h/

西宮市立西宮高等学校
0798-74-6711

兵庫県 西宮市 ② 学校・学科説明会 普通科及びグローバル・サイエンス科の説明会を行います。 11月4日 西宮市立西宮高等学校 西宮市立西宮高等学校 無料
【市立西宮高校HP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/ichinis
h/

西宮市立西宮高等学校
0798-74-6711

兵庫県 西宮市 ② オープンハイスクール
中学生と保護者を対象に、午前中に本校の授業公開を行います。午後は本校内で
は校内見学とクラブ見学を行い、同時に鳴尾公民館にて数理・人文コースの説明会
を実施します。

10月20日
西宮市立西宮東高等学校及び鳴尾公民
館

西宮市立西宮東高等学校 無料
【西宮東高校HP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/nishih
h/

西宮市立西宮東高等学校
0798-47-6013

兵庫県 西宮市 ② 学校説明会
中学生と保護者を対象に、学校説明と数理・人文コースの合同説明会を実施しま
す。説明終了後は学校施設・活動しているクラブの見学があります。

11月3日 西宮市民会館アミティホール 西宮市立西宮東高等学校 無料
【西宮東高校HP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/nishih
h/

西宮市立西宮東高等学校
0798-47-6013

兵庫県 西宮市 ② 作品展 造形保育作品を展示し、鑑賞していただきます。 11月21日～22日 西宮市立浜脇幼稚園 西宮市立浜脇幼稚園 無料
西宮市立浜脇幼稚園
0798-33-0835

兵庫県 西宮市 ② 幼稚園ウィーク 幼稚園の教育活動を保護者や地域の方々に公開します。 11月6日～8日 西宮市立用海幼稚園 西宮市立用海幼稚園 無料
西宮市立用海幼稚園
0798-23-8312

兵庫県 西宮市 ② 作品展 園児、未就園児の作品を鑑賞したり、作品で遊んだりしていただきます。 11月29日 西宮市立用海幼稚園 西宮市立用海幼稚園 無料
西宮市立用海幼稚園
0798-23-8312

兵庫県 西宮市 ② 作品展
園児・未就園児の作品を展示します。また、友達や親子で一緒に自分達が制作した
作品で遊びます。27日は地域の未就園児や地域の方達と一緒に遊びます。

11月23日，27日 西宮市立夙川幼稚園 西宮市立夙川幼稚園 無料
西宮市立夙川幼稚園
0798-72-2951

兵庫県 西宮市 ② 作品展
園児、未就園児クラブ、保護者有志の作品の鑑賞したり、作った作品の場で親子や
未就園児と一緒に遊びます。

12月1日，4日 西宮市立越木岩幼稚園 西宮市立越木岩幼稚園 無料
西宮市立越木岩幼稚園
0798-72-4499

兵庫県 西宮市 ② 作品展
全園児でイメージを共有し、絵画や制作を展示すると共に遊びながら展示物と触れ
合います。

11月23日 西宮市立大社幼稚園 西宮市立大社幼稚園 無料
西宮市立大社幼稚園
0798-74-4051

兵庫県 西宮市 ② にぎわい交流会 近隣の保育所の子供たちや未就園の子供たちが園児と一緒に遊びます。 11月8日
西宮市立子育て総合センター付属あおぞ
ら幼稚園

西宮市立子育て総合センター付属あ
おぞら幼稚園

無料
西宮市立子育て総合センター
付属あおぞら幼稚園
0798-35-8086

兵庫県 西宮市 ② 作品展
テーマ（未定）に基づき作った作品を見てもらったり、自分たちで作ったものを使って
遊びます。おうちの人や地域の方、保育所児などを案内します。未就園児親子の作
品も展示します。

11月29日～30日
西宮市立子育て総合センター付属あおぞ
ら幼稚園

西宮市立子育て総合センター付属あ
おぞら幼稚園

無料
西宮市立子育て総合センター
付属あおぞら幼稚園
0798-35-8086

兵庫県 西宮市 ② オープンウィーク 幼稚園の教育活動を保護者や地域の方々に公開します。 11月26日～30日
西宮市立子育て総合センター付属あおぞ
ら幼稚園

西宮市立子育て総合センター付属あ
おぞら幼稚園

無料
西宮市立子育て総合センター
付属あおぞら幼稚園
0798-35-8086

兵庫県 西宮市 ② 作品展
子供たちの作品展示と共に、自分たちの作った制作物を使って、保護者や友達と楽
しく遊びます。オープンデーを兼ね、地域の方や未就園の子供たちとも遊ぶ予定で
す。

11月21日～22日 西宮市立上ケ原幼稚園 西宮市立上ケ原幼稚園 無料 　
西宮市立上ケ原幼稚園
0798-51-2700

兵庫県 西宮市 ② 作品展
園児・未就園児の作品を展示します。また、友達や親子で、自分達の制作した作品
で遊びます。29日は地域の方々達と一緒に遊びます。

11月28日～29日 西宮市立門戸幼稚園 西宮市立門戸幼稚園 無料
西宮市立門戸幼稚園
0798-52-5447

兵庫県 西宮市 ② 作品展 幼稚園在園児、未就園児、保護者が制作した作品をホールで公開します。 11月24日，27日 西宮市立高木幼稚園ホール 西宮市立高木幼稚園 無料
西宮市立高木幼稚園
0798-65-0055

兵庫県 西宮市 ②
にぎわい事業「みんなで遊ぼ
う」

地域の幼稚園・保育所・未就園児が、触れ合い遊びやコーナー遊びを楽しみます。 10月23日 西宮市立高木幼稚園ホール 西宮市立高木幼稚園 無料
西宮市立高木幼稚園
0798-65-0055

兵庫県 西宮市 ② オープンデー 登園から降園までの1日を通して、幼稚園生活を体験することができます。 10月23日～24日 西宮市立瓦木幼稚園 西宮市立瓦木幼稚園 無料
【瓦木幼稚園HP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/kawar
agik/

西宮市立瓦木幼稚園
0798-64-5017

・一般の方は、事前に
お問い合わせくださ
い。

兵庫県 西宮市 ③ 作品展 園児による描画や制作物を展示及び実際に遊んで楽しむ会です。 11月27日 西宮市立瓦木幼稚園遊戯室 西宮市立瓦木幼稚園 無料
【瓦木幼稚園HP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/kawar
agik/

西宮市立瓦木幼稚園
0798-64-5017

・一般の方は、事前に
お問い合わせくださ
い。

兵庫県 西宮市 ② 作品展 園児の作品を見てもらったり、制作したもので、一緒に遊んだりします。 11月21日～22日 西宮市立春風幼稚園 西宮市立春風幼稚園 無料
西宮市立春風幼稚園
0798-26-6152

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 西宮市 ② 作品展
園児達が作った作品を鑑賞します。また、遊べる制作物は、手にとって一緒に遊ぶ
こともできます。

11月29日～30日 西宮市立南甲子園幼稚園 西宮市立南甲子園幼稚園 無料
西宮市立南甲子園幼稚園
0798-46-1608

兵庫県 西宮市 ② 幼稚園ウィーク
幼稚園を1日公開し､県・市サッカー協会の協力によるキッズサッカー教室を開催し
たり、老人会をはじめ地域の方々と交流したりします。

10月22日～25日 西宮市立高須西幼稚園 西宮市立高須西幼稚園 無料
西宮市立高須西幼稚園
0798-48-4121

　

兵庫県 西宮市 ② 作品展
園児の作品を見てもらったり、制作したものを使って保護者や未就園児、保育所の
子供、地域の方々と一緒に遊んだりします。

11月29日～30日 西宮市立高須西幼稚園 西宮市立高須西幼稚園 無料 　
西宮市立高須西幼稚園
0798-48-4121

兵庫県 西宮市 ② 作品展
園児の作品を見てもらったり、制作したものを使って保護者や未就園児、地域の
方々と一緒に遊んだりします。

11月21日～22日 西宮市立鳴尾東幼稚園 西宮市立鳴尾東幼稚園 無料
【鳴尾東幼稚園HP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/naruo
higashik/

西宮市立鳴尾東幼稚園
0798-41-4542

兵庫県 西宮市 ② 造形活動参観日 幼児が制作した作品を展示したり、その作品を使って遊んだりします。 11月24日，27日 西宮市立小松幼稚園 西宮市立小松幼稚園 無料 　
西宮市立小松幼稚園
0798-46-4087

兵庫県 西宮市 ② にぎわい
近隣こども園・保護者・地域の方々と交流し、伝統の袖下踊りを踊ったり、仲良し遊
びをしたりします。

10月17日 西宮市山口ホール 西宮市立山口幼稚園 無料
西宮市立山口幼稚園
078-904-3707

兵庫県 西宮市 ② 人形劇鑑賞 園児、保護者、未就園児と一緒に人形劇を鑑賞します。 11月6日 西宮市山口ホール 西宮市立山口幼稚園 無料
西宮市立山口幼稚園
078-904-3707

兵庫県 西宮市 ② 作品展 作品展2日目は未就園児と交流したり、地域の方に作品をみていただいたりします。 11月29日 西宮市立山口幼稚園 西宮市立山口幼稚園 無料
西宮市立山口幼稚園
078-904-3707

兵庫県 西宮市 ② 焼き芋大会 サツマイモの収穫を喜び、保護者、老人クラブ、未就園児と供に食します。 11月7日 西宮市立名塩幼稚園園庭 西宮市立名塩幼稚園 無料
【名塩幼稚園HP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/najiok
/

西宮市立名塩幼稚園
0797-61-0952

兵庫県 西宮市 ② 作品展
園児たちが制作した物を使って、保護者、地域の人たちとお店屋さんごっこを展開し
ます。

11月21日 西宮市立名塩幼稚園遊戯室 西宮市立名塩幼稚園 無料
【名塩幼稚園HP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/najiok
/

西宮市立名塩幼稚園
0797-61-0952

兵庫県 西宮市 ② にぎわい・作品展
子どもたちの作品展示があります。老人会の方と一緒に昔遊び（こままわし、お手
玉、紙鉄砲等）をします。

11月28日 西宮市立生瀬幼稚園 西宮市立生瀬幼稚園 無料
西宮市立生瀬幼稚園
0797-84-9464

兵庫県 西宮市 ① 青少年健全育成のつどい 一般市民を対象に、青少年の健全育成を目的とした講演会を開催します。 11月21日 西宮市民会館アミティホール 西宮市・西宮市教育委員会 無料

西宮市教育委員会青少年育成
課
0798-35-3873
0798-35-3870

兵庫県 西宮市 ①③ 指定文化財公開展
平成29年10月11日に西宮市指定重要有形文化財となった「足塚古墳出土品」につ
いて、全202点を展示します。

9月1日～11月25日 西宮市立郷土資料館 西宮市立郷土資料館 無料

【郷土資料館HP】
https://www.nishi.or.jp/bunka/rekishitob
unkazai/ritsukyodoshiryokan/shiteibunk
azai2018.html

西宮市立郷土資料館
0798-33-1298

兵庫県 西宮市 ①③ 今月のアラカルト
「古墳時代の物質文化6～韓式系土器～」をテーマに、古墳から出土した土器を紹
介します。

10月30日～11月25日 西宮市立郷土資料館 西宮市立郷土資料館 無料
西宮市立郷土資料館
0798-33-1298

兵庫県 西宮市 ①③ 紙すき教室 名塩紙の原料などを使って和紙を漉きます。 11月11日
西宮市立郷土資料館分館名塩和紙学習
館

西宮市立郷土資料館
西宮市立郷土資料館分館名塩
和紙学習館
0797-61-0880

兵庫県 西宮市 ①③
文化財ウォーク「芦屋から西宮
の文化財をめぐる」

芦屋から西宮市にかけて史跡や文化財をウォーキング形式で訪ねます。担当学芸
員が現地で解説するとともにFMラジオで中継放送します。

11月18日 西宮市立郷土資料館 無料
西宮市立郷土資料館
0798-33-1298

兵庫県 西宮市 ①②
第55回西宮市人権・同和教育
研究集会

あらゆる差別解消と人権文化の創造のため、様々な分野から市民が集い、実践に
基づいた取り組みを交流し学び合うことにより、人権教育の一層の推進を図ります。

11月11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 　
西宮市人権・同和教育協議会
0798-35-3158

兵庫県 西宮市 ① にしのみや人権フォーラム 講演会やパネル展示など、人権教育や啓発を行います。 12月4日～10日
西宮市立中央公民館，西宮市プレラホー
ル等

西宮市，西宮市教育委員会 無料
人権教育推進課
0798-35-3892

兵庫県 西宮市 ① 西宮市民文化祭 市内で活動している公民館グループや文化団体等が1年の成果を披露します。 10月13日～23日 各公民館　他
西宮市，西宮市文化振興財団，西宮
市教育委員会

無料
西宮市文化振興財団
0798-33-3146

兵庫県 西脇市 ② 親子人権学習 参観日の一環として、親子による人権学習を行います。 10月20日 西脇市立西脇小学校 西脇市立西脇小学校 無料
西脇市立西脇小学校
0795-22-3025

兵庫県 西脇市 ② 人権講演会 保護者と児童がともに人権について考えます。 10月20日 西脇市立西脇小学校
西脇市立西脇小学校
西脇小学校ＰＴＡ

無料
西脇市立西脇小学校
0795-22-3025

兵庫県 西脇市 ② 校内音楽会 学年ごとに合唱・合奏の演奏をします。オーケストラの演奏もあります。 11月12日～18日 西脇市立西脇小学校 西脇市立西脇小学校 無料
西脇市立西脇小学校
0795-22-3025

兵庫県 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実施します。 10月17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

兵庫県 西脇市 ② 音楽発表会 各クラス・学年で練習した合唱・合奏を、保護者や地域の方々に発表します。 11月9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

兵庫県 西脇市 ② マラソン大会
PTAの方が、コース各所に立ち、児童の安全確保に努めていただきます。保護者の
応援を受けて児童が走ります。

12月7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

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 西脇市 ① 親子人権講演会
人権参観およびＰＴＡ講演会
「インターネットトラブル防止」講演会を行います。

10月21日
西脇市立日野小学校
体育館

西脇市立日野小学校
ＰＴＡ

無料
【西脇市立日野小学校HP】
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/hinoelem
entaryschool/

西脇市立日野小学校
0795-22-3864

兵庫県 西脇市 ② 芸術鑑賞会
芸術鑑賞会
文化庁文化芸術による子供の育成事業

10月24日
西脇市立日野小学校
体育館

西脇市立日野小学校 無料
【西脇市立日野小学校HP】
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/hinoelem
entaryschool/

西脇市立日野小学校
0795-22-3864

兵庫県 西脇市 ③ オープンスクール
オープンスクール
授業及び学校生活を公開します。

11月15日,16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HP】
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/hinoelem
entaryschool/

西脇市立日野小学校
0795-22-3864

兵庫県 西脇市 ④
オープンスクール
(音楽会)

音楽発表会
児童の合唱・合奏を発表します。

11月17日
西脇市立日野小学校
体育館

西脇市立日野小学校 無料
【西脇市立日野小学校HP】
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/hinoelem
entaryschool/

西脇市立日野小学校
0795-22-3864

兵庫県 西脇市 ② オープンスクール 学校開放と授業公開を行います。 10月26日～27日 西脇市立比延小学校 西脇市立比延小学校 無料
【西脇市立比延小学校】
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/hieeleme
ntaryschool/

西脇市立比延小学校
0795-22-4619

兵庫県 西脇市 ② 親子人権学習
保護者や地域の方にも参加いただいて児童と一緒に考えていただく授業と親子人
権講演会を行い、みんなで人権について考える日とします。講演会は、元オリンピッ
ク日本代表小林祐梨子さんから話を聞きます。

10月26日 西脇市立比延小学校 西脇市立比延小学校 無料
【西脇市立比延小学校】
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/hieeleme
ntaryschool/

西脇市立比延小学校
0795-22-4619

兵庫県 西脇市 ②
こみせん比也野まつり鼓笛パ
レード

本校の誇る伝統の鼓笛隊が、地域行事こみせん祭りのオープニングとして、本校か
ら会場のこみせん前鹿野町グラウンドまでの道路をパレードします。グラウンドでは
演奏の披露もします。

11月3日
比延小学校→
こみせん比也野間道路

こみせん比也野
比延地区自治協議会

無料
【西脇市立比延小学校】
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/hieeleme
ntaryschool/

西脇市立比延小学校
0795-22-4619

兵庫県 西脇市 ② 音楽会
児童による音楽の学習の成果を発表します。オープニングは、本校伝統の鼓笛隊
の演奏を披露します。

11月10日 西脇市立比延小学校 西脇市立比延小学校 無料
【西脇市立比延小学校】
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/hieeleme
ntaryschool/

西脇市立比延小学校
0795-22-4619

兵庫県 西脇市 ② 校内マラソン大会
体育の持久走の学習のまとめとして、学校を発着地点とした日本のへそ公園までの
コースで実施します。1か月ほどのかけあし訓練や体育での練習を重ね、学年に応
じた距離を力いっぱい走ります。

12月7日 西脇市立比延小学校 西脇市立比延小学校 無料
【西脇市立比延小学校】
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/hieeleme
ntaryschool/

西脇市立比延小学校
0795-22-4619

兵庫県 西脇市 ② オープンスクール 公開授業、親子人権学習、朗読会、小規模特認校説明会を行います。 10月27日,30日 西脇市立双葉小学校 西脇市立双葉小学校 無料
西脇市立双葉小学校
0795-22-8136

兵庫県 西脇市 ② 教科研修会
市内国語科担当者研修会と兼ねて、校内授業研究会を行います。（3年生国語/講
師：元京都女子大付属小・吉永幸司先生）

11月13日 西脇市立双葉小学校 西脇市立双葉小学校 無料
西脇市立双葉小学校
0795-22-8136

兵庫県 西脇市 ② 体験入学 小規模特認校入学検討者を対象に、体験入学を行います。 11月26日～27日 西脇市立双葉小学校 西脇市立双葉小学校 無料
西脇市立双葉小学校
0795-22-8136

兵庫県 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25日～27日 西脇市立芳田小学校 西脇市立芳田小学校 無料
西脇市立芳田小学校
0795-27-0014

兵庫県 西脇市 ② 祖父母交流会 児童の祖父母に来てもらい、交流を深めます。 10月25日 西脇市立芳田小学校 西脇市立芳田小学校 無料
西脇市立芳田小学校
0795-27-0014

兵庫県 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。また、いずみ寮の方を招待
し、交流を行います。

10月27日 西脇市立芳田小学校 西脇市立芳田小学校 無料
西脇市立芳田小学校
0795-27-0014

兵庫県 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実施します。 11月30日 西脇市立芳田小学校 西脇市立芳田小学校 無料
西脇市立芳田小学校
0795-27-0014

兵庫県 西脇市 ② オープンスクール 学校公開及び授業参観を行います。 11月1日～3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

兵庫県 西脇市 ② 校内音楽会（オープン） 児童が歌・合奏を発表します。 11月3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

兵庫県 西脇市 ② オープンスクール 学校公開及び授業参観を行います。 10月26日～27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

兵庫県 西脇市 ②③
児童に対する伝統的工芸品教
育事業

5年児童が播州毛鉤の話を聞いたり、実演を見たり、実際に体験をしたりします。 10月26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

兵庫県 西脇市 ②
児童と乳幼児のふれあい交流
事業

6年児童が乳幼児とのふれあい交流を体験します。 10月26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

兵庫県 西脇市 ② 租税教室 6年児童が納税協会の方から税に関する話を聞きます。 2月4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

兵庫県 西脇市 ② 音楽会 園児・児童が歌・合奏を発表します。 10月27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

兵庫県 西脇市 ② オープンスクール
学校公開・人権（道徳）授業参観およびＰＴＡ人権講演会（シンガーソングライター
「悠以」さんによるＬＧＢＴ理解への講演とコンサート）

11月9日 西脇市立西脇中学校
西脇中学校西脇中学校
ＰＴＡ

無料
西脇市立西脇中学校
0795-22-2725

兵庫県 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4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

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 西脇市 ② オープンスクール 保護者・地域への授業公開をします。 11月2日
西脇市立
西脇東中学校

西脇市立
西脇東中学校

無料
西脇市立西脇東中学校
0795-22-3905

兵庫県 西脇市 ② 東中文化祭 人権弁論大会・合唱コンクール･音楽部演奏･生徒による演劇を行います。 11月4日
西脇市立
西脇東中学校

西脇市立
西脇東中学校

無料
西脇市立西脇東中学校
0795-22-3905

兵庫県 西脇市 ② 文化祭
合唱コンクール・有志劇・人権弁論大会・研究発表・吹奏楽部コンサートなどを行い
ます。

11月4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

兵庫県 西脇市 ① 人権教育講演会 ＰＴＡ主催で、講師を招聘し生徒、保護者が学び合う機会とします。 10月26日
西脇市立
西脇南中学校

西脇市立西脇南中学校
ＰＴＡ

無料
西脇市立西脇南中学校
0795-22-3553

兵庫県 西脇市 ② オープンスクール
オープンスクールの一環として、校区内小学6年生を授業に招待します。（人権弁論
大会・合唱コンクール･吹奏楽部演奏･演劇・展示等の発表）

11月4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ｰ28-2072

兵庫県
播磨高原
広域事務
組合

② 参観授業・教育講演会 各クラスの授業参観と生徒・保護者対象のカウンセリング講演会を行います 10月9日
播磨高原広域事務組合立播磨高原東中
学校

播磨高原広域事務組合立播磨高原東
中学校

無料
播磨高原広域事務組合立播磨
高原東中学校
0791-58-0981

兵庫県
播磨高原
広域事務
組合

② 学習発表会 合唱や論文の発表と芸術鑑賞を行います。 10月26日
播磨高原広域事務組合立播磨高原東中
学校

播磨高原広域事務組合立播磨高原東
中学校

無料
播磨高原広域事務組合立播磨
高原東中学校
0791-58-0981

兵庫県
播磨高原
広域事務
組合

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5日～9日
播磨高原広域事務組合立播磨高原東中
学校

播磨高原広域事務組合立播磨高原東
中学校

無料
播磨高原広域事務組合立播磨
高原東中学校
0791-58-0981

兵庫県
播磨高原
広域事務
組合

② マラソン大会 生徒のマラソン大会と保護者参加の豚汁食事会を行います。 12月14日
播磨高原広域事務組合立播磨高原東中
学校

播磨高原広域事務組合立播磨高原東
中学校

無料
播磨高原広域事務組合立播磨
高原東中学校
0791-58-0981

兵庫県
播磨高原
広域事務
組合

② 音楽会 歌や合奏など、日ごろ成果を発表します。 10月27日
播磨高原広域事務組合立播磨高原東小
学校

播磨高原広域事務組合立
播磨高原東小学校

無料
播磨高原広域事務組合立
播磨高原東小学校
0791-58-0328

兵庫県 播磨町 ② オープンスクール 学校の授業を地域、保護者に公開し、学校教育に対して理解を推進します。 10月27日 播磨町立播磨中学校 播磨町立播磨中学校 無料
【播磨町立播磨中学校HP】
http://www.harimaj.ed.jp/

播磨町立播磨中学校
079-437-8147

兵庫県 播磨町 ② オープンスクール 全学級の授業を公開して、保護者や地域の方々に参観していただきます。 10月27日 播磨町立播磨南中学校 播磨町立播磨南中学校 無料
【播磨町立播磨南中学校HP】
http://www.harinanj.ed.jp

播磨町立播磨南中学校
078-943-6622

兵庫県 播磨町
①②
③④

教育講演会
日本初義手の看護師であり、北京・ロンドンパラリンピック競泳種目で、日本代表選
手にもなられた伊藤真波さんに、「あきらめない心」というテーマで講演をしていただ
きます。

11月12日～18日
播磨町立播磨南中学校
体育館

播磨町立播磨南中学校 無料
【播磨町立播磨南中学校HP】
http://www.harinanj.ed.jp

播磨町立播磨南中学校
078-943-6622

兵庫県 播磨町 ②③ 文化祭
全クラスによる合唱コンクールや文化部の発表、生徒による自由参加の発表などを
行います。

10月31日
播磨町立播磨南中学校
体育館

播磨町立播磨南中学校 無料
【播磨町立播磨南中学校HP】
http://www.harinanj.ed.jp

播磨町立播磨南中学校
078-943-6622

兵庫県 播磨町 ②
教育講演会（2年生対象、性教
育）

中学2年生を対象に、助産婦さんの講話や映像を視聴し、生と性についての学習を
深めます。

11月9日
播磨町立播磨南中学校
体育館

播磨町立播磨南中学校 無料
【播磨町立播磨南中学校HP】
http://www.harinanj.ed.jp

播磨町立播磨南中学校
078-943-6622

兵庫県 播磨町 ② 校内音楽会
各学年ごとに「合唱」「合奏」を行います。音楽クラブの演奏や全校生の合奏もありま
す。

11月10日 播磨町立播磨小学校 播磨町立播磨小学校 無料
【播磨町立播磨小学校HP】
http://www.harisyou.harimakyoiku.jp/

播磨町立播磨小学校
079-437-9849

兵庫県 播磨町 ② オープンスクール 各クラスでの授業が参観できます。授業終了後、引き渡し訓練を行います。 11月30日 播磨町立播磨小学校 播磨町立播磨小学校 無料
【播磨町立播磨小学校HP】
http://www.harisyou.harimakyoiku.jp/

播磨町立播磨小学校
079-437-9849

兵庫県 播磨町 ② 校内音楽会
1～6年の児童の音楽会。これまでの練習の成果を保護者や地域の方々に聴いてい
ただく会です。

11月10日
播磨町立蓮池小学校
体育館

播磨町立蓮池小学校 無料
【播磨町立蓮池小学校HP】
http://www.hasuike.harimakyoiku.jp/

播磨町立蓮池小学校
078-943-2211

兵庫県 播磨町 ② オープンスクール 1～4校時、各学級が通常授業を公開します。地域の方々にも声をかけます。 11月22日 播磨町立蓮池小学校 播磨町立蓮池小学校 無料
【播磨町立蓮池小学校HP】
http://www.hasuike.harimakyoiku.jp/

播磨町立蓮池小学校
078-943-2211

兵庫県 播磨町 ② 禁煙教室 5年生対象に、防煙教室（禁煙教室）を行います。たばこの害について考えます。 11月22日 播磨町立蓮池小学校 播磨町立蓮池小学校 無料
【播磨町立蓮池小学校HP】
http://www.hasuike.harimakyoiku.jp/

播磨町立蓮池小学校
078-943-2211

兵庫県 播磨町 ① 校内音楽会 日頃の学習の成果を発表します。 11月10日
播磨町立播磨西小学校
体育館

播磨町立播磨西小学校 無料
【播磨町立播磨西小学校HP】
http://www.harinishi.harimakyoiku.jp/

播磨町立播磨西小学校
079-435-3264

兵庫県 播磨町 ② 授業参観 各クラスの授業が参観できます。 10月20日 播磨町立播磨西小学校 播磨町立播磨西小学校 無料
【播磨町立播磨西小学校HP】
http://www.harinishi.harimakyoiku.jp/

播磨町立播磨西小学校
079-435-3264

兵庫県 播磨町 ② 家庭教育学級
マナ助産院の方をゲストティーチャーに、産道体験や妊婦体験などを通じて、命の誕
生について親子で認識を深めます。

11月27日
播磨町立播磨西小学校
体育館

播磨町立播磨西小学校 無料
【播磨町立播磨西小学校HP】
http://www.harinishi.harimakyoiku.jp/

播磨町立播磨西小学校
079-435-3264

兵庫県 播磨町 ② オープンスクール 保護者、地域の方に、児童の学びの様子を公開します。 12月1日 播磨町立播磨南小学校 播磨町立播磨南小学校 無料
【播磨町立播磨南小学校HP】
http://www.harinan.harimakyoiku.jp/

播磨町立播磨南小学校
078-942-0730

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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



都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先 備考

兵庫県 播磨町 ② 南っ子ふれあいまつり PTAを中心に模擬店を開き、地域の方や保護者児童の交流を深めます。 12月1日
播磨町立播磨南小学校
体育館

播磨町立播磨南小学校 無料
【播磨町立播磨南小学校HP】
http://www.harinan.harimakyoiku.jp/

播磨町立播磨南小学校
078-942-0730

兵庫県 播磨町 ① 幼稚園秋まつり（バザー）
幼稚園を公開し、家の人や地域の人たちとゲームを楽しんだり、手作り品の店で買
い物をしたりする。

10月27日 播磨町立播磨幼稚園 播磨町立播磨幼稚園 無料

【播磨町立播磨幼稚園HP】
https://www.town.harima.lg.jp/kyoikuso
mu/kyoiku/kyoiku/yochien/harimayochi
en/harimayochien.html

播磨町立播磨幼稚園
079-437-0729

兵庫県 播磨町 ② オープンスクール 幼稚園を公開し、幼稚園教育を理解してもらう機会とする。 11月13日～15日 播磨町立播磨幼稚園 播磨町立播磨幼稚園 無料

【播磨町立播磨幼稚園HP】
https://www.town.harima.lg.jp/kyoikuso
mu/kyoiku/kyoiku/yochien/harimayochi
en/harimayochien.html

播磨町立播磨幼稚園
079-437-0729

兵庫県 播磨町 ① なかよしクリーン大作戦
<全国幼稚園ウィークのイベント>
年長児が地域の人たちと町をきれいにします。

11月19日 播磨町立播磨幼稚園 播磨町立播磨幼稚園 無料

【播磨町立播磨幼稚園HP】
https://www.town.harima.lg.jp/kyoikuso
mu/kyoiku/kyoiku/yochien/harimayochi
en/harimayochien.html

播磨町立播磨幼稚園
079-437-0729

兵庫県 播磨町 ① 幼稚園秋まつり 幼稚園を公開し、家の人や地域の人達とゲームや食べ物の店を楽しみます。 10月27日 播磨町立蓮池幼稚園 播磨町立蓮池幼稚園 無料

【播磨町立蓮池幼稚園HP】
https://www.town.harima.lg.jp/kyoikuso
mu/kyoiku/kyoiku/yochien/hasuike/ind
ex.html

播磨町立蓮池幼稚園
078-942-8328

兵庫県 播磨町 ② オープンスクール 午前中の保育を、保護者や地域の人達に公開します。
11月12日,14日
,15日

播磨町立蓮池幼稚園 播磨町立蓮池幼稚園 無料

【播磨町立蓮池幼稚園HP】
https://www.town.harima.lg.jp/kyoikuso
mu/kyoiku/kyoiku/yochien/hasuike/ind
ex.html

播磨町立蓮池幼稚園
078-942-8328

兵庫県 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
年長児が地域の人達と町をきれいにします。

11月19日 播磨町立蓮池幼稚園 播磨町立蓮池幼稚園 無料

【播磨町立蓮池幼稚園HP】
https://www.town.harima.lg.jp/kyoikuso
mu/kyoiku/kyoiku/yochien/hasuike/ind
ex.html

播磨町立蓮池幼稚園
078-942-8328

兵庫県 播磨町 ② 運動会
保護者、シニアクラブ、地域の人たちに一生懸命運動に取り組む園児の頑張る姿を
見ていただきます。

10月6日 播磨町立播磨西幼稚園 播磨町立播磨西幼稚園 無料

【播磨町立播磨西幼稚園】
https://www.town.harima.lg.jp/kyoikuso
mu/kyoiku/kyoiku/yochien/harimanishi/
index.html

播磨町立播磨西幼稚園
079-435-3265

兵庫県 播磨町 ① ふれあいまつり
園児、保護者、地域の人たちとゲ-ムや食べ物の店を楽しみます。バザー開催もあ
ります。

10月27日 播磨町立播磨西幼稚園 播磨町立播磨西幼稚園 無料

【播磨町立播磨西幼稚園】
https://www.town.harima.lg.jp/kyoikuso
mu/kyoiku/kyoiku/yochien/harimanishi/
index.html

播磨町立播磨西幼稚園
079-435-3265

兵庫県 播磨町 ② オ-プンスク-ル
保護者や地域の人たちに保育を公開し、幼稚園教育を理解してもらう機会としま
す。

11月14日～16日 播磨町立播磨西幼稚園 播磨町立播磨西幼稚園 無料

【播磨町立播磨西幼稚園】
https://www.town.harima.lg.jp/kyoikuso
mu/kyoiku/kyoiku/yochien/harimanishi/
index.html

播磨町立播磨西幼稚園
079-435-3265

兵庫県 播磨町 ①
なかよしクリーン
大作戦

全国幼稚園ウィ-クｉｎはりまのイベント
年長児が地域の人たちと町をきれいにします。

11月16日 播磨町立播磨西幼稚園 播磨町立播磨西幼稚園 無料

【播磨町立播磨西幼稚園】
https://www.town.harima.lg.jp/kyoikuso
mu/kyoiku/kyoiku/yochien/harimanishi/
index.html

播磨町立播磨西幼稚園
079-435-3265

兵庫県 播磨町 ②③ 音楽会 保護者、地域の人々を対象に音楽発表会を行います。 12月13日 播磨町立播磨西幼稚園 播磨町立播磨西幼稚園 無料

【播磨町立播磨西幼稚園】
https://www.town.harima.lg.jp/kyoikuso
mu/kyoiku/kyoiku/yochien/harimanishi/
index.html

播磨町立播磨西幼稚園
079-435-3265

兵庫県 播磨町 ②③ 祖父母音楽会 園児の祖父母の方を対象に音楽発表会を行います。 12月14日 播磨町立播磨西幼稚園 播磨町立播磨西幼稚園 無料

【播磨町立播磨西幼稚園】
https://www.town.harima.lg.jp/kyoikuso
mu/kyoiku/kyoiku/yochien/harimanishi/
index.html

播磨町立播磨西幼稚園
079-435-3265

兵庫県 播磨町 ③ 播磨町美術展 日本画、洋画、書道、写真、彫塑・工芸の公募作品の展示します。 11月1日～4日 播磨町中央公民館 播磨町美術展実行委員会 無料
【播磨町HP】
https://www.town.harima.lg.jp/index.htm
l

播磨町教育委員会
生涯学習グループ
079-435-0565

兵庫県 播磨町 ③ 播磨町菊花展 菊愛好家の福助、大菊、懸崖等の作品を展示します。 10月28日～11月8日
播磨町役場
駐輪場

播磨町菊花展実行委員会 無料
【播磨町HP】
https://www.town.harima.lg.jp/index.htm
l

播磨町教育委員会
生涯学習グループ
079-435-0565

兵庫県 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3日 大中遺跡公園 大中遺跡まつり実行委員会 無料
【播磨町HP】
https://www.town.harima.lg.jp/index.htm
l

播磨町郷土資料館
079-435-5000

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 播磨町 ③ 播磨町文化祭 文化協会加盟団体の発表会を行います。 11月10日～11日 播磨町中央公民館 播磨町文化協会 無料
【播磨町HP】
https://www.town.harima.lg.jp/index.htm
l

播磨町教育委員会
生涯学習グループ
079-435-0565

兵庫県 播磨町 ① 陸上競技記録会 町内の小・中・高校生、一般を対象にした記録会を行います。 11月11日
秋ヶ池
運動場

スポーツクラブ21はりま 無料
【NPO法人スポーツクラブ21
はりまHP】
http://www.sc21-harima.com/

スポーツクラブ21はりま
079-437-2201

兵庫県 播磨町 ②③ 子ども美術展
町内の幼・小・中学校及び東はりま特別支援学校の小学部・中学部から作品を展示
します。

11月21日～25日
播磨町
中央公民館

播磨町教育委員会
学校教育グループ

無料
【播磨町HP】
https://www.town.harima.lg.jp/index.htm
l

播磨町教育委員会
学校教育グループ
079-435-0545

兵庫県 播磨町 ① 長なわとび大会 町内の小・中・高校生、一般を対象にした長なわとびの大会を行います。 11月24日
播磨町
総合体育館

スポーツクラブ21はりま 無料
【NPO法人スポーツクラブ21
はりまHP】
http://www.sc21-harima.com/

スポーツクラブ21はりま
079-437-2201

兵庫県 播磨町 ① こころふれあう町民のつどい 人権をテーマにした講演会を行います。 12月9日
播磨町
中央公民館

播磨町教育委員会
生涯学習グループ

無料
【播磨町HP】
https://www.town.harima.lg.jp/index.htm
l

播磨町教育委員会
生涯学習グループ
079-435-0565

兵庫県 播磨町 ② クリーンキャンペーン
兵庫県立播磨南高等学校生徒会による播磨町内の通学路等の清掃に、本校生が
参加し交流を深めます。

10月27日 播磨町内 播磨南高校生徒会
兵庫県立東はりま特別支援学
校
079-420-2820

兵庫県 播磨町 ③ 大中遺跡まつり
播磨町主催の「大中遺跡まつり」に兵庫県立播磨南高等学校生徒会と協力してブー
スを出店します。

11月3日 大中遺跡公園 播磨町

【播磨町大中遺跡まつりのWEBサイト】
https://www.town.harima.lg.jp/kyodoshir
yokan/kanko/kanko/isekimatsuri/index.
html

兵庫県立東はりま特別支援学
校
079-420-2820

兵庫県 播磨町 ①④
特別展
「装飾大刀と日本刀-煌めきの
刀剣文化-」

遺跡から出土した弥生時代から江戸時代の刀剣などを主な展示資料として、日本
人が愛した刀剣の歴史をたどります。

10月6日～12月2日
県立考古博物館
特別展示室

県立考古博物館
【県立考古博物館のHP】
http://www.hyogo-koukohaku.jp/

県立考古博物館学芸課
079-437-5562

9:30～17:00
(入場は16:30まで)

兵庫県 播磨町 ①④
特別展講演会
「装飾大刀からたどる倭と古代
朝鮮諸国とのかかわり」

開催中の特別展関連の講演会です。講師は京都大学白眉センターの金宇大特定
助教です。

10月6日
県立考古博物館
講堂

県立考古博物館 無料
【県立考古博物館のHP】
http://www.hyogo-koukohaku.jp/

県立考古博物館学芸課
079-437-5562

13:30～15:00
定員120名

兵庫県 播磨町 ①
体験講座
「古代の大刀の柄頭に挑戦」

合金を溶かして、古代大刀の柄頭をつくります。 10月14日
県立考古博物館
体験学習室

県立考古博物館
【県立考古博物館のHP】
http://www.hyogo-koukohaku.jp/

県立考古博物館学習支援課
079-437-5564

10:00～15:30
定員16名
小学4年生以上
※要予約

兵庫県 播磨町 ①
体験講座
「組紐でマフラーをつくろう1」

極太毛糸で組紐のマフラーをつくります。（初級編） 10月20日
県立考古博物館
体験学習室

県立考古博物館
【県立考古博物館のHP】
http://www.hyogo-koukohaku.jp/

県立考古博物館学習支援課
079-437-5564

10:00～12:00
定員5名
小学4年生以上
※要予約

兵庫県 播磨町 ①
体験講座
「組紐でマフラーをつくろう2」

極太毛糸で組紐のマフラーをつくります。（上級編） 10月20日
県立考古博物館
体験学習室

県立考古博物館
【県立考古博物館のHP】
http://www.hyogo-koukohaku.jp/

県立考古博物館学習支援課
079-437-5564

13:30～15:30
定員5名
高校生以上
※要予約

兵庫県 播磨町 ①④
特別展講演会
「金と銀の大刀からみた兵庫
の古代」

開催中の特別展関連の講演会です。講師は奈良大学の豊島直博准教授です。 10月20日
県立考古博物館
講堂

県立考古博物館 無料
【県立考古博物館のHP】
http://www.hyogo-koukohaku.jp/

県立考古博物館学芸課
079-437-5562

13:30～15:00
定員120名

兵庫県 播磨町 ①④
特別展講演会
「日本刀への過程と比較史」

開催中の特別展関連の講演会です。講師は（公財）とちぎ未来づくり財団埋蔵文化
財センター津野仁副主幹兼課長です。

10月27日
県立考古博物館
講堂

県立考古博物館 無料
【県立考古博物館のHP】
http://www.hyogo-koukohaku.jp/

県立考古博物館学芸課
079-437-5562

13:30～15:00
定員120名

兵庫県 播磨町 ①④
特別展講演会
「中世の日本刀と拵（こしら
え）」

開催中の特別展関連の講演会です。講師は（公財）黒川古文化研究所の川見典久
研究員です。

11月24日
県立考古博物館
講堂

県立考古博物館 無料
【県立考古博物館のHP】
http://www.hyogo-koukohaku.jp/

県立考古博物館学芸課
079-437-5562

13:30～15:00
定員120名

兵庫県 播磨町 ①④
講演会
「近畿の中近世墓-兵庫県の
調査成果を中心に-」

講師は（公財）兵庫県まちづくり技術センター西口圭介副課長です。 12月8日
県立考古博物館
講堂

県立考古博物館 無料
【県立考古博物館のHP】
http://www.hyogo-koukohaku.jp/

県立考古博物館学芸課
079-437-5562

13:30～15:00
定員120名

兵庫県 播磨町 ①
体験講座
「人物埴輪をつくろう」

人物埴輪をつくります 12月16日
県立考古博物館
体験学習室

県立考古博物館
【県立考古博物館のHP】
http://www.hyogo-koukohaku.jp/

県立考古博物館学習支援課
079-437-5564

10:00～15:00
定員15名
小学4年生以上
※要予約

兵庫県 姫路市 ② ようちえんで遊ぼうDAY 子育て支援の一環として地域の未就園児親子に園庭を開放しています。 10月30日,11月27日
姫路市立水上幼稚園
園庭

姫路市立水上幼稚園 無料
【水上幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/mizukami-
k/

姫路市立水上幼稚園
079-224-7058

兵庫県 姫路市 ② お店屋さんごっこ
園児が主体的に取り組んでいるお店屋さんごっこに、保護者や地域の方、未就園児
親子を招待し、一緒に楽しんでいただきます。

10月30日
姫路市立水上幼稚園
園庭

姫路市立水上幼稚園 無料
【水上幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/mizukami-
k/

姫路市立水上幼稚園
079-224-7058

兵庫県 姫路市 ② 幼小合同音楽会 幼小合同の音楽会を開催し、保護者や地域の方に音楽活動を発表します。 11月10日
姫路市立水上小学校
体育館

姫路市立水上幼稚園 無料
【水上幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/mizukami-
k/

姫路市立水上幼稚園
079-224-7058

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 姫路市 ② 幼小合同音楽会 幼稚園と小学校が合同で音楽活動を披露します。 11月10日
姫路市立広峰小学校
体育館

姫路市立広峰小学校
姫路市立広峰小幼稚園

無料
【広峰幼稚園】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/hiromine-
k/

姫路市立広峰幼稚園
079-282-0727

兵庫県 姫路市 ③ 音楽会 小学校の児童と一緒に音楽会を行い、斉唱やミュージックベルの演奏をします。 10月27日
姫路市立城西小学校
体育館

姫路市立城西小学校 無料
姫路市立城西幼稚園
079-293-3633

兵庫県 姫路市 ③ じょうさいっこカーニバル 運動会を行い、かけっこや表現等の運動遊びをします。 11月17日
姫路市立城西幼稚園
園庭

姫路市立城西幼稚園 無料
姫路市立城西幼稚園
079-293-3633

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール 保護者や未就園児を招待し、お店屋さんごっこを行います。 10月16日 姫路市立安室東幼稚園 姫路市立安室東幼稚園 無料
姫路市立安室東幼稚園
079-294-2144

兵庫県 姫路市 ②
オープンスクール
幼稚園運動会

幼稚園の運動会を開催します。保護者・地域の方にも参加していただき、幼稚園教
育への理解と関心を広めます。

10月20日
姫路市立高岡幼稚園
園庭

姫路市立高岡幼稚園 無料
【高岡幼稚園HP】http://www.himeji-
hyg.ed.jp/takaoka-k/index.cfm

姫路市立高岡幼稚園
079-292-4162

兵庫県 姫路市 ① 幼稚園で遊ぼうDAY
地域の未就園児に幼稚園を開放します。戸外で遊んだり、パラバルーンをしたりしま
す。 10月30日 姫路市立高岡幼稚園 姫路市立高岡幼稚園 無料

【高岡幼稚園HP】http://www.himeji-
hyg.ed.jp/takaoka-k/index.cfm

姫路市立高岡幼稚園
079-292-4162

兵庫県 姫路市 ① 幼稚園で遊ぼうDAY
地域の未就園児に幼稚園を開放します。戸外で遊んだり音楽遊びをしたりして遊び
ます。 11月27日 姫路市立高岡幼稚園 姫路市立高岡幼稚園 無料

【高岡幼稚園HP】http://www.himeji-
hyg.ed.jp/takaoka-k/index.cfm

姫路市立高岡幼稚園
079-292-4162

兵庫県 姫路市 ② 曽左幼稚園フェスティバル
PTAによるフリーマーケット、輪投げやストラックアウトなどのゲームコーナーや園児
による子どもカフェがあります。

11月23日 姫路市立曽左幼稚園 姫路市立曽左幼稚園
【曽左幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/sosa-k/

姫路市立曽左幼稚園
079-266-0110

兵庫県 姫路市 ② ファミリースポーツデー 幼稚園で家族や地域の未就園児と共に運動会ごっこを行います。 10月13日
姫路市立青山幼稚園
園庭

姫路市立青山幼稚園 無料
【青山幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/aoyama-k/

姫路市立青山幼稚園
079-267-0085

兵庫県 姫路市 ② ふれあい音楽会 幼稚園と小学校の園児・児童が歌ったり演奏をしたりします。 11月10日
姫路市立青山小学校
体育館

姫路市立青山小学校 無料
【青山幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/aoyama-k/

姫路市立青山幼稚園
079-267-0085

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール
“城東っこ遊び広場へようこそ（お店やさんごっこ）”と題し、園児が協同して遊びを展
開します。同時に絵画展も開催します。

11月21日 姫路市立城東幼稚園 姫路市立城東幼稚園 無料
【城東幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/joto-k/

姫路市立城東幼稚園
079-223-0925

兵庫県 姫路市 ① 作品展示発表会 地域の公民館の作品展の一角に園児の作品を展示します。 10月27日～28日 姫路市立城東公民館 姫路市立城東公民館 無料
姫路市立城東公民館
079-289-8198

兵庫県 姫路市 ② ふれあい運動会
親子、異年齢児、地域の方々や異世代との触れ合いを深めながら、運動会を行い
ます。

10月13日
姫路市立城陽幼稚園
園庭

姫路市立城陽幼稚園 無料
姫路市立城陽幼稚園
079-224-0417

兵庫県 姫路市 ② 幼小合同音楽会
幼稚園と小学校合同音楽会で、保護者や地域の方々に歌やミュージックベル奏を
披露します。

11月10日
姫路市立城陽小学校
体育館

姫路市立城陽小学校
姫路市立城陽幼稚園

無料
姫路市立城陽幼稚園
 079-224-0417

兵庫県 姫路市 ② キッズランド 地域の未就園児親子に園庭を開放します。 毎週月曜日
姫路市立城陽幼稚園
園庭

姫路市立城陽幼稚園 無料
姫路市立城陽幼稚園
 079-224-0417

兵庫県 姫路市 ② クリスマス音楽会
園児の合奏・歌を鑑賞していただいた後、専門の講師先生による音楽あそびを楽し
みます。

12月13日
姫路市立城陽幼稚園
遊戯室

姫路市立城陽幼稚園 無料
姫路市立城陽幼稚園
079-224-0417

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール 保育公開と保護者研修をします。 11月13日 姫路市立手柄幼稚園 姫路市立手柄幼稚園 無料
姫路市立手柄幼稚園
079-297-2533

兵庫県 姫路市 ② さつまいも掘り
地域の方々と一緒に5月に植え付けをした農園で、さつまいもを掘る体験活動をしま
す。

10月18日
姫路市立荒川小学校
体験農園

姫路市立荒川小学校 無料
【荒川幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/arakawa-k/

姫路市立荒川幼稚園
 079-293-3696

兵庫県 姫路市 ② 祖父母参観 園児の祖父母を招待し、歌や昔あそびをして触れ合って遊びます。 10月25日
姫路市立荒川幼稚園
遊戯室

姫路市立荒川幼稚園 無料
【荒川幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/arakawa-k/

姫路市立荒川幼稚園
079-293-3696

兵庫県 姫路市 ② 幼小合同音楽会
幼小合同音楽会を開催し、全園児が一丸となって頑張っている姿を観ていただき、
保護者や地域の方に幼稚園教育の理解を深めていただきます。

11月17日
姫路市立荒川小学校
体育館

姫路市立荒川小学校 無料
【荒川幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/arakawa-k/

姫路市立荒川幼稚園
079-293-3696

兵庫県 姫路市 ②
オープンスクール
お店屋ごっこ

地域の社会的行事である、灘祭りの体験から、“ごっこ遊び”をします。屋台をつくっ
て担いだり、園児がお店を開いたりして、保護者や地域の方々、未就園児親子と一
緒に楽しみます。

10月30日 姫路市立糸引幼稚園 姫路市立糸引幼稚園 無料
【姫路市立糸引幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/itohiki-
k/index.cfm/1,html

姫路市立糸引幼稚園
079-245-0646

兵庫県 姫路市 ② 幼小合同音楽会
小学校と合同の音楽会で歌やミュージックベル奏を発表し、幼・小の保護者や地域
の方々に園児の音楽活動の一端を見ていただくとともに、音楽の楽しさを共有しま
す。

11月17日 姫路市立糸引幼稚園 姫路市立糸引幼稚園 無料
【姫路市立糸引幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/itohiki-
k/index.cfm/1,html

姫路市立糸引幼稚園
079-245-0646

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 姫路市 ②
おまつりごっこ
（オープンスクール）

おまつりごっこを開催し、子供たちが地域の伝統のよさを感じて主体的に遊んでい
る姿を保護者や地域住民の方に見てもらって一緒に楽しんでもらいます。

10月25日 姫路市立白浜幼稚園 姫路市立白浜幼稚園 無料
【姫路市立白浜幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/shirahama-
k/

姫路市立白浜幼稚園
079-245-0077

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール 幼稚園の保育を公開します。 10月19日 姫路市立高浜幼稚園 姫路市立 高浜幼稚園 無料
姫路市立高浜幼稚園
079-235-0879

兵庫県 姫路市 ② なかよしＤＡＹ 未就園児との交流をします。 10月9日 姫路市立高浜幼稚園 姫路市立高浜幼稚園 無料
姫路市立高浜幼稚園
079-235-0880

兵庫県 姫路市 ② 幼小合同音楽会
幼児と児童が音楽に親しみ、歌を歌ったり、簡単な楽器を使ったりなどする楽しさを
味わいます。

10月27日
姫路市立高浜小学校
体育館

姫路市立高浜幼稚園 無料
姫路市立高浜幼稚園
079-235-0880

兵庫県 姫路市 ② ようちえんで遊ぼうＤＡＹ 未就園児との交流をします。 10月30日 姫路市立高浜幼稚園
姫路市立高浜幼稚園
姫路市立高浜小学校

無料
姫路市立高浜幼稚園
079-235-0880

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール
地域の未就園児を招待し、幼稚園児による屋台の練り合わせやお店やさんごっこな
どを一緒に楽しみます。地域のおまつりを再現し、伝統文化に親しみます。

10月25日
姫路市立飾磨幼稚園
（雨天：遊戯室）

姫路市立飾磨幼稚園 無料
姫路市立飾磨幼稚園
079-235-0240

兵庫県 姫路市 ② 高校生との触れ合い遊び
県立飾磨工業高校の生徒が来園し、幼児と遊んだり一緒に昼食をとったりして育児
体験をします。

10月26日～11月8日
姫路市立飾磨幼稚園 姫路市立飾磨幼稚園

兵庫県立飾磨工業高等学校
無料

姫路市立飾磨幼稚園
079-235-0241

兵庫県 姫路市 ②
オープンスクール（おまつり
ごっこ）

幼稚園での遊びや生活を通して育ち合う園児の姿を保護者や地域の方に広く知っ
ていただく機会ためにオープンスクールを行います。

11月9日 姫路市立津田幼稚園 姫路市立津田幼稚園 無料
姫路市立津田幼稚園
079ｰ234ｰ0146

兵庫県 姫路市 ②
オープンスクール
ようこそ！あがほパークへ

未就園児を招待し、在園児が作った遊園地で親子で遊んでもらいます。また、どな
たでも自由に幼稚園内を見学してもらうオープンスクールとしています。

10月15日 姫路市立英賀保幼稚園 姫路市立英賀保幼稚園 無料
【英賀保幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/agaho-k/

姫路市立英賀保幼稚園
079-236-0375

兵庫県 姫路市 ② やわたっこカーニバル
幼稚園の運動会をします。未就園児や保護者、地域の方とふれあいながら運動遊
びを楽しみます。

10月13日 姫路市立八幡幼稚園 姫路市立八幡幼稚園 無料
【八幡幼稚園HP】http://www.himeji-
hyg.ed.jp/yawata-k/

姫路市立八幡幼稚園
079-236-0412

兵庫県 姫路市 ② ようちえんで遊ぼうDAY
未就園児に園庭と絵本の部屋を開放します。園児と一緒にわらべうた遊びや木の
実を使っておもちゃ作りをします。

10月30日 姫路市立八幡幼稚園 姫路市立八幡幼稚園 無料
【八幡幼稚園HP】http://www.himeji-
hyg.ed.jp/yawata-k/

姫路市立八幡幼稚園
079-236-0413

兵庫県 姫路市 ② ようちえんで遊ぼうDAY
未就園児に園庭と絵本の部屋を開放します。園児と一緒にリトミック遊びや絵本の
読み聞かせを楽しみます。

11月27日 姫路市立八幡幼稚園 姫路市立八幡幼稚園 無料
【八幡幼稚園HP】http://www.himeji-
hyg.ed.jp/yawata-k/

姫路市立八幡幼稚園
079-236-0414

兵庫県 姫路市 ② ふれあい音楽会 小学生や園児がベル奏・合奏・合唱等を披露します。 10月13日
姫路市立大津小学校
体育館

姫路市立大津小学校
姫路市立御国野大津幼稚園

無料
【大津幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/otsu-k/

姫路市立大津幼稚園
079-236-1528

兵庫県 姫路市 ② 運動会
園児が体操や競走、表現運動等をする様子を見ていただくとともに、親子の触れ合
いや未就園児、小学生、祖父母、地域の方との交流の場となっています。

10月27日
姫路市立大津幼稚園
園庭

姫路市立大津幼稚園 無料
【大津幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/otsu-k/

姫路市立大津幼稚園
079-236-1528

雨天順延

兵庫県 姫路市 ② ファミリーふれあいデー
園児が保護者や未就園児と一緒にお店やさんごっこを楽しみます。バザーもありま
す。

11月3日 姫路市立網干幼稚園 姫路市立網干幼稚園
【網干幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp

姫路市立網干幼稚園
079-272-0429

兵庫県 姫路市 ②
お店やさんごっこ（オープンス
クール）

園児が作った品物がたくさん並ぶお店やさんで、園児や未就園の子ども達がお店や
さんごっこを楽しみます。

11月27日 姫路市立網干幼稚園 姫路市立網干幼稚園 無料
【網干幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp

姫路市立網干幼稚園
079-272-0430

兵庫県 姫路市 ② トライやる・ウイーク
中学生より身近に感じながら、異年齢とのかかわりをもつ機会とします。姫路市立朝
日中学校の2年生と一緒に遊び、触れ合いを楽しみます。

11月5日～9日 姫路市立勝原幼稚園 姫路市立勝原幼稚園 無料
姫路市立勝原幼稚園
079-272-1600

兵庫県 姫路市 ② 幼小合同音楽会
小学校の合同開催で、小学生と共に、保護者や地域の方に園児の歌や演奏を披露
します。

11月17日
姫路市立勝原小学校
体育館

姫路市立勝原小学校 無料
姫路市立勝原幼稚園
079-272-1600

兵庫県 姫路市 ② あさひっ子カーニバル 幼児・保護者・地域の方と運動会を行います。 10月14日 姫路市立旭陽幼稚園 姫路市立旭陽幼稚園 無料
【旭陽幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/kyokuyo-k/

姫路市立旭陽幼稚園
079-272-2747

兵庫県 姫路市 ③ 作品展 幼稚園・小学校・地域の方の絵画や作品を展示します。 11月10日～11月12日 姫路市立福井総合センター 姫路市立福井総合センター 無料
【旭陽幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/kyokuyo-k/

姫路市立旭陽幼稚園
079-272-2747

兵庫県 姫路市 ② 幼小合同音楽会
幼小合同音楽会を開催し、音楽遊びへの取り組みを通して地域の方に幼稚園教育
を理解していただく機会とします。

11月10日 姫路市立豊富小学校

姫路市立御国野小学校
姫路市立豊富小学校
姫路市立御国野幼稚園
姫路市立豊富幼稚園

無料
【豊富幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/toyotomi-
k/

姫路市立豊富幼稚園
079-264-0124

兵庫県 姫路市 ② ようちえんであそぼうDay
「ようちえんであそぼうDay」を開催し、地域の未就園児と在園児が楽しく交流できる
一日とし、開かれた幼稚園教育とします。

11月13日
11月27日

姫路市立豊富幼稚園 姫路市立豊富幼稚園 無料
【豊富幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/toyotomi-
k/

姫路市立豊富幼稚園
079-264-0124

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 姫路市 ② ふれあい運動遊び
4・5歳児が協力して演技やダンス、競争競技に取り組みます。
保護者や祖父母、未就園児、小学1年生を招待して一緒に楽しみます。

10月26日
姫路市立谷外小学校
体育館

姫路市立谷外幼稚園 無料
【谷外幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/tanisoto-k

姫路市立谷外幼稚園
079-253-2632

兵庫県 姫路市 ②③ 幼小合同音楽会
小学校の音楽会に参加し、友達と一緒に心を合わせて歌やベル奏をし、一人一人
のがんばりを見ていただく。また、保護者や地域の方に幼児教育を理解していただ
く。

11月17日
姫路市立花田小学校
体育館

姫路市立花田小学校 無料
【花田小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/hanada-e/

姫路市立花田幼稚園
079-253-1680

兵庫県 姫路市 ② ふれあい運動遊び
幼稚園児主体の運動会遊びをします。綱引き、玉入れ、リレーなどの競技を園児が
行います。未就園児の種目もあります。

10月13日 姫路市立御国野幼稚園園庭 姫路市立御国野幼稚園 無料
【御国野幼稚園ＨＰ】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/mikunino-
k/

姫路市立御国野幼稚園
079-252-0572

雨天時会場：姫路市
立御国野小学校体育
館

兵庫県 姫路市 ② 幼小合同音楽会 幼稚園児と小学生が一緒に音楽会をします。園児は歌を歌ったりベル奏をします。 11月10日
姫路市御国野小学校
体育館

姫路市立御国野小学校
姫路市立御国野幼稚園

無料
【御国野幼稚園ＨＰ】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/mikunino-
k/

姫路市立御国野幼稚園
079-252-0572

兵庫県 姫路市 ① ようちえんで遊ぼうDAY 未就園児と在園児が運動遊びや楽器遊びを楽しみながら、交流します。
10月30日
11月27日

姫路市立四郷幼稚園 姫路市立四郷幼稚園 無料
姫路市立四郷幼稚園
079-252-0531

兵庫県 姫路市 ②③ 幼小合同音楽会 幼児が歌を歌ったり、ミュージックベルを演奏したりする姿を披露します。 11月3日 姫路市立四郷小学校
姫路市立四郷小学校
姫路市立四郷幼稚園

無料
姫路市立四郷幼稚園
079-252-0531

兵庫県 姫路市 ②③ 絵画作品展 幼児の絵や作品を展示します。 11月8日、9日 姫路市立四郷幼稚園 姫路市移動児童センター 無料
姫路市立四郷幼稚園
079-252-0531

兵庫県 姫路市 ②③ おんがくかい 幼児が歌をうたったり、楽器遊びをしたりする姿を披露します。 12月7日 姫路市立四郷幼稚園 姫路市立四郷幼稚園 無料
姫路市立四郷幼稚園
079-252-0531

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール 幼稚園の保育を公開します。 11月27日 姫路市立別所幼稚園 姫路市立別所幼稚園 無料
姫路市立別所幼稚園
079-252-0068

兵庫県 姫路市 ③ 絵画展 園児の描いた絵画を展示します。 11月19日～22日 姫路市立別所幼稚園 姫路市立別所幼稚園 無料
姫路市立別所幼稚園
079-252-0068

兵庫県 姫路市 ② すぽーつDAY ようちえんのミニ運動会です。 10月20日
姫路市立大塩幼稚園
園庭

姫路市立大塩幼稚園 無料
【大塩幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/oshio-k/

姫路市立大塩幼稚園
079-254-0057

兵庫県 姫路市 ②③ 音楽会 大塩小学校の体育館で小学生や園児が、歌や合奏、ベル奏などを披露します。 11月17日
姫路市立大塩小学校
体育館

姫路市立大塩小学校
姫路市立大塩幼稚園

無料
【大塩幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/oshio-k/

姫路市立大塩幼稚園
079-254-0057

兵庫県 姫路市 ①③ のじぎく祭り
大塩自治会を中心に、公民館における受講生の発表や、保・幼・小・中・大の演技発
表などが行われます。

11月18日
姫路市立大塩公民館
大塩公演

大塩自治会 無料
のじぎく祭り実行委員会
079-254-0057

兵庫県 姫路市 ③ 音楽会 幼稚園と小学校とが合同で音楽会を開催し、歌を歌ったり、合奏したりします。 11月23日
姫路市立家島小学校
体育館

姫路市立家島幼稚園 無料
【家島幼稚園HP】http://www.himeji-
hyg.ed.jp/ieshima-k/

姫路市立家島幼稚園
079-325-1802

兵庫県 姫路市 ② お祭りごっこ
地域の方や未就園の皆さんを幼稚園に招待して、お祭りごっこを一緒に楽しんでい
ただきます。

11月20日 姫路市立坊勢幼稚園 姫路市立坊勢幼稚園 無料
【坊勢幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/boze-k/

姫路市立坊勢幼稚園
079-326-0044

兵庫県 姫路市 ②
げんきっこ運動会（オープンス
クール）

未就園児・保護者・地域の方にもご参加いただき、幼稚園教育への理解と関心をふ
かめていただく機会とします。子ども達と一緒に気持ちのよい汗を流し、秋の一日を
楽しくお過しください。

10月13日
姫路市立置塩幼稚園
園庭

姫路市立置塩幼稚園 無料
【置塩幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/okishio-k/

姫路市立置塩幼稚園
079-335-2253

兵庫県 姫路市 ① ようちえんで遊ぼうDAY
地域の未就園児親子に幼稚園を開放します。園庭や砂場で遊んだり園児と楽しく交
流したりします。「ハイブリッド戦士サムライガー」もやってきます！

10月30日
姫路市立置塩幼稚園
園庭・遊戯室

姫路市立置塩幼稚園 無料
【置塩幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/okishio-k/

姫路市立置塩幼稚園
079-335-2253

兵庫県 姫路市 ①② 祖父母参観（あったか鍋）
祖父母の方を幼稚園にお招きし、園児とのふれあい遊びを楽しんでいただきます。
子育て支援の方のご協力を得て、一緒にあったか鍋もいただきます。

11月8日
姫路市立置塩幼稚園
園庭・遊戯室

姫路市立置塩幼稚園 無料
【置塩幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/okishio-k/

姫路市立置塩幼稚園
079-335-2253

兵庫県 姫路市 ① ようちえんで遊ぼうDAY
地域の未就園児親子に幼稚園を開放します。園庭や砂場で遊んだり園児と楽しく交
流したりします。

11月27日
姫路市立置塩幼稚園
園庭・遊戯室

姫路市立置塩幼稚園 無料
【置塩幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/okishio-k/

姫路市立置塩幼稚園
079-335-2253

兵庫県 姫路市 ①
すごうっこ運動会（オープンス
クール）

園児の運動会に地域の未就園児も参加することができます。また、PTAによるバ
ザーが開催されます。

10月12日 姫路市立菅生幼稚園 姫路市立菅生幼稚園 無料
【菅生幼稚園HP】http://www.himeji-
hyg.ed.jp/sugo-k/

姫路市立菅生幼稚園
079-335-0689

兵庫県 姫路市 ① ようちえんで遊ぼうDAY
未就園児とその保護者を対象に園庭を開放し、園児と一緒に遊びます。また、園児
と一緒に楽器遊びを楽しみます。

10月30日 姫路市立菅生幼稚園 姫路市立菅生幼稚園 無料
【菅生幼稚園HP】http://www.himeji-
hyg.ed.jp/sugo-k/

姫路市立菅生幼稚園
079-335-0689

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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兵庫県 姫路市 ② 保幼小合同音楽会
幼稚園、小学校、保育園が一緒に音楽会を開催し、子ども達の音楽活動の様子を
披露します。

11月17日 姫路市立菅生小学校 姫路市立菅生幼稚園 無料
【菅生幼稚園HP】http://www.himeji-
hyg.ed.jp/sugo-k/

姫路市立菅生幼稚園
079-335-0689

兵庫県 姫路市 ①
ようちえんで遊ぼうDAY（人形
劇鑑賞）

未就園児とその保護者対象。園児と一緒に人形劇を鑑賞します。 11月27日 姫路市立菅生幼稚園 姫路市立菅生幼稚園 無料
【菅生幼稚園HP】http://www.himeji-
hyg.ed.jp/sugo-k/

姫路市立菅生幼稚園
079-335-0689

兵庫県 姫路市 ② 音楽会 小学校と合同で園児の歌や合奏を披露します。 11月3日
姫路市立中寺小学校 姫路市立中寺小学校

姫路市立中寺幼稚園
無料

【中寺幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/nakadera-
k/

姫路市立中寺幼稚園
079-232-0354

兵庫県 姫路市 ②③ オープンスクール 園児の絵や作品を展示したり、つくったものでごっこ遊びをします。 12月9日 姫路市立中寺幼稚園 姫路市立中寺幼稚園 無料
【中寺幼稚園HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/nakadera-
k/

姫路市立中寺幼稚園
079-232-0354

兵庫県 姫路市 ② 音楽会 全校児童による音楽会 11月17日
姫路市立大津茂小学校
体育館

姫路市立大津茂小学校 無料
姫路市立大津茂小学校
079-273-8453

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール（音読会）
保護者や地域の方々が見守る中、隣接学年でお互いの音読を聞きあい、良い面を
交流する中で、更なる高みを目指していきます。

10月18日
姫路市立水上小学校
体育館

姫路市立水上小学校 無料
【水上小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/mizukami-
e/index.cfm

姫路市立水上小学校
079-223-2074

兵庫県 姫路市 ② 水上小学校音楽会
それぞれの学年の演奏、低学年・高学年に分かれての演奏、PTAコーラスの演奏な
どがあります。日頃の練習の成果を保護者や地域の方々に披露します。

11月10日
姫路市立水上小学校
体育館

姫路市立水上小学校 無料
【水上小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/mizukami-
e/index.cfm

姫路市立水上小学校
079-223-2074

兵庫県 姫路市 ② 水上小学校マラソン大会
保護者や地域の方々に安全面での協力をいただき、児童がかけ足練習の成果を発
揮し、ゴールを目指して精一杯走ります。

12月7日
姫路市立水上小学校
運動場周辺

姫路市立水上小学校 無料
【水上小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/mizukami-
e/index.cfm

姫路市立水上小学校
079-223-2074

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール
保護者。地域の方々を対象に、終日学校を開放し、授業その他教育活動全般を
ご覧頂き、ご意見を頂きます。

10月26日 姫路市立増位小学校 姫路市立増位小学校 無料
姫路市立増位小学校
079-284-0746

兵庫県 姫路市 ③ ふれあい音楽会
保護者・地域の方々、近隣の施設の方々を招き、児童や連携する保育園の園児が
歌や楽器の演奏を披露します。

11月17日 姫路市立増位小学校 姫路市立増位小学校 無料
姫路市立増位小学校
079-284-0746

兵庫県 姫路市 ② 幼小合同音楽会 広峰幼稚園の園児と広峰小学校の児童が歌や合奏を披露します。 11月10日
姫路市立広峰小学校
体育館

姫路市立広峰小学校 無料
【広峰小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/hiromine-
e/index.cfm

姫路市立広峰小学校
079-281-3071

兵庫県 姫路市 ② 城北小学校マラソン大会
姫路城シロトピア公園を会場に、1～6年生までが一堂に会し、地域や保護者の方々
の協力を得ながら、マラソン大会を実施します。

11月30日 姫路城シロトピア公園 姫路市立城北小学校 無料
姫路市立城北小学校
079-224-5457

兵庫県 姫路市 ③ 音楽会 野里小学校児童が舞台で歌や合奏を披露します。 10月27日 姫路市立野里小学校 姫路市立野里小学校 無料
姫路市立野里小学校
079-224-5586

兵庫県 姫路市 ② 幼小合同音楽会 城乾小学校・幼稚園合同の音楽会を行います。 10月27日
姫路市立城乾小学校
体育館

姫路市立城乾小学校
姫路市立城乾幼稚園

無料
姫路市立城乾小学校
079-294-1241

兵庫県 姫路市 ①② 授業参観及び教育講演会
全学級が道徳授業の公開をします。その後、校区住民を対象とする人権教育講演
会を開きます。

11月17日
姫路市立城乾小学校
各教室及び体育館

姫路市立城乾小学校
城乾校区人権教育推進委員会

無料
姫路市立城乾小学校
079-294-1241

兵庫県 姫路市 ② ふれあい音楽会
全校児童や幼稚園児の歌や楽器演奏の発表会を保護者や地域の方をお招きして
開催します。

10月27日 姫路市立城西小学校 姫路市立城西小学校 無料
姫路市立城西小学校
079-292-2101

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール 朝の会から終わりの会まで、児童の学校生活の全てを公開します。 11月13日 姫路市立城西小学校 姫路市立城西小学校 無料
姫路市立城西小学校
079-292-2101

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール 学校を一日自由に参観していただく 10月23日 姫路市立安室東小学校 姫路市立安室東小学校 無料
姫路市立安室東小学校
079-293-3231

兵庫県 姫路市 ② 音楽会 学年ごとの歌や合奏を公開する 11月17日
姫路市立安室東小学校
体育館

姫路市立安室東小学校 無料
姫路市立安室東小学校
079-293-3231

兵庫県 姫路市 ② 音楽会 安室小児童が、学年ごとに合唱、合奏を発表します。 11月17日
姫路市立安室小学校
体育館

姫路市立安室小学校 無料
姫路市立安室小学校
079-297-5353

兵庫県 姫路市 ② ふれあい音楽会
全校児童が、練習してきた合奏や合唱を、保護者や地域の方々に披露して、音楽を
楽しんでいただきます。

9月29日
姫路市立高岡小学校
体育館

姫路市立高岡小学校 無料
姫路市立高岡小学校
079-297-5008

兵庫県 姫路市 ① 家庭教育講演会
中村経子スクールカウンセラーによる、保護者や地域住民対象の講演会です。親と
しての関わり方について考え、子育てを見直す機会とします。

11月16日
姫路市立高岡小学校
体育館

姫路市立高岡小学校 無料
姫路市立高岡小学校
079-297-5008

兵庫県 姫路市 ② マラソン大会
自分のめあてに向かって努力を続けてきた成果を保護者や地域の方々に見ていた
だきます。

11月30日 名古山霊園 姫路市立高岡小学校 無料
姫路市立高岡小学校
079-297-5008

兵庫県 姫路市 ② ふれあい音楽会
保護者・地域の皆様を対象に、各学年による合唱・合奏等の音楽発表を行います。
また、ＰＴＡコーラス部による合唱や参加者全員による全員合唱もあります。

10月27日
姫路市立高岡西小学校
体育館

姫路市立高岡西小学校 無料
【高岡西小学校HP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/takaokanishi-e/index.cfm

姫路市立高岡西小学校
079-298-0078

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 姫路市 ② 音楽会
小学校1～6年生と幼稚園が、歌唱と合奏を行い、保護者や地域の方々に音楽の楽
しさを伝えます。

11月3日
姫路市立曽左小学校
体育館

姫路市立曽左小学校 無料
【曽左小学校ＨＰ】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/sosa-e/

姫路市立曽左小学校
079-266-1073

兵庫県 姫路市 ②
オープンスクール（峰相フェス
ティバル）

「峰相フェスティバル」は各教室等で子どもたちが開く模擬店集会です。 10月19日 姫路市立峰相小学校 姫路市立峰相小学校 無料
姫路市立峰相小学校
079-266-8838

兵庫県 姫路市 ② 家庭教育講演会
元ＹＴＶアナウンサー清水健氏を講師として招聘し「大切な人の『想い』と
ともに」を演題に、命の尊さを講演していただきます。

10月19日
姫路市立峰相小学校
体育館

姫路市立峰相小学校PTA
姫路市立曽左小学校PTA
姫路市立書写中PTA

無料
姫路市立峰相小学校
079-266-8838

峰相小創立40周年記
念事業

兵庫県 姫路市 ① ふれあいペタンク大会 地域のお年寄りの指導で、子どもたちがペタンクを教わります。 10月28日
姫路市立元峰相幼稚園
遊戯室
（現放課後児童クラブ）

峰相校区老人クラブ・子ども会 無料
峰相校区老人クラブ
079-266-4578

兵庫県 姫路市 ② 音楽会
全校生による合唱と合奏を行います。（曽左幼稚園の園児も
ハンドベル奏と合唱に参加予定です。）

11月17日
姫路市立峰相小学校
体育館

姫路市立峰相小学校 無料
姫路市立峰相小学校
079-266-8838

兵庫県 姫路市 ② 保幼小交流授業
峰相小1年生と3保育園（サンこども園、白鳥保育園、みねあい保育園）の園児との
心あたたまる交流会を行います。

11月27日 姫路市立峰相小学校 姫路市立峰相小学校 無料
姫路市立峰相小学校
079-266-8838

兵庫県 姫路市 ① ふれあいコンサート
公民館主催で、高島真理子氏指導のもと、みんなで音楽を楽しむ目的で開催されま
す。

12月2日
姫路市立元峰相幼稚園遊戯室
（現放課後児童クラブ）

姫路市立峰相公民館 無料
姫路市立峰相公民館
079-267-0052

兵庫県 姫路市 ① 白鳥校区住民運動会
三世代の交流と、地域住民相互の親睦と交流を深める。自治会が中心となって毎
年開催されている恒例行事。

11月3日 姫路市飾西飾西公園 白鳥校区連合自治会 無料
【白鳥小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/hakucho-
e/

姫路市立白鳥小学校
079-266-0073

駐車場が無い為車で
の来場不可

兵庫県 姫路市 ②③ 白鳥小学校音楽会
音楽会の活動を通して主体性・協力性を育てる。地域とのふれあいの場を設けるこ
とにより、学校教育に対する理解を深めると共に、音楽の活性化を図る。

11月17日
姫路市立白鳥小学校
体育館

姫路市立白鳥小学校 無料
【白鳥小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/hakucho-
e/

姫路市立白鳥小学校
079-266-0073

駐車場が無い為車で
の来校不可

兵庫県 姫路市 ① 白鳥っ子ふれあいまつり
白鳥小学校ＰTAが主体となり、各種団体と協賛して、ふれあい福祉バザーや模擬
店、ケームなどの出し物で、地域住民の交流を図る。

11月23日
姫路市立白鳥小学校
体育館・校舎

姫路市立白鳥小学校PTA 無料
【白鳥小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/hakucho-
e/

姫路市立白鳥小学校
079-266-0073

駐車場が無い為車で
の来校不可

兵庫県 姫路市 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公開し，青山小学校の魅力や特色，地域
の宝である子どもたちの頑張りを見ていただきます。

10月30日
姫路市立青山小学校
各教室

姫路市立青山小学校 無料
【青山小学校ＨＰ】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/aoyama-
e/index.cfm

姫路市立青山小学校
079-267-0082

兵庫県 姫路市 ② 音楽会
全校児童が練習してきた合奏や合唱等を，保護者や地域の方々に披露して，音楽
を楽しんでいただきます。

11月10日
姫路市立青山小学校
体育館

姫路市立青山小学校 無料
【青山小学校ＨＰ】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/aoyama-
e/index.cfm

姫路市立青山小学校
079-267-0082

兵庫県 姫路市 ② 盲導犬教室
盲導犬とのふれあいを通して、盲導犬訓練士について、視覚障がいについて学びま
す。

11月2日
姫路市立太市小学校
体育館

姫路市立太市小学校 無料
姫路市立太市小学校
079-269-0310

兵庫県 姫路市 ② わがまち太市の未来予想図
気球に乗り、空から太市の町を眺め、地図で見るだけでなく空から自分たちの町の
様子を見ることで、太市の豊かな自然を実感し、これからの太市を考えます。

11月23日
姫路市立太市小学校
運動場

姫路市立太市小学校 無料
姫路市立太市小学校
079-269-0310

兵庫県 姫路市 ① 人権講演会
元岡山県立盲学校教頭先生の波乱万丈の物語を通して,つらいときの粘りやしのぎ
方、師弟愛、家族愛、勉強、スポーツの意味などについて学びます。

11月23日
姫路市立太市小学校
体育館

太市校区人権教育推進委員会 無料
姫路市立太市小学校
079-269-0310

兵庫県 姫路市 ②
オープンスクール
人権教育講演会

終日，授業を公開し，内1時間は，全学級が人権学習を行います。また、講師を招聘
し、人権教育講演会も実施します。

10月26日
姫路市立東小学校
教室・体育館

姫路市立東小学校 無料
【東小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/higashi-
e/index.cfm

姫路市立東小学校
079-282-0921

兵庫県 姫路市 ② 音楽会
各学年の児童が，合奏と合唱を披露します。地域の保育所の幼児も参加して演奏
し，地域の方々や幼児との交流を深めます。

11月17日
姫路市立東小学校
体育館

姫路市立東小学校 無料
【東小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/higashi-
e/index.cfm

姫路市立東小学校
079-282-0921

兵庫県 姫路市 ②
オープンスクール、城東フェス
ティバル、
城東ふれあい祭り

授業や集会活動等を通して保護者及び地域住民に教育活動を公開します。 11月3日 姫路市立城東小学校 姫路市立城東小学校 無料
姫路市立城東小学校
079-282-0924

兵庫県 姫路市 ② 音楽会 全校児童による音楽会を開催します。 10月28日 姫路市立船場小学校 姫路市立船場小学校 無料
【船場小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/senba-e/

姫路市立船場小学校
079-293-0936

兵庫県 姫路市 ② 音楽会
日頃の音楽学習の成果を発表する場として練習を通して合唱・合奏の技能を高める
とともに、保護者や地域住民と共に音楽の楽しさや素晴らしさを味わいます。

11月10日
姫路市立城陽小学校
体育館

姫路市立城陽小学校 無料
姫路市立城陽小学校
079-222-1702

兵庫県 姫路市 ② 音楽会
隣接する手柄幼稚園との合同音楽会幼稚園児と各学年の合唱や器楽合奏を披露
する

10月27日
午前9時より

姫路市立手柄小学校 姫路市立手柄小学校 無料
姫路市立手柄小学校
079-293-0227

本校に駐車場はあり
ません
※隣接する姫路文化
センター駐車場の利
用可

兵庫県 姫路市 ② マラソン大会
11月初旬より体力向上のために取り組んだ、チャレンジラン（持久走）の総仕上げと
して、隣接するウインク陸上競技場にて、学年毎のマラソン大会を実施する。

11月29日
午前9時より

姫路市陸上競技場
（ウインク陸上競技場）

姫路市立手柄小学校 無料
姫路市立手柄小学校
079-293-0227

陸上競技場に隣接す
る
県立武道館や姫路球
場の駐車場の利用可

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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兵庫県 姫路市 ② 音楽会 歌唱、合奏等、各学年ごとに日頃の音楽的学習の成果を披露する。 11月17日
姫路市立荒川小学校
体育館

姫路市立荒川小学校 無料
姫路市立荒川小学校
079-298-2754

兵庫県 姫路市 ①③ オープンスクール・八木小祭り
児童が地域の伝統を学び、継承するための大事な行事である「八木小祭り」と1～5
年生が考えた出店を披露します。

10月20日 姫路市立八木小学校 姫路市立八木小学校 無料
姫路市立八木小学校
079-245-0849

兵庫県 姫路市 ② ふれあい音楽会
八木認定こども園の子どもたちも参加し、各学年の合奏や隣接学年で練習した歌な
どを発表します。

11月10日 姫路市立八木小学校 姫路市立八木小学校 無料
姫路市立八木小学校
079-245-0849

兵庫県 姫路市 ①② みんなでもちをつこう会
兵庫西農業協同組合姫路灘支店、八木連合自治会、姫路市社会福祉協議会八木
支部の協賛と八木老人クラブの協力でもちつき大会を行います。

12月8日 姫路市立八木小学校 みんなでもちをつこう会実行委員会 無料
姫路市立八木小学校
079-245-0849

兵庫県 姫路市 ② 音楽会
全校児童の合唱・合奏等の演奏を通して、表現・鑑賞能力を伸ばし、豊かな情操を
養うとともに、保護者・地域住民にも公開し、学習成果の発表の場とします。

11月17日
姫路市立糸引小学校
体育館

姫路市立糸引小学校 無料
姫路市立糸引小学校
079-245-0941

兵庫県 姫路市 ②
灘中ふれあいコンサート 灘中学校の小中学生による、コーラス、吹奏楽、和太鼓等の演奏を披露し「ふれあ

う」ことにより、学校・家庭・地域が連携し、児童生徒の健全育成を図ります。
11月17日

姫路市
松原八幡神社境内

姫路市立灘中学校 無料
灘校区
愛護育成委員会
079-245-0226

兵庫県 姫路市 ② 音楽会
普段の学習活動の成果を発表する場を設けることにより、学習意欲や音楽性を高
めることを目的としています。

11月23日
姫路市立白浜小学校
体育館

姫路市立白浜小学校 無料
白浜校区
愛護育成委員会
079-245-4521

兵庫県 姫路市 ②
灘中学校ブロック「No！メディ
ア・ウィーク」

テレビやＤＶＤ、ゲーム、スマートフォン等の電子メディアから離れ、集中して学習し
たり、、読書や家族との会話などを楽しんだりします。

11月5日～9日
姫路市立妻鹿小学校
児童の各家庭

姫路市立妻鹿小学校
【妻鹿小学校ＨＰ】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/mega-e/

姫路市立妻鹿小学校
079-245-1120

兵庫県 姫路市 ② 音楽会 小学生が、日頃の音楽学習の成果を発表します。 11月17日
姫路市立妻鹿小学校
体育館

姫路市立妻鹿小学校 無料
【妻鹿小学校ＨＰ】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/mega-e/

姫路市立妻鹿小学校
079-245-1120

兵庫県 姫路市 ③ ふれあいコンサート
小学校のスクールバンド、中学校の吹奏楽部、地域有志のバンド演奏やコーラス、
幼稚園のダンス等を体育館で行います。教室では、作品展示や吹き矢体験、運動
場では地域サッカーチームによる体験教室等も行われます。

11月11日 姫路市立飾磨小学校
飾磨小学校区地域夢プラン運営委員
会

無料
姫路市立飾磨小学校
079-235-1636

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール 保護者や地域のみなさんを対象に、授業を中心とした学校生活を公開します。 10月23日 姫路市立飾磨小学校 姫路市立飾磨小学校 無料
姫路市立飾磨小学校
079-235-1636

兵庫県 姫路市 ② 音楽会
保護者や地域のみなさんを対象にし、学年ごとの合唱や合奏、全校生による合唱な
どを公開します。

11月3日 姫路市立飾磨小学校 姫路市立飾磨小学校 無料
姫路市立飾磨小学校
079-235-1636

兵庫県 姫路市 ② 音楽会
全校生が学年ごとに、日頃の音楽教育の成果の発表の場として、合唱や合奏を披
露します。

10月27日
姫路市立津田小学校
体育館

姫路市立津田小学校 無料
【津田小学校ＨＰ】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/tsuda-e/

姫路市立津田小学校
079-235-5783

兵庫県 姫路市 ②
オープンスクール（教育講演
会）

全校生が日頃の学習の様子を公開します。また、体育館にて児童や保護者、地域
の方を対象に教育講演会を開催します。

11月17日 姫路市立津田小学校 姫路市立津田小学校 無料
【津田小学校ＨＰ】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/tsuda-e/

姫路市立津田小学校
079-235-5783

兵庫県 姫路市 ② マラソン大会
全校生が日頃の体育学習の成果の発表の場として、学年で定めた距離の完走を目
指します。

11月28日 津田公園 姫路市立津田小学校 無料
【津田小学校ＨＰ】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/tsuda-e/

姫路市立津田小学校
079-235-5783

兵庫県 姫路市 ② 音楽会 全校児童による日頃の歌や演奏の成果を発表します。 11月10日
姫路市立英賀保小学校
体育館

姫路市立英賀保小学校 無料
姫路市立英賀保小学校
079-236-1346

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール 保護者・地域に授業の様子を公開します。 11月14日 姫路市立八幡小学校 姫路市立八幡小学校 無料
【八幡小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/yawata-e/

姫路市立八幡小学校
079-236-4555

兵庫県 姫路市 ② オープンスクル
オープンスクールの中で「親子人権」どの学級も道徳・人権の授業を1時間行い、親
子で考える日としています。その他、色々な講習会も行っています。

11月16日
姫路市立広畑小学校
各教室

姫路市立広畑小学校 無料
姫路市立広畑小学校
079-236-5555

兵庫県 姫路市 ② マラソン大会
毎日の練習の成果を発揮し、自分の目標に向けて走る姿は感動です。苦しい時に
は、沿道の応援がとても励みになります。

10月24日
姫路市立広畑第二小学校
周辺道路

姫路市立広畑第二小学校 無料
姫路市立広畑第二小学校
079-236-0865

兵庫県 姫路市 ② ふれあい音楽会
1年生から6年生の小学生が歌唱と器楽の演奏を披露します。幼稚園児やPTAコ-ラ
スの演奏もあり、地域住民の方もたくさん招待してふれあいます。

11月10日
姫路市立広畑第二小学校
体育館

姫路市立広畑第二小学校 無料
姫路市立広畑第二小学校
079-236-0865

兵庫県 姫路市 ② 音楽会
日頃の、音楽の時間での学習について、その成果を発表します。歌唱や合奏、リ
コーダー奏など、バラエティーに富んだ音楽会です。
最後に、職員全員での合奏を伴奏に、「ふるさと」を大合唱します。

10月13日 姫路市立大津小学校 姫路市立大津小学校 無料
姫路市立大津小学校
079-236-3751

兵庫県 姫路市 ② 音楽会 全校児童による音楽会 11月17日
姫路市立大津茂小学校
体育館

姫路市立大津茂小学校 無料
姫路市立大津茂小学校
079-273-8453

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 姫路市 ② オープンスクール
二日間にわたって授業や給食、清掃等教育活動の様子を保護者や地域の方々に
公開します。

10月10日～11日 姫路市立網干小学校 姫路市立網干小学校 無料
【網干小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/aboshi-e/

姫路市立網干小学校
079-274-0401

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール・教育講演会
学校を保護者・地域の皆様に開放し、オープンスクールを実施します。道徳の授業
を全学級で公開します。また、教育講演会を開催します。

10月30日 姫路市立網干西小学校 姫路市立網干西小学校 無料

【網干西小学校HP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/aboshinishi-e/

姫路市立網干西小学校
079-273-6106

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール
すべての学級において道徳の授業を公開し、本校における道徳教育の取組を保護
者、地域住民等に啓発するとともに、人権意識の高揚を図る。

10月18日 姫路市立勝原小学校 姫路市立勝原小学校 無料
姫路市立勝原小学校
079-273-6655

兵庫県 姫路市 ② 教育講演会
第18代伝承太鼓屋六右衛門代表取締役杉本大士氏を招聘し、保護者・地域住民等
を対象に「太鼓と命（仮）」と題して講演会を実施する。

10月18日 姫路市立勝原小学校 姫路市立勝原小学校 無料
姫路市立勝原小学校
079-273-6655

兵庫県 姫路市 ② 音楽会 平素の音楽科教育の成果を保護者・地域住民等に公開する。 11月17日 姫路市立勝原小学校 姫路市立勝原小学校 無料
姫路市立勝原小学校
079-273-6655

兵庫県 姫路市 ①②
オープンスクール・人権教育講
演会

オープンスクールでは、全てのクラスが道徳の授業を行います。また、人権教育講
演会では児童・保護者・地域の方が一緒に参加して人権について学びます。

11月17日
姫路市立旭陽小学校
体育館

姫路市立旭陽小学校 無料
【旭陽小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/kyokuyo-
e/

姫路市立旭陽小学校
079-273-6688

兵庫県 姫路市 ② 校区大運動会
日頃行っている体育科の学習を地域の方々に発信するとともに、PTAや保護者地
域住民との交流を深めます。

9月29日
姫路市立余部小学校
運動場

姫路市立余部小学校 無料
姫路市立余部小学校
079-271-1649

兵庫県 姫路市 ② 稲刈り 5月から育ててきた学校田の稲刈りをPTAや地域の協力のもと行います。 10月3日
姫路市立余部小学校
学校田

姫路市立余部小学校 無料
姫路市立余部小学校
079-271-1649

兵庫県 姫路市 ② おにぎり集会 家族及び地域の方々を招いて収穫米をおにぎりにして食べます。 11月3日
姫路市立余部小学校
体育館

姫路市立余部小学校 無料
姫路市立余部小学校
079-271-1649

兵庫県 姫路市 ② しめ縄づくり 老人クラブの協力でしめ縄作りを行います。 12月18日
姫路市立余部小学校
体育館

姫路市立余部小学校 無料
姫路市立余部小学校
079-271-1649

兵庫県 姫路市 ②③ ふれあい音楽会
小学校の児童の他、船津こども園の園児も出演し、保護者や地域の方々に日ごろ
の練習の成果を披露するとともに、音楽の楽しさを味わってもらいます。

11月3日
姫路市立船津小学校
体育館

姫路市立船津小学校 無料
【船津小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/funatsu-e/

姫路市立船津小学校
079-232-0040

兵庫県 姫路市 ①
第27回姫路市農林漁業まつり
姫路市立山田小学校6年生ミ
ニトライやる

姫路市農林漁業まつりに今年も山田小学校6年生が参加します。9月に種まきをして
育てた大根を販売する体験学習（ミニトライやる）を行います。

11月10日 姫路市立農業振興センター 姫路市農林漁業まつり実行委員会
【山田小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/yamada-e/

姫路市立山田小学校
079-263-2018

兵庫県 姫路市 ②
姫路市立山田小学校・山田こ
ども園ふれあい音楽会

山田小学校全校児童、山田こども園児が隣接学年ごとにステージを披露します。日
頃の音楽学習の成果を保護者や地域の皆様にご覧いただきます。

11月3日
姫路市立山田小学校
体育館

姫路市立山田小学校 無料
【山田小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/yamada-e/

姫路市立山田小学校
079-263-2018

兵庫県 姫路市 ③ 音楽会 幼稚園・小学校における音楽学習の発表をします。 11月11日
姫路市立豊富小学校
体育館

姫路市立豊富小学校
姫路市立豊富幼稚園

無料
【豊富小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/toyotomi-
e/

姫路市立豊富小学校
079-264-0021

兵庫県 姫路市 ②③
オープンスクール並びに教育
講演会

授業・休み時間・給食時間・清掃時間等、学校の教育活動を保護者や地域の方々
に公開します。また、兵庫県情報セキュリティーサポータの篠原嘉一先生を講師とし
て、教育講演会を開催予定です。

10月1日
姫路市立谷内小学校
各教室及び体育館

姫路市立谷内小学校 無料
【谷内小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/taniuchi-
e/index.cfm

姫路市立谷内小学校
079-262-0001

兵庫県 姫路市 ②③ 音楽会
小学校児童が合奏や合唱を保護者や地域の方に発表します。校区の城山中学校
ギターマンドリンクラブの皆さんの演奏も予定です。

10月27日
姫路市立谷内小学校
体育館

姫路市立谷内小学校 無料
【谷内小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/taniuchi-
e/index.cfm

姫路市立谷内小学校
079-262-0001

兵庫県 姫路市 ② 運動会 谷外幼･小全校園児児童による運動会を行います。 10月13日 姫路市立谷外小学校 姫路市立谷外小学校 無料
【谷外小学校ＨＰ】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/tanisoto-
e/

姫路市立谷外小学校
079-253-3400

兵庫県 姫路市 ③ 芸術鑑賞会 かかし座による影絵劇「長ぐつをはいたねこ」を鑑賞します。 10月18日 姫路市立谷外小学校 姫路市立谷外小学校
【谷外小学校ＨＰ】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/tanisoto-
e/

姫路市立谷外小学校
079-253-3400

兵庫県 姫路市 ① ため池教室
県政150周年記念事業として豊国西「皿池」において谷外小3年生児童が参加し「た
め池教室」を行います。

10月18日 豊国西皿池 豊国西農区 無料
【谷外小学校ＨＰ】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/tanisoto-
e/

姫路市立谷外小学校
079-253-3400

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール 授業等学校を開放し普段の学校生活を見ていただきます。 11月13日～14日 姫路市立谷外小学校 姫路市立谷外小学校 無料
【谷外小学校ＨＰ】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/tanisoto-
e/

姫路市立谷外小学校
079-253-3400

兵庫県 姫路市 ② 人権作文発表会 各学級代表児童による人権作文の発表会を行います。 11月22日 姫路市立谷外小学校 姫路市立谷外小学校 無料
【谷外小学校ＨＰ】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/tanisoto-
e/

姫路市立谷外小学校
079-253-3400

兵庫県 姫路市 ② ふれあい参観
保護者・地域の方々と児童が，学年ごとに，昔遊びをしたり，作品作りをしたり，
ニュースポーツを楽しんだりします。

10月20日 姫路市立花田小学校 姫路市立花田小学校 無料
【花田小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/hanada-
e/index.cfm

姫路市立花田小学校
079-253-8118

兵庫県 姫路市 ② 音楽会 幼小合同の音楽会を開催します。 11月17日 姫路市立花田小学校 姫路市立花田小学校 無料
【花田小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/hanada-
e/index.cfm

姫路市立花田小学校
079-253-8118

兵庫県 姫路市 ② 音楽会
日頃練習してきた合唱や合奏を保護者や地域の方々、幼稚園や保育所の子どもた
ちの前で発表します。

11月7日
姫路市立御国野小学校
体育館

姫路市立御国野小学校 無料
【御国野小学校ＨＰ】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/mikunino-
e/

姫路市立御国野小学校
079-252-3696

兵庫県 姫路市 ② 音楽会 幼稚園と小学校とが合同で音楽会を開催し、歌を歌ったり合奏したりします。 11月3日
姫路市立四郷小学校
体育館

姫路市立四郷小学校
姫路市立四郷幼稚園

無料
【四郷小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/shigo-e/

姫路市立四郷小学校
079-252-3636

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 姫路市 ② オープンスクール
小学校児童の学習の様子を保護者・地域が自由に見学できます。同日体育館にて
教育講演会も開催されます。

10月27日 姫路市立別所小学校教室 体育館 姫路市立別所小学校 無料
【別所小学校HP】
http://onibasunosato.daa.jp/

姫路市立別所小学校
079-252-0849

兵庫県 姫路市 ② 音楽会 小学校児童の演奏を発表します。 11月17日
姫路市立別所小学校
体育館

姫路市立別所小学校 無料
【別所小学校HP】
http://onibasunosato.daa.jp/

姫路市立別所小学校
079-252-0849

兵庫県 姫路市 ② マラソン大会 小学校児童の力走を幼稚園・保育所・ＰＴＡ・地域が応援に来ます。 12月5日
姫路市立別所小学校
運動場・周辺

姫路市立別所小学校 無料
【別所小学校HP】
http://onibasunosato.daa.jp/

姫路市立別所小学校
079-252-0849

兵庫県 姫路市 ②
姫路市立的形小学校
音楽会

全校児童が日頃練習してきた合奏や合唱を保護者や地域住民に心をこめて演奏し
ます。

10月27日 姫路市立的形小学校体育館 姫路市立的形小学校 無料
姫路市立的形小学校
079-254-0127

兵庫県 姫路市 ② 学校祭り
6年生が演奏する獅子笛と太鼓に合わせて、保育所・幼稚園から5年生までの園児・
児童が手作りの獅子で、区ごとに獅子舞を披露し、6年生は、本物の獅子頭のミニ
チュア版で獅子舞をします。

10月18日
姫路市立大塩小学校
運動場

姫路市立大塩小学校 無料 【大塩小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/oshio-e/

姫路市立大塩小学校
079-254-0547

兵庫県 姫路市 ② 音楽会 全校児童・園児による合唱・合奏。保護者や地域住民の方も来校。 11月17日
姫路市立大塩小学校
体育館

姫路市立大塩小学校 無料
【大塩小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/oshio-e/

姫路市立大塩小学校
079-254-0547

兵庫県 姫路市 ② のじぎく見ようDay
5月に全校児童が地域の山に植えたのじぎくの成長を観察する。地域の「のじぎく保
存会」の協力のもと総合学習の一環として取り組む予定

11月下旬 馬坂・日笠山 姫路市立大塩小学校 無料 【大塩小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/oshio-e/

姫路市立大塩小学校
079-254-0547

兵庫県 姫路市 ② 音楽会
こども園と合同で合奏・合唱を披露します。小学生は低・中・高学年に分かれて発表
します。保護者をはじめ、地域の方も多数参加されます。

11月17日
姫路市立林田小学校
体育館

姫路市立林田小学校 無料
【林田小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/hayashida-
e

姫路市立林田小学校
079-261-2005

兵庫県 姫路市 ① 三木家俳句展
地元の小中学校3校合同の俳句展「ふるさとを詠む」を林田大庄屋旧三木家住宅で
開催します。

11月6日～12月3日 三木家住宅 NPO法人新風林田 無料
NPO法人新風林田
079-261-2338

兵庫県 姫路市 ② 音楽会 小学校の児童が合唱や合奏をします。 11月3日
姫路市立伊勢小学校
体育館

姫路市立伊勢小学校 無料
姫路市立伊勢小学校
079-261-2062

兵庫県 姫路市 ③
ふるさとを詠む
～林田・伊勢児童生徒俳句展
～

小中学校の児童生徒の俳句を展示します。 11月6日～12月3日
旧三木家住宅
（林田大庄屋）

姫路市立伊勢小学校
姫路市立林田小学校
姫路市立林田中学校

姫路市立伊勢小学校
079-261-2062
姫路市立林田小学校
079-261-2005
姫路市立林田中学校
079-261-2013

兵庫県 姫路市 ② 幼・小合同音楽会 園児・児童たちが、合奏や合唱を披露します。 11月23日
姫路市立家島小学校
体育館

姫路市立家島小学校
姫路市立家島幼稚園

無料
【家島小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/ieshima-e/

姫路市立家島小学校
079-325-0059

兵庫県 姫路市 ③ 海の子コンサート
各学年による合唱や合奏、全員合唱の舞台発表を通して音楽に親しみ、保護者、
地域の方との交流を図ります。

11月17日
姫路市立坊勢小学校
体育館

姫路市立坊勢小学校 無料
【姫路市立坊勢小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/boze-e/

姫路市立坊勢小学校
079-326-0015

兵庫県 姫路市 ② 音楽会 各学年が、練習してきた合奏や合唱等を保護者や地域の方々に発表します。 11月3日
姫路市立置塩小学校
体育館

姫路市立置塩小学校 無料
姫路市立置塩小学校
079-335-2252

兵庫県 姫路市 ② 音楽会（オープンスクール） 日頃から練習してきた合奏や合唱を保護者や地域の方々の前で発表する。 10月27日 姫路市立古知小学校 姫路市立古知小学校 無料
姫路市立古知小学校
079-336-0269

兵庫県 姫路市 ② 収穫祭（オープンスクール）
学校と連合自治会等の団体と連携して行う。地域と連携して防災訓練・収穫祭（餅
つき・和太鼓の演奏等）を行う。

11月10日 姫路市立古知小学校
姫路市立古知小学校
一校区一家族運営委員会

無料
姫路市立古知小学校
079-336-0269

兵庫県 姫路市 ② 表現学習発表会
児童の様々な表現活動（音楽、群読、学習したことなど）の発表会です。前之庄こど
も園も参加します。

11月3日
姫路市立前之庄小学校
体育館

姫路市立前之庄小学校 無料
【前之庄小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/maenosho-
e/index.cfm/

姫路市立前之庄小学校
079-336-0044

兵庫県 姫路市 ② 表現活動発表会 学年単位で歌・劇PTAの出演もあります 11月17日
姫路市立莇野小学校
体育館

姫路市立莇野小学校 無料
【莇野小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/azono-
e/index.cfm

姫路市立莇野小学校
079-336-0604

兵庫県 姫路市 ② 莇野っ子祭り 児童会の自主的な縦割り活動オープンスクール 11月30日 姫路市立莇野小学校 姫路市立莇野小学校 無料
【莇野小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/azono-
e/index.cfm

姫路市立莇野小学校
079-336-0604

兵庫県 姫路市 ② マラソン大会 全校生参加のマラソン大会保護者の自主的な参加もあります 12月5日
姫路市立莇野小学校
周辺

姫路市立莇野小学校 無料
【莇野小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/azono-
e/index.cfm

姫路市立莇野小学校
079-336-0604

兵庫県 姫路市 ② 学習発表会
児童が低・中・高学年に分かれて、（音楽科を中心とした）学習の成果を発表しま
す。

11月3日
姫路市立上菅小学校
体育館

姫路市立上菅小学校 無料
【上菅小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/jokan-
e/index.cfm

姫路市立上菅小学校
079-335-0218

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 姫路市 ②③ 音楽会 保幼小合同の音楽会です。 11月17日
姫路市立菅生小学校
体育館

姫路市立上菅小学校 無料
【上菅小学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/jokan-
e/index.cfm

姫路市立菅生小学校
079-335-0006

兵庫県 姫路市 ② 音楽会 こども園・小学校の合同演奏会です。合唱や合奏を披露します。 11月3日
姫路市立香呂小学校
体育館

姫路市立香呂小学校 無料
姫路市立香呂小学校
079-232-0124

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール
2日間、オープンスクールを実施します。1日目には、6年生と社会福祉協議会の方と
の交流行事を行います。2日目には、道徳の参観授業を実施します。

10月12日～13日 姫路市立中寺小学校 姫路市立中寺小学校 無料
【中寺小学校ＨＰ】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/nakadera-
e/

姫路市立中寺小学校
079-232-0049

兵庫県 姫路市 ② 音楽会 1年生から6年生までが学年毎に合唱と合奏を発表します。 11月3日
姫路市立中寺小学校
体育館

姫路市立中寺小学校 無料
【中寺小学校ＨＰ】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/nakadera-
e/

姫路市立中寺小学校
079-232-0049

兵庫県 姫路市 ② 音楽会
児童が、日頃の合奏や合唱等の練習の成果を保護者や地域の方々、校区のこども
園の園児、福祉施設の方々を招待して発表します。

11月3日
姫路市立安富南小学校
体育館

姫路市立安富南小学校 無料
【安富南小学校HP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/yasutomiminami-e/

姫路市立安富南小学校
0790-66-2023

兵庫県 姫路市 ③ もちつき大会 校区の各地域で老人会を中心にもちつきをして交流を深めます。 11月4日 各公民館 各地区老人会 無料
姫路市立安富北小学校
0790-66-2021

兵庫県 姫路市 ① 姫路市森林・林業体験フェア 地域活性化と林業啓発のイベントに和太鼓演奏をすることで地域の絆を深めます。 11月17日 グリーンステーション鹿ケ壺
姫路市森林・林業体験フェア実行委員
会

姫路市立安富北小学校
0790-66-2021

兵庫県 姫路市 ② 学習発表会 平素の学習の発表を通して保護者や地域住民に教育活動を公開します。 11月24日 姫路市立安富北小学校 姫路市立安富北小学校 無料
【安富北小学校ＨＰ】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/yasutomikita-e/index.cfm

姫路市立安富北小学校
0790-66-2021

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール・授業参観 授業や文化部の展示などの教育活動の様子を保護者や地域の方々に公開します。 11月23日
姫路市立増位中学校
各教室

姫路市立増位中学校 無料
姫路市立増位中学校
079-224-9110

兵庫県 姫路市 ① PTAバザー
PTA会員の各家庭に眠っている不用品の中から拠出していただいた商品を展示し
地域住民やPTA会員に販売します。

11月23日
姫路市立増位中学校
体育館

姫路市立増位中学校 無料
姫路市立増位中学校
079-224-9110

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール 授業参観等学校の様子を保護者や地域住民の方々に公開します。 11月12日～16日 姫路市立広嶺中学校 姫路市立広嶺中学校 無料
姫路市立広嶺中学校
079-222-2756

兵庫県 姫路市 ② 文化発表会1日目 課題曲合唱コンクール、展示部門発表、お茶席等を行います。 11月12日 姫路市立広嶺中学校 姫路市立広嶺中学校 無料
姫路市立広嶺中学校
079-222-2756

兵庫県 姫路市 ② 文化発表会2日目 自由曲合唱コンクール、舞台発表等を行います。 11月13日 パルナソスホール 姫路市立広嶺中学校 無料
姫路市立広嶺中学校
079-222-2756

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール 保護者や地域住民に学校の教育活動を公開する 10月29日～11月2日 姫路市立城乾中学校 姫路市立城乾中学校 無料
姫路市立城乾中学校
079-294-2151

兵庫県 姫路市 ③ オープンスクール（作品展）
小学校、聴覚支援学校とも交流し、生徒・児童の絵画や書道等の作品を展示公開
する

11月1日 姫路市立城乾中学校 姫路市立城乾中学校 無料
姫路市立城乾中学校
079-294-2151

兵庫県 姫路市 ③ 教育講演会 小中が連携し、地域と共に人権を考える 11月17日 姫路市立城乾小学校 姫路市立城乾小学校 無料
姫路市立城乾中学校
079-294-2151

兵庫県 姫路市 ② 道徳公開授業 校内研修の一環として、校内で道徳参観授業を行う 10月12日 姫路市立城乾中学校 姫路市立城乾中学校 無料
姫路市立城乾中学校
079-294-2151

兵庫県 姫路市 ② 第5回オープンスクール
オープンスクールとして合唱リハーサルの公開、弁論および生徒作品の展示鑑賞、
茶華道部によるお茶会の開催

11月14日 姫路市立安室中学校 姫路市立安室中学校 無料
【安室中学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/yasumuro-
j/

姫路市立安室中学校
079-293-2761

兵庫県 姫路市 ②
姫路市立安室中学校第39回
文化発表会

各クラスの合唱等、日頃の文化的学習の成果を発表する。 11月15日 姫路市文化センター 姫路市立安室中学校 無料
【安室中学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/yasumuro-
j/

姫路市立安室中学校
079-293-2761

兵庫県 姫路市 ② 車いす体験学習 地域の方の指導により1学年生徒が車いすを体験する事で実践力を培う。 11月19日、22日 姫路市立安室中学校 姫路市立安室中学校 無料
【安室中学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/yasumuro-
j/

姫路市立安室中学校
079-293-2761

兵庫県 姫路市 ② 文化発表会（舞台発表の部）
各学級による合唱コンクール、学年合唱、芸術鑑賞、吹奏楽部の演奏、生徒会劇の
発表を行います。

11月6日 パルナソスホール 姫路市立書写中学校 無料
【書写中学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/shosha-j/

姫路市立書写中学校
079-267-1703

兵庫県 姫路市 ①
少年の主張弁論大会北西ブ
ロック大会

北西ブロックの中学校の代表生徒が弁論を行います。 11月10日 姫路市西市民センター 姫路市、姫路市教育委員会 無料
【書写中学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/shosha-j/

姫路市立書写中学校
079-267-1703

兵庫県 姫路市 ②
講演会（プロから学ぶ創造力
育成事業）

講師に野村美治氏（アース製薬株式会社研究開発部アドバイザー)をお招きし、特
別授業を行っていただく予定です。

11月27日
姫路市立書写中学校
体育館

姫路市立書写中学校 無料
【書写中学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/shosha-j/

姫路市立書写中学校
079-267-1703
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兵庫県 姫路市 ②
オープンスクール及び文化発
表会

文化発表会の一貫で授業公開ならびに文化活動の公開や作品展示を行う 10月29日～11月2日
姫路市立大白書中学校
校舎及び体育館

姫路市立大白書中学校 無料
姫路市立大白書中学校
079-266-0154

兵庫県 姫路市 ② 文化発表会 合唱コンクールや文化部活動の発表等を行います。 11月2日 姫路市立東光中学校 姫路市立東光中学校 無料
【東光中学校HP】
http://toko-jun.main.jp/

姫路市立東光中学校
079-224-9927

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール
日頃の生徒たちの学習状況や教育活動を知っていただく機会とするための公開授
業参観等を行います。

11月9日～10日 姫路市立東光中学校 姫路市立東光中学校 無料
【東光中学校HP】
http://toko-jun.main.jp/

姫路市立東光中学校
079-224-9927

兵庫県 姫路市 ② 学芸発表会 優秀クラスによる合唱と文化部による発表 11月2日 姫路市文化センター 姫路市立山陽中学校 無料
姫路市立山陽中学校
079-297-1610

兵庫県 姫路市 ①②
灘中学校区ふれあいコンサー
ト

灘校区の健全育成のために、楽器の演奏等を等して、地域の色々な世代の方々と
ふれあう。

11月17日 姫路市松原八幡神社境内 姫路市立灘中学校区愛護育成会 無料
【灘中学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/nada-j/

姫路市立灘中学校
079-245-0226

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール 学校公開をし、普段の様子を見ていただきます。 10月24日～25日 姫路市立飾磨中学校 姫路市立飾磨東中学校 無料
【飾磨東中HP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/shikamahigashi-j/

姫路市立飾磨東中学校
079-235-5875

兵庫県 姫路市 ② 作品展
小学校・中学校の美術作品と中学校の社会，理科，家庭，国語，書道などを展示し
ます。

10月24日～25日 姫路市立飾磨中学校 姫路市立飾磨東中学校 無料
【飾磨東中HP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/shikamahigashi-j/

姫路市立飾磨東中学校
079-235-5875

兵庫県 姫路市 ② 文化発表会
・生徒会による寸劇，合唱コンクール，吹奏楽部による演奏等を行います。
・文化発表会の中で中学生防災ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰ東北ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ発表会をします。

10月29日 姫路市文化センター 姫路市立飾磨東中学校 無料
【飾磨東中HP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/shikamahigashi-j/

姫路市立飾磨東中学校
079-235-5875

兵庫県 姫路市 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5日～9日 市内各事業所 姫路市立飾磨東中学校 無料
【飾磨東中HP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/shikamahigashi-j/

姫路市立飾磨東中学校
079-235-5875

兵庫県 姫路市 ②
少年の主張南部ブロック弁論
大会

飾磨地区の各中学校代表者による弁論大会です。姫路市中央大会出場者を決め
ます。

11月17日 姫路市立図書館飾磨分館 地域愛護育成会、各中学校 無料
【飾磨東中HP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/shikamahigashi-j/

姫路市立飾磨東中学校
079-235-5875

兵庫県 姫路市 ② 第42回文化発表会 中学生が日頃の文化的な成果を発表します。 11月5日 姫路市立飾磨中部中学校 姫路市立飾磨中部中学校 無料
姫路市立飾磨中部中学校
079-235-5872

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール オープンスクールをします。 10月29～11月2日
姫路市立夢前中学校
体育館

姫路市立夢前中学校 無料
姫路市立夢前中学校
079-236-6131

兵庫県 姫路市 ② 文化発表会 合唱コンクール、吹奏楽演奏、生徒作品展示などを行います。 11月2日
姫路市立夢前中学校
体育館

姫路市立夢前中学校 無料
姫路市立夢前中学校
079-236-6131

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール 学校公開をし、普段の様子を見ていただきます。 11月5日～9日 姫路市立広畑中学校 姫路市立広畑中学校 無料
【広畑中HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/hirohata-
j/index.cfm/1,html

姫路市立広畑中学校
079-236-5935

兵庫県 姫路市 ② 文化発表会 各教科展示物見学、全校合唱コンクール、各文化部ステージ発表を行います。 11月8日 姫路市立広畑中学校 姫路市立広畑中学校 無料
【広畑中HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/hirohata-
j/index.cfm/1,html

姫路市立広畑中学校
079-236-5935

兵庫県 姫路市 ②
姫路市立大津中学校文化発
表会

1日は、展示発表・お茶席2日は、合唱コンクール及びステージ発表 11月1日，2日
姫路市立大津中学校
体育館

姫路市立大津中学校 無料
【大津中学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/otsu-j/

姫路市立大津中学校
079-236-9282

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール 授業や学校行事を自由に見ていただきます。 10月29日～11月2日 姫路市立網干中学校 姫路市立網干中学校 無料
【網干中学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/aboshi-j/

姫路市立網干中学校
079-273-6087

兵庫県 姫路市 ② 文化発表会 合唱コンクールや吹奏楽部、箏曲部の演奏 11月2日 姫路市立網干中学校 姫路市立網干中学校 無料
【網干中学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/aboshi-j/

姫路市立網干中学校
079-273-6087

兵庫県 姫路市 ② トライやる・ウィーク 中学2年生が各事業所において職場体験活動を行います。 11月5日～9日 市内各事業所 姫路市立朝日中学校 無料
姫路市立朝日中学校
079-273-5533

兵庫県 姫路市 ② 文化発表会
各学級生徒による合唱コンクール、箏曲部の演奏、弁論、学年合唱を保護者、地域
住民にむけて発表します。

11月2日 姫路市立神南中学校 姫路市立神南中学校 無料
姫路市立神南中学校
079-232-0008

兵庫県 姫路市 ① 教育講演会 腰塚勇人氏講演会 10月21日 姫路市立豊富中学校 姫路市立豊富中学校 無料
姫路市立豊富中学校
079-264-0039

兵庫県 姫路市 ② 文化発表会 合唱コンクール、文化部発表等 11月2日 姫路市立豊富中学校 姫路市立豊富中学校 無料
姫路市立豊富中学校
079-264-0039

兵庫県 姫路市 ② 教育講演会 昨年につづき、腰塚勇人先生の「命の授業」の講演会を開催します。 10月22日
姫路市立城山中学校
体育館

姫路市立城山中学校 無料
【城山中学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/shiroyama-
j/

姫路市立城山中学校
079-253-1047

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 姫路市 ② オープンスクール
10月30日から11月2日までオープンスクールを実施します。2日には文化発表会を開
催し、体育館では文化部の演奏やクラス合唱を、庄山庵ではお茶のお点前を披露し
ます。

10月30日～11月2日
姫路市立城山中学校
体育館

姫路市立城山中学校 無料
【城山中学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/shiroyama-
j/

姫路市立城山中学校
079-253-1047

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール 保護者や地域住民に授業等を公開します。 10月22日～26日 姫路市立花田中学校 姫路市立花田中学校 無料
姫路市立花田中学校
079-253-7475

兵庫県 姫路市 ③ 文化発表会 合唱コンクール、芸術鑑賞会、生徒発表等を行います。 10月26日
姫路市立花田中学校
体育館

姫路市立花田中学校 無料
姫路市立花田中学校
079-253-7475

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール 期間中，保護者を中心として地域住民の方に授業等を公開します。 10月29日～11月2日 姫路市立四郷中学校 姫路市立四郷中学校 無料
【四郷中学校ＨＰ】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/shigo-j/

姫路市立四郷中学校
079-252-1467

兵庫県 姫路市 ② 文化発表会
保護者，地域住民の方を招いて，学級対抗の合唱コンクールや，文化部による筝曲
演奏，茶道のお手前，生徒会劇の発表等を行います。

11月14日 姫路市立四郷中学校 姫路市立四郷中学校 無料
【四郷中学校ＨＰ】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/shigo-j/

姫路市立四郷中学校
079-252-1467

兵庫県 姫路市 ①② Ｎｏ！メディア・ウィーク
テレビ・ビデオ（ＤＶＤ）・ゲーム・パソコンや携帯電話及びスマートフォンを使っての
メールとインターネットのすべてを対象に利用をひかえ，家庭学習や読書に取り組み
ます。

11月19日～11月27日
姫路市立四郷ブロック
各家庭

姫路市立四郷中学校，姫路市立四郷
小学校，姫路市立四郷幼稚園，姫路
市立四郷和光保育所

無料
【四郷中学校ＨＰ】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/shigo-j/

姫路市立四郷中学校
079-252-1467

兵庫県 姫路市 ③ 文化発表会 学習発表・合唱コンクール等を午前中に行います。 11月6日 姫路市立林田中学校 姫路市立林田中学校 無料
【林田中学校HP】http://www.himeji-
hyg.ed.jp/hayashida-j/

姫路市立林田中学校
079-261-2013

兵庫県 姫路市 ③ 秋のふれあいコンサート
文化発表会の午後に音楽家を招き、地域の方々と保・幼・小・中学校の子ども達が
参加し、素敵な音色に心をゆだね、和みの時を一緒に過ごします。今年は、ピアノ・
チェロ・ヴァイオリンの三重奏です。

11月6日 姫路市立林田中学校 姫路市立林田中学校 無料
【林田中学校HP】http://www.himeji-
hyg.ed.jp/hayashida-j/

姫路市立林田中学校
079-261-2013

兵庫県 姫路市 ②③ 俳句展
小学校と中学校の全児童・全生徒が、ふるさとを思う気持ちを五七五の中に表現
し、詠んだ俳句展です。

11月26～12月3日 林田大庄屋旧三木家住宅 姫路市立林田中学校
【林田大庄屋旧三木家住宅HP】
http://npo-shinpoohayashida.net/

姫路市立林田中学校
079-261-2013

料金は、生徒と保護
者は無料。一般は、
300円（個人）

兵庫県 姫路市 ②③ 生徒作品展・学校弁論大会 各教科での課題や自由研究等の生徒作品を展示し、学校弁論大会を実施します。 10月5日 姫路市立東中学校 姫路市立東中学校 無料
姫路市立東中学校
079-252-6210

兵庫県 姫路市 ③ 文化発表会(芸術鑑賞の部） 芸術鑑賞の部として劇団かかし座の「宝島」を鑑賞します。 10月25日 姫路市立東中学校 姫路市立東中学校 無料
姫路市立東中学校
079-252-6210

兵庫県 姫路市 ②③ 学校公開週間 学校公開及び授業参観を実施します。 10月29日～11月2日 姫路市立東中学校 姫路市立東中学校 無料
姫路市立東中学校
079-252-6210

兵庫県 姫路市 ③
文化発表会(ステージ発表の
部）

合唱コンクール、文化部による発表があります。 10月31日 姫路市立東中学校 姫路市立東中学校 無料
姫路市立東中学校
079-252-6210

兵庫県 姫路市 ② 文化発表会 合唱コンクール、弁論発表、吹奏楽部演奏を行います。 11月2日 姫路市立大的中学校 姫路市立大的中学校 無料
【大的中学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/omato-j/

姫路市立大的中学校
079-254-5230

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール 学校教育活動を公開します。 10月29日～11月2日 姫路市立大的中学校 姫路市立大的中学校 無料
【大的中学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/omato-j/

姫路市立大的中学校
079-254-5230

兵庫県 姫路市 ② 作品展 校区内の保育園・幼稚園児、小学校児童、中学生の作品展示も行います。
10月31日，11月1日，
11月2日

姫路市立大的中学校 姫路市立大的中学校 無料
【大的中学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/omato-j/

姫路市立大的中学校
079-254-5230

兵庫県 姫路市 ② 音楽祭 各クラスによる合唱と、1年生の和太鼓演奏等を行います。 10月26日
姫路市立家島中学校
体育館

姫路市立家島中学校 無料
姫路市立家島中学校
079-325-0049

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール 保護者、地域の方に自由に学校見学をしてもらいます。 11月12日～16日
姫路市立家島中学校
体育館

姫路市立家島中学校 無料
姫路市立家島中学校
079-325-0049

兵庫県 姫路市 ② 総合的な学習の時間発表会 各学年が総合的な学習の時間に取り組んだ内容の発表を行います。 11月16日
姫路市立家島中学校
体育館

姫路市立家島中学校 無料
姫路市立家島中学校
079-325-0049

兵庫県 姫路市 ② プロから学ぶ創造力育成事業 エスコヤマのパティシエである小山進さんの講演会を行います。 11月30日
姫路市立家島中学校
体育館

姫路市立家島中学校 無料
姫路市立家島中学校
079-325-0049

兵庫県 姫路市 ② トライやる・ウィーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。 10月1日～5日 市内各事業所 姫路市立坊勢中学校 無料
【坊勢中学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/boze-j/

姫路市立坊勢中学校
079-326-0033

兵庫県 姫路市 ③ 坊中祭
各クラスにおけるワークショップや美術部の作品や書道作品、夏休みの課題作品の
展示を行います。

10月31日
姫路市坊勢中学校
教室

姫路市立坊勢中学校 無料
【坊勢中学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/boze-j/

姫路市立坊勢中学校
079-326-0033

兵庫県 姫路市 ③ 潮の音コンサート
小学生児童、保護者、地域、学校評議員の方に合唱やボディーパーカッションを聞
いてもらいます。

10月31日
姫路市坊勢中学校
体育館

姫路市立坊勢中学校 無料
【坊勢中学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/boze-j/

姫路市立坊勢中学校
079-326-0033

兵庫県 姫路市 ② 文化発表会
各クラスの合唱、代表生徒による弁論、姉妹都市合宿交歓会の報告など、生徒の
学習活動等を発表します。

11月3日 姫路市立置塩中学校 姫路市立置塩中学校 無料
姫路市立置塩中学校
079-335-0279

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール 生徒の学習の様子、生活の様子をご覧いただきます。
11月1日～3日､
6日､7日

姫路市立置塩中学校 姫路市立置塩中学校 無料
姫路市立置塩中学校
079-335-0279

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 姫路市 ②③
オープンスクール 授業・部活動等中学生の日常生活を公開します。 10月30日～11月1日 姫路市立鹿谷中学校

姫路市立鹿谷中学校 無料
【鹿谷中学校】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/kaya-j/

姫路市立鹿谷中学校
079-336-0258

兵庫県 姫路市 ②③ 文化発表会 2小学生も参加して文化発表会を行います。 11月1日 北部市民センター 姫路市立鹿谷中学校 無料
【鹿谷中学校】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/kaya-j/

姫路市立鹿谷中学校
079-336-0258

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール生徒作品展 期間中、全授業、部活動等すべての活動を公開します。 10月29日～11月2日 姫路市立菅野中学校 姫路市立菅野中学校 無料
姫路市立菅野中学校
079-335-0007

兵庫県 姫路市 ② 文化発表会生徒作品展
各クラスの合唱、音楽部の演奏、生徒の体験発表や、各種生徒作品の展示を行い
ます。

11月2日 姫路市立菅野中学校 姫路市立菅野中学校 無料
姫路市立菅野中学校
079-335-0008

兵庫県 姫路市 ②③ オープンスクール
保護者と地域の方々に、全クラスの授業を公開します。
夏季休業中の生徒作品を展示します。

10月29日～11月2日 姫路市立香寺中学校 姫路市立香寺中学校 無料

姫路市立香寺中学校
079-232-1231

兵庫県 姫路市 ②③ 文化発表会 各クラスによる合唱コンクール、弁論発表、吹奏楽部の演奏等を行います。 11月2日
姫路市立香寺中学校
体育館

姫路市立香寺中学校 無料

姫路市立香寺中学校
079-232-1231

兵庫県 姫路市 ① ふれあいの会
校区各町の老人クラブと中学生が、グランドゴルフ、ペタンク、料理教室、将棋など
の活動を通して交流します。

10月5日 姫路市立安富中学校 姫路市立安富中学校 無料
姫路市立安富中学校
0790-66-2026

兵庫県 姫路市 ① 相撲大会 賀茂神社の奉納相撲に中学生が参加します。 10月21日 賀茂神社 賀茂神社 無料
姫路市立安富中学校
0790-66-2026

兵庫県 姫路市 ② 合唱コンクール 各学年・各学級の合唱練習の成果を披露します。 11月2日 ネスパルやすとみ 姫路市立安富中学校 無料
姫路市立安富中学校
0790-66-2026

兵庫県 姫路市 ① 地域に学ぶ体験学習 中学生が、校区の各自治会の方々とともに、もちつきなどの体験活動を行います。 11月4日 校区各自治会の公民館等 姫路市立安富中学校 無料
姫路市立安富中学校
0790-66-2026

兵庫県 姫路市 ② 文化発表会
1日の展示の部では、各教科の自由研究や美術部作品の展示発表を行います。2日
のステージの部では、美術部のビッグアートを体育館壁に展示し、各学級の合唱や
和太鼓、よさこい、音楽部の演奏・演技を披露します。

11月1日～2日
姫路市立白鷺小中学校
後期課程校舎・体育館

姫路市立白鷺小中学校 無料
姫路市立白鷺小中学校
079-222-5588

兵庫県 姫路市 ② 音楽会
1年生～6年生までの児童が、日頃の学習の成果を披露する会で、各学年合唱と合
奏を行います。

11月23日
姫路市立白鷺小中学校
前期課程体育館

姫路市立白鷺小中学校 無料
姫路市立白鷺小中学校
079-222-5588

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール
前期課程の音楽会と同時開催し、7年～9年までの生徒の学習活動の様子を公開し
ます。

11月23日 姫路市立白鷺小中学校後期課程校舎 姫路市立白鷺小中学校 無料
姫路市立白鷺小中学校
079-222-5588

兵庫県 姫路市 ② 公開講座ＤＥサイエンス
様々な分野で研究や技術開発等に取り組んでいる人との出会いや講演を通して、
学ぶことの魅力や大切さを伝える。

10月20日
11月17日

姫路市立姫路高等学校
視聴覚教室

姫路市立姫路高等学校 無料
【姫路高等学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/himeji-h/

姫路市立姫路高等学校
079-297-2753

兵庫県 姫路市 ②
第25回琴丘杯中学生英語ス
ピーチコンテスト

第4学区の中学生を対象に、1人3分の持ち時間で、英語によるオリジナルなスピー
チで競うコンテスト

11月17日
姫路市立琴丘高等学校
多目的ホール

姫路市立琴丘高等学校 無料
【琴丘高等学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/kotogaoka-
h/

姫路市立琴丘高等学校
（代）079-292-4925

兵庫県 姫路市 ② 小高連携事業
飾磨高校・健康福祉コース1年生が手話や防災を妻鹿小学校4年生に楽しく教えるこ
とを通して、相互交流を深めます。

11月1日 姫路市立飾磨高等学校 姫路市立飾磨高等学校 無料
【飾磨高等学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/shikama-h/

姫路市立飾磨高校
079-245-1121

兵庫県 姫路市 ② 健康福祉コース学校説明会
午前：健康福祉コース説明会
午後：スポーツフォーラム

11月10日 姫路市立飾磨高等学校 姫路市立飾磨高等学校 無料
【飾磨高等学校HP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/shikama-h/

姫路市立飾磨高校
079-245-1121

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール
午前10時～午後2時の間、普段の授業や給食の様子を公開します。学校見学会に
参加希望の場合、別途申し込みが必要です。

11月13日,14日 姫路市立書写養護学校 姫路市立書写養護学校 無料
【書写養護学校】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/shosha-s/

姫路市立書写養護学校
079-266-0028

兵庫県 姫路市 ② ひょうご産業教育フェア
県内各専門高校の日頃の学習成果を学校展示、ロボット競技大会等で発表します。
本校も作品展示、工作教室開催を予定しています。

10月20日 姫路大手前公園 兵庫県教育委員会
兵庫工業高等学校
078-671-1431

兵庫県 姫路市 ② ひょうご産業教育フェア
高校生と地元企業が連携し、農水産、工業、商業、家庭、看護、福祉を学ぶ県立高
等学校における職業学科の学びと、地域産業の魅力を広く県民に発信します。（体
験・展示・販売コーナーの他、ステージ発表を実施。）

10月20日
姫路城大手前
公園
イーグレひめじ

兵庫県教育
委員会

無料
高校教育課
赤沼幸一
（078）362-3817

兵庫県 姫路市 ③
第42回兵庫県高等学校総合
文化祭マーチングバンド・バト
ントワリング部門発表会

マーチングバンド・バトントワリング部門生徒による発表を行います。 11月10日
ウインク体育館
（姫路市立中央体育館）

兵庫県
兵庫県教育委員会等

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

兵庫県 姫路市 ③
第42回兵庫県高等学校総合
文化祭美術・工芸部門発表会

美術・工芸部門生徒による作品の展示発表を行います。 11月8日～11月11日
イーグレひめじ、
姫路市民ギャラリー

兵庫県
兵庫県教育委員会等

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

兵庫県 姫路市 ③
第43回兵庫県高等学校総合
文化祭将棋部門発表会

将棋部門生徒による対局を行います。 11月23日　団体戦 淳心学院高等学校
兵庫県
兵庫県教育委員会等

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

兵庫県 姫路市 ①③
特別展「ほろよい・ひょうご-酒
と人と文化史-」

江戸時代を中心に県内の酒造りの歴史と文化について紹介するとともに、絵画や文
学史料などを通して酒と人との関係を考えます。

10月6日～11月25日 県立歴史博物館 県立歴史博物館
【県立歴史博物館のHP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-
bo/index.html

県立歴史博物館
079-288-9011

時間/10:00～17:00

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 姫路市 ①③
特別展「ほろよい・ひょうご」展
示解説

特別展「ほろよい・ひょうご-酒と人の文化史-」の担当学芸員による展示解説です。 10月20日 県立歴史博物館 県立歴史博物館
【県立歴史博物館のHP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-
bo/index.html

県立歴史博物館
079-288-9011

時間/11:00～

兵庫県 姫路市 ①③
特別展「ほろよい・ひょうご」講
演会1

特別展「ほろよい・ひょうご-酒と人の文化史-」関連行事で白鹿記念酒造博物館学
芸員を講師に招き、江戸で人気の下り酒と流通についての講演会をおこないます。

10月21日 県立歴史博物館 県立歴史博物館 無料
【県立歴史博物館のHP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-
bo/index.html

県立歴史博物館
079-288-9011

時間/14:00～15:30
定員100名(先着順)

兵庫県 姫路市 ①
歴はく倶楽部「けん玉をつくろ
う」

県立歴史博物館ボランティアによるものづくりイベントです。 10月28日 姫路市大手前公園 県立歴史博物館
【県立歴史博物館のHP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-
bo/index.html

県立歴史博物館
079-288-9011

時間/10:00～15:00
（先着100名）

兵庫県 姫路市 ①③
特別展「ほろよい・ひょうご」講
演会2

特別展「ほろよい・ひょうご-酒と人の文化史-」関連行事で小西酒造株式会社の方
を講師に招き、江戸時代の酒造りと元禄の酒復刻についての講演会をおこないま
す。

10月28日 県立歴史博物館 県立歴史博物館 無料
【県立歴史博物館のHP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-
bo/index.html

県立歴史博物館
079-288-9011

時間/14:00～15:30
定員100名(先着順)

兵庫県 姫路市 ①③
特別展「ほろよい・ひょうご」展
示解説

特別展「ほろよい・ひょうご-酒と人の文化史-」の担当学芸員による展示解説です。 11月10日 県立歴史博物館 県立歴史博物館
【県立歴史博物館のHP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-
bo/index.html

県立歴史博物館
079-288-9011

時間/13:30～

兵庫県 姫路市 ①③
特別展関連行事「菰（こも）巻
き実演」

特別展「ほろよい・ひょうご-酒と人の文化史-」の関連行事として、樽に菰（こも）を巻
いていくようすを解説つきで披露します。

11月10日 県立歴史博物館 県立歴史博物館 無料
【県立歴史博物館のHP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-
bo/index.html

県立歴史博物館
079-288-9011

時間/14:30～

兵庫県 姫路市 ①③
館長トーク「つくるひと・飲むひ
と～酒づくりの今昔～」

丹波流酒造り唄保存会の酒造り唄の実演と、姫路の蔵元である田中酒造場社長と
灘菊酒造株式会社杜氏、そして館長との鼎談をおこないます。

11月11日 県立歴史博物館 県立歴史博物館 無料
【県立歴史博物館のHP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-
bo/index.html

県立歴史博物館
079-288-9011

時間/13:30～15:30
定員100名(先着順)

兵庫県 姫路市 ①③
歴史講演会3「姫路城に戻れ
なかった大名-榊原家-『姫路
日記』をとおして」

榊原氏は酒井氏につぐ通算約50年にわたり姫路城主に在任しました。その間、姫
路の出来事は『姫路日記』としてまとめられ姫路城研究には欠かせません。その日
記を通して榊原氏と当時の姫路城を紹介します。

11月23日 県立歴史博物館 県立歴史博物館
【県立歴史博物館のHP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-
bo/index.html

県立歴史博物館
079-288-9011

時間/14:00～15:30
定員100名(先着順)

兵庫県 姫路市 ①
歴はく倶楽部「万華鏡をつくろ
う」

紙筒やアルミボードの反射板、ビー玉などを使って万華鏡を作ります。色紙で素敵
に飾り付けたら、のぞいて遊んでみましょう。

11月25日 県立歴史博物館 県立歴史博物館
【県立歴史博物館のHP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-
bo/index.html

県立歴史博物館
079-288-9011

時間/10:00～11:30
13:00～14:30

兵庫県 姫路市 ①
遺跡ウォーク
「宮山古墳と周辺の古墳を巡
る」

史跡宮山古墳や見野古墳群など姫路市東部の古墳や遺跡を巡ります。 11月17日 姫路市内 県立考古博物館
【県立考古博物館のHP】
http://www.hyogo-koukohaku.jp/

県立考古博物館学芸課
079-437-5562

10:00～15:00
定員20名
※要予約

兵庫県 姫路市 ①
平成30年度兵庫県公立高等
学校ＰＴＡ連合会研究大会-Ｐ
ＴＣＡ全県研究大会

兵庫県立高等学校及び特別支援学校ＰＴＡ関係者、学校関係者、地域住民等が一
堂に会し、記念講演・分科会（3校による実践発表）により研修と相互交流を図りま
す。

11月24日 姫路市文化センター 兵庫県公立高等学校ＰＴＡ連合会 無料
【兵庫県公立高等学校ＰＴＡ連合会の
HP】
http://www.hyogo-koupren.jp/

兵庫県公立高等学校ＰＴＡ連
合会事務局
078-371-7080

　

兵庫県 姫路市 ① 姫路市シニアオープンカレッジ 生涯現役社会の実現に寄与することを目的とする講座を開催します。
10月4・11・18・
25日,11月1日

姫路大学 姫路大学 無料
姫路大学
総務部総務課
079-247-7301

兵庫県 姫路市 ①④

人文学・人権教育研究所 学術
講座
「唱歌・童謡をひもとくⅡ童謡
編」

地域に生涯学習の場を提供し、大学が地域に根差して発展することを狙いとして開
催します。

10月5日,11月2日 姫路大学 姫路大学 無料

姫路大学
総務部総務課
079-247-7302
(代表)

兵庫県 姫路市 ①④
人文学・人権教育研究所 学術
講座
「源氏物語講座 第10期」

地域に生涯学習の場を提供し、大学が地域に根差して発展することを狙いとして開
催します。

10月23日,11月27日 姫路大学 姫路大学 無料

姫路大学
総務部総務課
079-247-7303
(代表)

兵庫県 姫路市 ①④

人文学・人権教育研究所 学術
講座
「宮澤賢治-イーハトーヴの風
-」

地域に生涯学習の場を提供し、大学が地域に根差して発展することを狙いとして開
催します。

10月19・26日 姫路大学 姫路大学 無料

姫路大学
総務部総務課
079-247-7304
(代表)

兵庫県 姫路市 ①②③ のじぎく祭（大学祭）
学生・教職員・地域住民が協力し合い、開かれた大学づくりや地域の活性化につな
がることを目的とします。

10月27・28日 姫路大学 姫路大学 無料

姫路大学
総務部総務課
079-247-7305
(代表)

兵庫県 姫路市 ①② キッズオープンキャンパス
地域の子どもたちに大学を開放し、子どもの健全な育成に貢献することを目的とし
ます。

10月27・28日 姫路大学 姫路大学 無料

姫路大学
総務部総務課
079-247-7306
(代表)

兵庫県 福崎町 ④ おもしろ理科実験
福崎高等学校総合科学コースの生徒が、小学6年の児童たちにおもしろい理科の実
験をさせてくれます。小学生と高校生が温かく交流しながら理科の知識を深めます。

10月31日
福崎町立福崎小学校
第1理科室

福崎町立福崎小学校 無料
福崎町立福崎小学校
0790-22-0101

兵庫県 福崎町 ③ 福小音楽会
伝統ある福崎小学校の音楽会では、学年ごとに合唱や合奏、リコーダー奏、鍵盤
ハーモニカ奏など、練習を積み重ねた成果を発表します。職員の合奏も恒例となっ
ています。

11月10日
福崎町立福崎小学校
体育館

福崎町立福崎小学校 無料
福崎町立福崎小学校
0790-22-0101

兵庫県 福崎町 ② オープンスクール
オープンスクールでは、保護者のみならず、地域の方々にもたくさんご来校いただい
ています。子どもたちの学校生活の様子を温かいまなざしで見てくださっています。

11月29日～30日 福崎町立福崎小学校 福崎町立福崎小学校 無料
福崎町立福崎小学校
0790-22-0101

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 福崎町 ② オープンスクール 4日（木）午後には、授業参観（道徳）・人権コンサートを予定しております。 10月3日～4日 福崎町立高岡小学校 福崎町立高岡小学校 無料
福崎町立高岡小学校
0790-22-1113

兵庫県 福崎町 ② 学習発表会 伝統の七種太鼓の演奏や普段の学習の成果を学年ごとに発表します。 11月17日 福崎町立高岡小学校 福崎町立高岡小学校 無料
福崎町立高岡小学校
0790-22-1114

兵庫県 福崎町 ② オープンスクール
保護者、地域の方に日常の教育活動を公開し、学校教育に対する理解を得るととも
に、情報を発信します。

11月26日～27日
福崎町立田原小学校
教室

福崎町立田原小学校 無料
福崎町立田原小学校
0790-22-0102

兵庫県 福崎町 ② 田原っ子音楽発表会
音楽の授業での取組の成果を全校生、保護者、地域の方に発表します。各学年の
特色を生かした発表をします。

11月17日
福崎町立田原小学校
教室

福崎町立田原小学校 無料
福崎町立田原小学校
0790-22-0102

兵庫県 福崎町 ②
きらきら発表会予行オープン
スクール

学習発表会の予行と合わせてオープンスクールを行います。 11月14日
福崎町立八千種小学校
体育館

福崎町立八千種小学校 無料
福崎町立八千種小学校
0790-22-0207

兵庫県 福崎町 ② きらきら発表会 各学年の学習発表会です。 11月17日
福崎町立八千種小学校
体育館

福崎町立八千種小学校 無料
福崎町立八千種小学校
0790-22-0207

兵庫県 福崎町 ② 親子教育講演会
親子で優れた業績を残された方を招いて講演を聞きます。トライやる・ウィークでお
世話になった事業所や地域の方にも参加を呼びかけています。

10月14日
福崎町立福崎西中学校
体育館

福崎町立福崎西中学校 無料
福崎町立福崎西中学校
0790-22-0157

10:40～12:00

兵庫県 福崎町 ② オープンスクール
授業や部活動など、日常の教育活動の様子を保護者や地域の方々に参観してもら
います。

11月5日～11日 福崎町立福崎西中学校 福崎町立福崎西中学校 無料
福崎町立福崎西中学校
0790-22-0157

兵庫県 福崎町 ② 合唱フェスティバル
練習を積み上げてきた各クラスの合唱を披露します。保護者はもちろん地域の方々
にも広く参加を呼びかけています。

11月11日
福崎町立福崎西中学校
体育館

福崎町立福崎西中学校 無料
福崎町立福崎西中学校
0790-22-0157

時間は未定

兵庫県 福崎町 ② 人権ふれあい講演会
人権週間にちなみ、講演会を開催し、保護者や地域の方々にも参加して頂き、人権
や福祉について考えます。

12月3日
福崎町立福崎西中学校
体育館

福崎町立福崎西中学校 無料
福崎町立福崎西中学校
0790-22-0157

時間は未定

兵庫県 福崎町 ②
オープンスクール
校内音楽会

オープンスクールを3日間実施し、地域の方々や保護者の方々に学校や生徒の様
子を公開します。また、最終日には校内音楽会を行います。

11月14日～11月16日 福崎町立福崎東中学校 福崎町立福崎東中学校 無料
福崎町立福崎東中学校
0790-22-0208

兵庫県 福崎町 ④ ひょうご森のまつり 森の大切さを認識する祭典です。 11月4日 福崎町エルデホール広場 兵庫県・福崎町

【兵庫県HP（ひょうご森のまつりペー
ジ）】
https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk21/af15_
000000008.html

兵庫県農政環境部
農林水産局　豊かな森づくり課
078-362-3613

兵庫県 三木市 ②③ 校内音楽会 音楽会に向け練習してきた合唱と合奏を学年ごとに発表します。 11月17日
三木市立三木小学校
体育館

三木市立三木小学校 無料
【三木市立三木小学校HP】
http://www.miki.ed.jp/el/miki/index.cfm
/1,html

三木市立三木小学校
0794-82-0341

兵庫県 三木市 ② 幼小合同音楽会 地域の方に音楽会を公開する。 11月16日
三木市立三樹小学校
体育館

三木市立三樹小学校
三木市立三樹幼稚園

無料
【三木市立三樹幼稚園HP】
http://www.miki.ed.jp/kg/sanju/

三木市立三樹幼稚園
0794-82-4327

兵庫県 三木市 ① お祭りごっこ 地域の大宮八幡宮に手作りみこしを担ぎ宮入宮出をし、地域の方と交流する。 11月15日
三木市立三樹幼稚園
大宮八幡宮

三木市立三樹幼稚園 無料
【三木市立三樹幼稚園HP】
http://www.miki.ed.jp/kg/sanju/

三木市立三樹幼稚園
0794-82-4327

兵庫県 三木市 ② さんさん広場 地域の小さな子どもとの交流・人形劇青い鳥さんを招聘し交流をもつ。 11月12日～18日 三木市立三樹幼稚園 三木市立三樹幼稚園 無料
【三木市立三樹幼稚園HP】
http://www.miki.ed.jp/kg/sanju/

三木市立三樹幼稚園
0794-82-4327

兵庫県 三木市 ① 早川デイサービス交流 地域のデイサービスとの交流を行う。 11月19日 早川デイサービス 三木市立三樹幼稚園 無料
【三木市立三樹幼稚園HP】
http://www.miki.ed.jp/kg/sanju/

三木市立三樹幼稚園
0794-82-4327

兵庫県 三木市 ① 三木南デイサービス 地域のデイサービスとの交流を行う。 11月27日 三木南デイサービス 三木市立三樹幼稚園 無料
【三木市立三樹幼稚園HP】
http://www.miki.ed.jp/kg/sanju/

三木市立三樹幼稚園
0794-82-4327

兵庫県 三木市 ③ 誕生会 みんなで誕生日を祝った後、マジックショーを見せてもらう。 11月29日 三木市立三樹幼稚園 三木市立三樹幼稚園 無料
【三木市立三樹幼稚園HP】
http://www.miki.ed.jp/kg/sanju/

三木市立三樹幼稚園
0794-82-4327

兵庫県 三木市 ①
にこにこ広場（未就園児の広
場）

未就園児の方とひまわりウィンドアンサンブルによる演奏会を楽しみます。 11月7日 三木市立三木幼稚園 三木市立三木幼稚園 無料
【三木市立三木幼稚園HP】
http://www.miki.ed.jp/kg/miki/

三木市立三木幼稚園
0794-82-9012

兵庫県 三木市 ② トライやるウィーク 中学生と幼稚園での交流を楽しむ。 11月12日～16日 三木市立三木幼稚園 三木市立三木幼稚園 無料
【三木市立三木幼稚園HP】
http://www.miki.ed.jp/kg/miki/

三木市立三木幼稚園
0794-82-9012

兵庫県 三木市 ② 幼小合同音楽会 地域の方と、ふれあいを楽しみ、音楽を通して交流します。 11月17日 三木市立三木幼稚園 三木市立三木幼稚園 無料
【三木市立三木幼稚園HP】
http://www.miki.ed.jp/kg/miki/

三木市立三木幼稚園
0794-82-9012

兵庫県 三木市 ② たんぽぽ広場 園児と地域の未就園児（親子）がふれあい遊びを楽しみ、交流を深めます。 11月8日 三木市立緑が丘東幼稚園 三木市立緑が丘東幼稚園 無料
【三木市立緑が丘東幼稚園HP】
http://www.miki.ed.jp/kg/midohi/

三木市立自由が丘幼稚園
0794-85-8500
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兵庫県 三木市 ② トライやるウィーク 中学生に親しみをもち、交流遊びを楽しみます。 11月12日～16日 三木市立緑が丘東幼稚園 三木市立緑が丘東幼稚園 無料
【三木市立緑が丘東幼稚園HP】
http://www.miki.ed.jp/kg/midohi/

三木市立自由が丘幼稚園
0794-85-8500

兵庫県 三木市 ② オープンスクール 幼稚園生活の様子を保護者や地域の方に公開します。 11月14日 三木市立緑が丘東幼稚園 三木市立緑が丘東幼稚園 無料
【三木市立緑が丘東幼稚園HP】
http://www.miki.ed.jp/kg/midohi/

三木市立自由が丘幼稚園
0794-85-8500

兵庫県 三木市 ②
全国国公立幼稚園・こども園
ウィーク

三木市立幼稚園・こども園の歴史や、教育・保育の取組内容の紹介などを展示形式
で行います。園児の協同造形展も行います。

12月10日～17日
三木市役所
入り口プロムナード

三木市立幼稚園・こども園 無料
【三木市立自由が丘幼稚園HP】
http://www.miki.ed.jp/kg/jiyu/

三木市立自由が丘幼稚園
0794-85-1200

兵庫県 三木市 ② ふれあい運動会 地域の未就園児を交えて、園児主体の手作りのふれあいミニ運動会を行います。 10月17日 三木市立広野幼稚園 三木市立広野幼稚園 無料
【三木市立広野幼稚園HP】
http://www.miki.ed.jp/kg/hirono/

三木市立広野幼稚園
冨田　訓子
0794-84-0777

兵庫県 三木市 ② なかよしタイム
地域の未就園児親子と幼稚園児とのふれあい交流遊びの会です。ボランティアの
方による人形劇やコーラス、アンサンブル演奏会などを行います。

10月30日,
11月8日,20日
12月5日

三木市立広野幼稚園 三木市立広野幼稚園 無料
【三木市立広野幼稚園HP】
http://www.miki.ed.jp/kg/hirono/

三木市立広野幼稚園
冨田　訓子
0794-84-0777

兵庫県 三木市 ②
幼小合同ミュージックフェス
ティバル

隣接する三木市立広野小学校と合同で音楽会を行い、歌や楽器の演奏等を発表し
ます。

11月16日 三木市立広野小学校 三木市立広野幼稚園 無料
【三木市立広野幼稚園HP】
http://www.miki.ed.jp/kg/hirono/

三木市立広野幼稚園
冨田　訓子
0794-84-0777

兵庫県 三木市 ②
オープン保育及び家庭教育学
級

保育の様子を参観していただいたり、講師を招いて親子体操を行ったりします。 11月27日 三木市立広野幼稚園 三木市立広野幼稚園 無料
【三木市立広野幼稚園HP】
http://www.miki.ed.jp/kg/hirono/

三木市立広野幼稚園
冨田　訓子
0794-84-0777

兵庫県 三木市 ② オープンスクールマラソン大会 普段のエンデの生活を地域の方々や保護者に公開します。 11月8日 三木市立別所認定こども園 三木市立別所認定こども園 無料
【三木市立別所認定こども園HP】
http://www.miki.ed.jp/ns/besshokodom
oen/

三木市立別所認定こども園
0794-82-7278

兵庫県 三木市 ② ふれあい音楽会
小学校、地域との連携がもてるように、音楽会に参加し、園児の演奏を聞いてもら
う。

11月17日 三木市立別所小学校 三木市立別所小学校 無料
【三木市立別所認定こども園HP】
http://www.miki.ed.jp/ns/besshokodom
oen/

三木市立別所認定こども園
0794-82-7279

兵庫県 三木市 ②
三木市立三樹小学校・幼稚園
合同音楽会

三樹小学校の各学年児童と三樹幼稚園の園児による合奏、合唱を披露します。 11月16日
三木市立三樹小学校
体育館

三木市立三樹小学校 無料
【三木市立三樹小学校HP】
http://www.miki.ed.jp/el/sanju/

三木市立三樹小学校
0794-82-3169

兵庫県 三木市 ② 音楽会 各学年の音楽学習の成果を発表します。 11月15日 三木市立平田小学校 三木市立平田小学校 無料
【三木市立平田小学校HP】
http://www.miki.ed.jp/el/hirata/

三木市立平田小学校
0794-82-7322

兵庫県 三木市 ②
オープンスクール
（ふれあい音楽会）

別所小学校･別所認定こども園･羽場認定子ども園の園児児童が、各学年ごとに合
唱や合奏の発表をします。

11月17日
三木市立別所小学校
体育館

三木市立別所小学校 無料
【三木市立別所小学校HP】
http://www.miki.ed.jp/el/bessho/index.c
fm

三木市立別所小学校
0794-83-0350

兵庫県 三木市 ② オープンスクール
子どもたちの普段の様子をご覧頂き、よりよい取組に向けて貴重なご意見を頂く機
会としています。

11月15日 三木市立志染小学校 三木市立志染小学校 無料
【三木市立志染小学校ＨＰ】
http://www.miki.ed.jp/el/sijimi/

三木市立志染小学校
0794-87-3224

兵庫県 三木市 ② 老人クラブとの花植え 老人クラブの方々と低学年児童が花の苗を植えて交流を深めます。 11月14日 三木市立口吉川小学校 三木市立口吉川小学校 無料
【三木市立口吉川小学校ＨＰ】
http://www.miki.ed.jp/el/kutiyo

三木市立口吉川小学校
0794-88‐0224

兵庫県 三木市 ② 学習発表会 合奏、合唱、劇、学習発表等、学習の成果を発表します。 11月23日 三木市立口吉川小学校 三木市立口吉川小学校 無料
【三木市立口吉川小学校ＨＰ】
http://www.miki.ed.jp/el/kutiyo

三木市立口吉川小学校
0794-88‐0224

兵庫県 三木市 ② 親子人権学習
人権感覚の育成をねらいとして、親子人権学習（授業）、学級懇談会、親子人権講
演会等を行います。

10月10日 三木市立口吉川小学校 三木市立口吉川小学校 無料
【三木市立口吉川小学校ＨＰ】
http://www.miki.ed.jp/el/kutiyo

三木市立口吉川小学校
0794-88‐0224

兵庫県 三木市 ② 学習発表会 学習した成果を劇や歌、合奏、朗読などで発表します。 12月1日
三木市立豊地小学校
体育館

三木市立豊地小学校 無料
【三木市立豊地小学校ＨＰ】
http://www.miki.ed.jp./el/toyoti/

三木市立豊地小学校
0794-86-2224

兵庫県 三木市 ② 第2回オープンスクール
3.4校時に親子で道徳学習をし、5校時には、全校生・保護者・地域の方々と共に人
権集会を開催する予定です。

11月28日
三木市立緑が丘小学校
各教室・ゆめホール

三木市立緑が丘小学校 無料
【三木市立緑が丘小学校HP】
http//www.miki.ed.jp/el/midori/

三木市立緑が丘小学校
0794-84-0744

兵庫県 三木市 ② 第41回音楽会
全校生が自分たちでつくりあげた音楽を発表し、表現の楽しさを味わい、また他の
学年を鑑賞することで、互いの頑張りを認め合う場です。保護者や地域の方々と一
緒に音楽を通じて交流する機会とします。

11月3日
三木市立緑が丘小学校
体育館

三木市立緑が丘小学校 無料
【三木市立緑が丘小学校HP】
http//www.miki.ed.jp/el/midori/

三木市立緑が丘小学校
0794-84-0744
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兵庫県 三木市 ② オープンスクール 保護者・地域の方々に学校の教育活動を公開します。 10月16日
三木市立緑が丘東小学校
各教室

三木市立緑が丘東小学校 無料
【三木市立緑が丘東小学校ＨＰ】
http://www.miki.ed.jp./el/midohi/

三木市立緑が丘東小学校
0794-85-1900

兵庫県 三木市 ①② ＰＴＡ教育講演会
民族歌舞団花こまを招き、伝統芸能と猿まわしを体験鑑賞することにより、子どもた
ちの豊かな情操を育みます。

10月16日
三木市立緑が丘東小学校
体育館

三木市立緑が丘東小学校 無料
【三木市立緑が丘東小学校ＨＰ】
http://www.miki.ed.jp./el/midohi/

三木市立緑が丘東小学校
0794-85-1900

兵庫県 三木市 ②③ 校内音楽会 合唱や合奏など日頃の学習の成果を保護者や地域の方々に公開します。 11月17日
三木市立緑が丘東小学校
体育館

三木市立緑が丘東小学校 無料
【三木市立緑が丘東小学校ＨＰ】
http://www.miki.ed.jp./el/midohi/

三木市立緑が丘東小学校
0794-85-1900

兵庫県 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保護者や地域の方々に公開していま
す。

11月17日
三木市立自由が丘小学校
体育館

三木市立自由が丘小学校 無料
【三木市立自由が丘小学校ＨＰ】
http://www.miki.ed.jp/el/jiyu/

三木市立自由が丘小学校
0794-85-1300

兵庫県 三木市 ② 音楽会 1～6年生まで学年ごとに合唱や合奏を披露します。 11月3日
三木市立自由が丘東小学校
体育館

三木市立自由が丘東小学校 無料
【三木市立自由が丘東小学校ＨＰ】
http://www.miki.ed.jp/el/jiyuhi/

三木市立自由が丘東小学校
0794-85-2020

兵庫県 三木市 ② 人権参観日 各学級で人権をテーマにした授業参観と学級懇談会の実施 10月15日 三木市立広野小学校 三木市立広野小学校 無料
【三木市立広野小学校HP】
http://www.miki.ed.jp/el/hirono/index.cf
m/12,1743,21,html

三木市立広野小学校
0794-85-3000

兵庫県 三木市 ② 音楽会 各学年で音楽の発表。地域の方にも公開する。 11月16日 三木市立広野小学校 三木市立広野小学校 無料
【三木市立広野小学校HP】
http://www.miki.ed.jp/el/hirono/index.cf
m/12,1743,21,html

三木市立広野小学校
0794-85-3000

兵庫県 三木市 ② 広野っ子ウォークラリｰ 縦割り班で学校から雌岡山まで往復し、児童の連帯を深める 11月28日
三木市立広野小学校
雌岡山

三木市立広野小学校 無料
【三木市立広野小学校HP】
http://www.miki.ed.jp/el/hirono/index.cf
m/12,1743,21,html

三木市立広野小学校
0794-85-3000

兵庫県 三木市 ② マラソン大会 各学年男女別で持久力を競う。 12月4日
三木市立広野小学校
及び周辺

三木市立広野小学校 無料
【三木市立広野小学校HP】
http://www.miki.ed.jp/el/hirono/index.cf
m/12,1743,21,html

三木市立広野小学校
0794-85-3000

兵庫県 三木市 ②
三木市教育委員会指定学力
向上サポート事業研究発表会

「自分の考えを生き生きと表現し、主体的に学習する子の育成」～豊かな対話によ
る算数科の授業を通して～を研究テーマにした研究発表を行います。

11月9日
三木市立中吉川小学校
各教室・体育館

三木市立中吉川小学校 無料
【三木市立中吉川小学校HP】
http://www.miki.ed.jp/el/nyokawa/

三木市立中吉川小学校
0794-73-0026

兵庫県 三木市 ②
親子人権学習とPTA親子人権
講演会

学年ごとに親子で人権学習に取り組んだ後、PTA主催で親子人権講演会を行い人
権感覚を磨きます。

11月29日
三木市立中吉川小学校
各教室・体育館

三木市立中吉川小学校 無料
【三木市立中吉川小学校HP】
http://www.miki.ed.jp/el/nyokawa/

三木市立中吉川小学校
0794-73-0026

兵庫県 三木市 ② ふれあい参観日
親子で取り組む人権・道徳の授業を公開します。また、地域の方と一緒に給食をい
ただく「ふれあい給食」を行います。

11月1日 三木市立東吉川小学校 三木市立東吉川小学校 無料
【三木市立東吉川小学校HP】
http://www.miki.ed.jp/el/hyokawa/

三木市立東吉川小学校
0794-72-0040

兵庫県 三木市 ② 教育講演会 講師を迎え講演会を開催し、親子や地域の方と一緒に人権について考えます。 11月1日 三木市立東吉川小学校 三木市立東吉川小学校 無料
【三木市立東吉川小学校HP】
http://www.miki.ed.jp/el/hyokawa/

三木市立東吉川小学校
0794-72-0040

兵庫県 三木市 ② 人権オープンスクール
全児童が人権について真剣に学び合います。その姿を保護者も見守り、親子で人
権について考える1日とします。ＰＴＡ主催の人権講演会では、ゲームを通して人を
大切にすることを親子で体感する予定です。

12月1日
三木市立上吉川小学校
各教室・体育館

三木市立上吉川小学校 無料
【三木市立上吉川小学校ＨＰ】
http://www.miki.ed.jp/el/kyokawa/

三木市立上吉川小学校
0794-73-0265

兵庫県 三木市 ② トライやる・ウイーク
中学生が小学校において、校庭の整備や掲示物の制作など、学校を支える仕事を
体験する。

11月12日～16日 三木市立みなぎ台小学校 三木市立みなぎ台小学校 無料
【三木市立みなぎ台小学校HP】
http:www.miki.ed.jp./el/minagi/

三木市立みなぎ台小学校
0794‐76‐5640

兵庫県 三木市 ①②
低学年児童と老人会との花植
え

1・2年生児童がみなぎ台老人クラブの方々の指導を受けながら、校庭に花を植えま
す。

11月15日 三木市立みなぎ台小学校 三木市立みなぎ台小学校 無料
【三木市立みなぎ台小学校HP】
http:www.miki.ed.jp./el/minagi/

三木市立みなぎ台小学校
0794‐76‐5640

兵庫県 三木市 ② 研究発表会 平成29、30年度学力向上サポート事業の指定を受けた研究発表会を行います。 11月30日 三木市立みなぎ台小学校 三木市立みなぎ台小学校 無料
【三木市立みなぎ台小学校HP】
http:www.miki.ed.jp./el/minagi/

三木市立みなぎ台小学校
0794‐76‐5640

兵庫県 三木市 ② オープンスクール 合唱コンクールもあわせて行い、保護者･地域の方に学校を公開する。 10月30日 三木市立三木中学校 三木市立三木中学校 無料
【三木市立三木中学校HP】
http://www.miki.ed.jp/jh/miki/

三木市立三木中学校
0794-82-0404

兵庫県 三木市 ② オープンスクール 文化祭を行い、地域・保護者にも公開します。 11月1日 三木市立三木中学校 三木市立三木中学校 無料
【三木市立三木中学校HP】
http://www.miki.ed.jp/jh/miki/

三木市立三木中学校
0794-82-0404

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 三木市 ② トライやる・ウィーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。 11月12日～16日 三木市内各事業所 三木市立三木中学校 無料
【三木市立三木中学校HP】
http://www.miki.ed.jp/jh/miki/

三木市立三木中学校
0794-82-0404

兵庫県 三木市 ② 第30回文化祭 音楽や体育そして各教科での日ごろの授業の成果を発表する。 11月1日 三木市立三木東中学校 三木市立三木東中学校 無料
【三木市立三木東中学校HP】
http://www.miki.ed.jp/jh/mikihi/

三木市立三木東中学校
0794-83-1600

兵庫県 三木市 ② トライやる・ウィーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。 11月12日～16日 三木市内各事業所 三木市立三木東中学校 無料
【三木市立三木東中学校HP】
http://www.miki.ed.jp/jh/mikihi/

三木市立三木東中学校
0794-83-1600

兵庫県 三木市 ② 第3回オープンスクール
ＰＴＡ人権教育研修部と協力し、全校生徒・保護者・地域・職員の人権意識を高め、
人権感覚を磨く機会とする。

11月23日 三木市立三木東中学校 三木市立三木東中学校 無料
【三木市立三木東中学校HP】
http://www.miki.ed.jp/jh/mikihi/

三木市立三木東中学校
0794-83-1600

兵庫県 三木市 ② 情報モラル研修会
ライン(株)と協力しながら、生徒・保護者・地域・職員がネットに潜む危険について学
習する。

11月29日 三木市立三木東中学校 三木市立三木東中学校 無料
【三木市立三木東中学校HP】
http://www.miki.ed.jp/jh/mikihi/

三木市立三木東中学校
0794-83-1600

兵庫県 三木市 ②③
文化祭
(オープンスクール)

体育館では、合唱コンクールや音楽部・総合学習・有志の発表を行います。特別教
室や廊下では、美術部や教科での生徒作品の展示を行います。また、プロの演芸
鑑賞も行います。

11月3日 三木市立別所中学校 三木市立別所中学校 無料
【三木市立別所中学校HP】
http://www.miki.ed.jp/jh/bessho/

三木市立別所中学校
0794-82-0547

兵庫県 三木市 ② トライやる・ウィーク 中学2年生が、各事業所において職場体験活動を行います。 11月12日～16日 三木市内各事業所 三木市立別所中学校 無料
【三木市立別所中学校HP】
http://www.miki.ed.jp/jh/bessho/

三木市立別所中学校
0794-82-0547

兵庫県 三木市 ②
ＰＴＡ人権教育講演会
(オープンスクール)

生徒、保護者、地域の方が一緒に講演を聴き、人権意識の高揚を図ります。今年度
は、努力の尊さ、感謝の心、挫折を乗り越えることの大切さを学びます。

12月5日 三木市立別所中学校 三木市立別所中学校 無料
【三木市立別所中学校HP】
http://www.miki.ed.jp/jh/bessho/

三木市立別所中学校
0794-82-0547

兵庫県 三木市 ② 文化祭 全生徒が一役を担う学級劇を創作し、表現力のさらなる向上を目指します。 10月27日
三木市立志染中学校
体育館

三木市立志染中学校 無料
【三木市立志染中学校HP】
http://www.miki.ed.jp/jh/sijimi/

三木市立志染中学校
0794-87-3334

兵庫県 三木市 ② トライやる・ウィーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。 11月12日～16日 三木市内各事業所 三木市立志染中学校 無料
【三木市立志染中学校HP】
http://www.miki.ed.jp/jh/sijimi/

三木市立志染中学校
0794-87-3334

兵庫県 三木市 ② 親子人権学習会 全生徒と保護者がともに人権についての学習会を行います。 11月23日
三木市立志染中学校
体育館

三木市立志染中学校 無料
【三木市立志染中学校HP】
http://www.miki.ed.jp/jh/sijimi/

三木市立志染中学校
0794-87-3334

兵庫県 三木市 ② 第50回星躍祭 合唱・生徒会演出・学習発表などの学習発表の場とします。 10月27日 三木市立星陽中学校 三木市立星陽中学校 無料
【三木市立星陽中学校HP】
http://www.miki.ed.jp/jh/seiyo/

三木市立星陽中学校
0794-86-2334

兵庫県 三木市 ② トライやる・ウィーク 中学生が、各事業所等において体験活動を行います。 11月12日～16日 三木市立星陽中学校 三木市立星陽中学校 無料
【三木市立星陽中学校HP】
http://www.miki.ed.jp/jh/seiyo/

三木市立星陽中学校
0794-86-2334

兵庫県 三木市 ②
第5回オープンスクール・文化
祭

中学生の舞台発表（合唱・ダンス・その他）や作品展示などがあります。 11月1日
三木市立緑が丘中学校
体育館・校舎

三木市立緑が丘中学校 無料
【三木市立緑が丘中学校ＨＰ】
http://www.miki.ed.jp/jh/midori/

三木市立緑が丘中学校
0764-85-1500

兵庫県 三木市 ② トライやる・ウィーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。 11月12日～16日 三木市内各事業所 三木市立緑が丘中学校 無料
【三木市立緑が丘中学校ＨＰ】
http://www.miki.ed.jp/jh/midori/

三木市立緑が丘中学校
0764-85-1500

兵庫県 三木市 ② オープンスクール・合唱祭
オープンスクールによる授業参観および各学年の合唱祭を行います。
保護者・地域住民・関係者の参加が可能です。

10月30日
三木市立自由が丘中学校
教室・体育館

三木市立自由が丘中学校 無料
【三木市立自由が丘中学校ＨＰ】
http://www.miki.ed.jp/jh/jiyu/

三木市立自由が丘中学校
0794-85-3300

兵庫県 三木市 ② 第36回文化祭
午前は有志の発表、吹奏楽の演奏等、午後は芸術鑑賞(パントマイム）を体育館で
行います。お昼休みに各教室での展示見学を行います。
保護者・地域住民・関係者の参加が可能です

11月1日
三木市立自由が丘中学校
体育館

三木市立自由が丘中学校 無料
【三木市立自由が丘中学校ＨＰ】
http://www.miki.ed.jp/jh/jiyu/

三木市立自由が丘中学校
0794-85-3300

兵庫県 三木市 ② トライやる・ウィーク 三木市内の中学2年生が社会体験活動を行います。 11月12日～16日 各受入れ事業所 三木市 無料
【三木市立自由が丘中学校ＨＰ】
http://www.miki.ed.jp/jh/jiyu/

三木市立自由が丘中学校
0794-85-3300

兵庫県 三木市 ② 文化祭
各学級の合唱コンクールと「総合的な学習の時間」の取組発表、各教科の展示発表
等、日頃の教育活動の発表の場として行います。

10月27日 三木市立吉川中学校 三木市立吉川中学校 無料
【三木市立吉川中学校ＨＰ】
http://www.miki.ed.jp/jh/yokawa/

三木市立吉川中学校
0794-72-0142

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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兵庫県 三木市 ② トライやるウィーク 中学生が各事業所において、体験活動をおこないます。 11月12日～16日 三木市内各事業所 三木市立吉川中学校 無料
【三木市立吉川中学校ＨＰ】
http://www.miki.ed.jp/jh/yokawa/

三木市立吉川中学校
0794-72-0142

兵庫県 三木市 ①② 地域総合防災訓練 地域住民・保護者・教職員が一緒に火災を想定した防災訓練を行います。 10月16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
【三木市立三木特別支援学校ＨＰ】
http://www.miki.ed.jp/sh/miki/

三木市立三木特別支援学校
0794-84-0830

兵庫県 三木市 ①② 防災・引渡し訓練 保護者・教職員が防災訓練において、引渡し支援等について訓練及び学習します。 11月7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
【三木市立三木特別支援学校ＨＰ】
http://www.miki.ed.jp/sh/miki/

三木市立三木特別支援学校
0794-84-0830

兵庫県 三木市 ① 性教育研修会 保護者・教職員が知的障害者へのセクシュアリティ支援等について学習します。 11月7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
【三木市立三木特別支援学校ＨＰ】
http://www.miki.ed.jp/sh/miki/

三木市立三木特別支援学校
0794-84-0830

兵庫県 三木市 ② トライやる・ウィーク 中学部2年生が各事業所において体験活動を行います。 11月12日～16日 三木市内各事業所 三木市立三木特別支援学校 無料
【三木市立三木特別支援学校ＨＰ】
http://www.miki.ed.jp/sh/miki/

三木市立三木特別支援学校
0794-84-0830

兵庫県 三木市 ② 職業体験 中学部1・3年生が各事業所において体験活動を行います。 11月12日～16日 関係各事業所 三木市立三木特別支援学校 無料
【三木市立三木特別支援学校ＨＰ】
http://www.miki.ed.jp/sh/miki/

三木市立三木特別支援学校
0794-84-0830

兵庫県 三木市 ② オープンスクール
地域住民・関係機関・市内・近隣小中特別支援学校やその保護者にも参観を呼び
かけ、学校見学や教育相談も受けるセンター的機能を果たします。

12月4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
【三木市立三木特別支援学校ＨＰ】
http://www.miki.ed.jp/sh/miki/

三木市立三木特別支援学校
0794-84-0831

兵庫県 三木市 ①②③ 第14回みんなのアート展 県内の特別支援学校の各校児童生徒の図工・美術作品を一同に展示します。 12月5日～9日 兵庫県立美術館 兵庫県教育委員会 無料
【三木市立三木特別支援学校ＨＰ】
http://www.miki.ed.jp/sh/miki/

三木市立三木特別支援学校
0794-84-0830

兵庫県 三木市 ② 公開授業週間
旧吉川町内の小中学校、三木市内の県立学校、ＰＴＡ会員等に授業を公開していま
す。

11月15日～16日 兵庫県立吉川高等学校 兵庫県立吉川高等学校 無料
【吉川高等学校のHP】
https://www2.hyogo-
c.ed.jp/weblog2/yokawa-hs/

兵庫県立吉川高等学校
0794-73-0068

兵庫県
南あわじ
市

② ふくちゃん祭り 福祉施設や地域の方を招待しての学習発表会です。 11月10日
倭文小学校
体育館

南あわじ市立
倭文小学校

無料
【倭文小学校HP】
http://www.minamiawaji.ed.jp/shitoori_e
s/

南あわじ市立
倭文小学校
0799-46-0009

兵庫県
南あわじ
市

② オープンスクール 保護者や地域の方等に、日頃の教育活動を参観していただきます。 10月17日～18日 松帆小学校
南あわじ市立
松帆小学校

無料
南あわじ市立
松帆小学校
0799-36-2221

兵庫県
南あわじ
市

② 文化庁巡回公演事業
文化庁主催の事業で、「演劇集団遊玄社」によるミュージカル「イソップランドの動物
たち」を鑑賞します。

10月30日 松帆小学校 文化庁 無料
南あわじ市立
松帆小学校
0799-36-2221

兵庫県
南あわじ
市

② 学習発表会 劇や合唱・合奏など、日頃の学習の成果を学年ごとに発表します。 11月30日 松帆小学校
南あわじ市立
松帆小学校

無料
南あわじ市立
松帆小学校
0799-36-2221

兵庫県
南あわじ
市

② 学習発表会 国語・音楽・総合的な学習など、今まで学んできた学習の成果を発表します。 12月1日
湊小学校
体育館

南あわじ市立
湊小学校

無料
【湊小学校のHP】
http://www.minamiawaji.ed.jp/minato_es
/

南あわじ市立
湊小学校
0799-36-2104

兵庫県
南あわじ
市

② 学習発表会 劇や学習発表、合唱･合奏など、日頃の学習の成果を学年ごとに発表します。 12月7日
西淡志知小学校
体育館

南あわじ市立
西淡志知小学校

無料

【西淡志知小学校HP】
http://minami.aw-
ansin.net/ansin/user/2008/blog/showD
etail.do

南あわじ市立
西淡志知小学校
0799-36-3555

兵庫県
南あわじ
市

② オープンスクール 授業公開、ＰＴＡ親子人権講演会（26日）を開催します。 10月25日～26日 辰美小学校
南あわじ市立
辰美小学校

無料
南あわじ市立
辰美小学校
0799-37-3211

兵庫県
南あわじ
市

② 学習発表会 学習のまとめ、学年劇、合唱や合奏、太鼓演奏など舞台発表を行います。 12月1日 辰美小学校
南あわじ市立
辰美小学校

無料
南あわじ市立
辰美小学校
0799-37-3211

兵庫県
南あわじ
市

② オープンスクール 授業公開 6月20日 榎列小学校 南あわじ市立榎列小学校 無料

【榎列小学校HP】
http://minami.aw-
ansin.net/ansin/user/2003/blog/showD
etail.do

南あわじ市立
榎列小学校
0799-42-2049

9:30～14:20

兵庫県
南あわじ
市

② オープンスクール 授業公開 10月24日 榎列小学校 南あわじ市立榎列小学校 無料

【榎列小学校HP】
http://minami.aw-
ansin.net/ansin/user/2003/blog/showD
etail.do

南あわじ市立
榎列小学校
0799-42-2049

9:30～14:20

兵庫県
南あわじ
市

② 学習発表会 劇・だんじり唄・合奏・合唱等の発表を行います。 11月17日 榎列小学校体育館 南あわじ市立榎列小学校 無料

【榎列小学校HP】
http://minami.aw-
ansin.net/ansin/user/2003/blog/showD
etail.do

南あわじ市立
榎列小学校
0799-42-2049

8:45～12:00

兵庫県
南あわじ
市

② オープンスクール
授業公開、スクールカウンセラーによる子ども理解講座、PTA親子講演会などを行
います。

10月24日～25日 八木小学校
南あわじ市立
八木小学校

無料
【八木小学校HP】
http://www.minamiawaji.ed.jp/yagi_es/

南あわじ市立
八木小学校
0799-42-0128
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兵庫県
南あわじ
市

② 学習発表会 学習まとめ、学年劇、合唱や合奏、大久保踊りなど舞台発表を行います。 12月1日
八木小学校
体育館

南あわじ市立
八木小学校

無料
【八木小学校HP】
http://www.minamiawaji.ed.jp/yagi_es/

南あわじ市立
八木小学校
0799-42-0128

兵庫県
南あわじ
市

② 学習発表会
全校合唱、各学年発表、郷土文化部による淡路人形浄瑠璃の語り、だんじり唄など
を発表します。

11月17日 市小学校
南あわじ市立
市小学校

無料
【市小学校HP】
http://www.minamiawaji.ed.jp/ichi.es/

南あわじ市立
市小学校
0799-42-0114

市小学校
教頭：小田
0799-42-0114

兵庫県
南あわじ
市

② 地震を想定した避難訓練 地震を想定した避難訓練・炊き出し訓練 11月28日 市小学校
南あわじ市立
市小学校

無料
【市小学校HP】
http://www.minamiawaji.ed.jp/ichi.es/

南あわじ市立
市小学校
0799-42-0114

市小学校
教頭：小田
0799-42-0114

兵庫県
南あわじ
市

② オープンスクール 終日、学校の教育活動全般を自由に見ていただきます。教育講演会も実施します。 10月10日 神代小学校 南あわじ市立神代小学校 無料
南あわじ市立神代小学校
0799-42-0037

兵庫県
南あわじ
市

② 学習発表会 学習のまとめ・合唱・合奏・郷土芸能のだんじり唄などの発表を行います。 12月1日 神代小学校 南あわじ市立神代小学校 無料
南あわじ市立神代小学校
0799-42-0037

兵庫県
南あわじ
市

② 学習発表会 和太鼓、劇、合唱、合奏等、日頃の教育成果を発表します。 11月23日 三原志知小学校
南あわじ市立
三原志知小学校

無料
南あわじ市立
三原志知小学校
0799-42-3109

兵庫県
南あわじ
市

② 学習発表会
学習のまとめ、合唱や合奏など、日頃の学習の成果を学年ごとに、各教室等で発表
します。

11月23日 賀集小学校
南あわじ市立
賀集小学校

無料
南あわじ市立
賀集小学校
0799-54-0004

兵庫県
南あわじ
市

② オープンスクール 保護者や地域の方に普段の教育活動を参観していただきます。 11月14日～16日 福良小学校
南あわじ市立
福良小学校

無料
南あわじ市立
福良小学校
0799-52-0009

兵庫県
南あわじ
市

② オープンスクール 保護者や地域の方に授業の様子を参観していただく。 10月24日～26日 北阿万小学校 南あわじ市立北阿万小学校 無料
南あわじ市立
北阿万小学校
0799-55-0064

兵庫県
南あわじ
市

② 学習発表会 各学年の日頃の教育活動の成果を発表します 11月21日
阿万小学校
体育館

南あわじ市立
阿万小学校

無料
【阿万小学校HP】
http://www.minamiawaji.ed.jp/ama_es/

南あわじ市立
阿万小学校
0799-55-0047

兵庫県
南あわじ
市

②
ぬしま保育園・沼島小･中学校
合同学習
発表会

保育園，小学校，中学校が合同で学習発表会を開催します。日頃の教育活動（調べ
学習等）の成果の発表を保護者や地域の方々に参観していただきます。希に観光
客が参観されることもあります。

11月10日 沼島総合センター

ぬしま保育園
南あわじ市立
沼島小学校
南あわじ市立
沼島中学校

無料
【沼島小学校ＨＰ】
http://www.minamiawaji.ed.jp/nushima_e
s/

南あわじ市立
沼島小学校
0799-57-0101

兵庫県
南あわじ
市

② オープンスクール 本校の教育活動（授業の様子）を保護者や地域の方々に公開します。
11月19日
12月  4日

沼島小学校
南あわじ市立
沼島小学校

無料
【沼島小学校ＨＰ】
http://www.minamiawaji.ed.jp/nushima_e
s/

南あわじ市立
沼島小学校
0799-57-0101

兵庫県
南あわじ
市

② オープンスクール
学校の授業など教育活動を地域住民や保護者に公開します。また、芸術鑑賞会
10/11、人権講演会10/12も予定しています。

10月11日～12日 広田小学校
南あわじ市・洲本市組合立
広田小学校

無料
南あわじ市・洲本市組合立
広田小学校
0799-45-0013

兵庫県
南あわじ
市

② 文化祭 各学年行事、防災ジュニアリーダーの発表、合唱等全校発表を行います。 10月27日 倭文中学校体育館 倭文中学校 無料
南あわじ市立
倭文中学校
0799-46-0313

兵庫県
南あわじ
市

② オープンスクール 平常授業の公開を行います。 9月25日～27日 西淡中学校
南あわじ市立
西淡中学校

無料
南あわじ市立
西淡中学校
0799-36-2063

兵庫県
南あわじ
市

② 授業参観日・教育講演会
保護者や地域の方々を招き、各クラスで道徳の授業を公開します。午後からは、教
育講演会（講師：水谷修氏）を行います。

9月26日 西淡中学校
南あわじ市立
西淡中学校

無料
南あわじ市立
西淡中学校
0799-36-2063

兵庫県
南あわじ
市

②③ 文化祭 保護者や地域の方々に各学年・文化部の活動を発表します。 10月31日 西淡中学校
南あわじ市立
西淡中学校

無料
南あわじ市立
西淡中学校
0799-36-2063

兵庫県
南あわじ
市

② 文化発表会 各学年の合唱と各文化部の発表を行います。 11月7日
三原中学校
体育館

南あわじ市立
三原中学校

無料
南あわじ市立
三原中学校
0799-42-1239

兵庫県
南あわじ
市

② 授業参観（人権教育講演会）
保護者や地域の方を招き、各学年で道徳の授業を参観後、人権講演会を行いま
す。

10月10日
南淡中学校
各教室、体育館

南あわじ市立
南淡中学校

無料
【南淡中学校HP】
http://www.minamiawaji.ed.jp/nandan_jh
s/

南あわじ市立
南淡中学校
0799-52-0111

兵庫県
南あわじ
市

②③ 文化発表会
保護者や地域の方々を招いて、郷土芸能部、吹奏楽部等の文化部発表並びに各
学年の舞台発表、防災ジュニアリーダー報告発表を行います。

10月31日
南淡中学校
体育館

南あわじ市立
南淡中学校

無料
【南淡中学校HP】
http://www.minamiawaji.ed.jp/nandan_jh
s/

南あわじ市立
南淡中学校
0799-52-0111

兵庫県
南あわじ
市

②③ 芸術鑑賞会
演劇・音楽・演芸等の芸術団体（影絵芝居とガムラン音楽）の舞台を鑑賞します。保
護者や地域の方々にも毎年公開しています。

11月30日
南淡中学校
体育館

南あわじ市立
南淡中学校

無料
【南淡中学校HP】
http://www.minamiawaji.ed.jp/nandan_jh
s/

南あわじ市立
南淡中学校
0799-52-0111

兵庫県
南あわじ
市

② 保小中合同学習発表会
ぬしま保育園・小学校・中学校が合同で、学習活動の成果を舞台発表します。小学
生は、劇、器楽合奏、和太鼓演奏等を行います。中学生は沼島音頭、器楽合奏、修
学旅行やトライやるウィークの発表を行います。

11月10日 沼島総合センター
ぬしま保育園,南あわじ市立沼島小学
校,南あわじ市立沼島中学校

無料
【沼島中学校のHP】
http://www.minamiawaji.ed.jp/nushima_j
hs/

南あわじ市立
沼島小学校
0799-57-0101
南あわじ市立
沼島中学校
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兵庫県
南あわじ
市

② オープンスクール 沼島中学校の教育活動を保護者や地域住民に公開します。 10月23日～26日 沼島中学校
南あわじ市立
沼島中学校

無料
【沼島中学校のHP】
http://www.minamiawaji.ed.jp/nushima_j
hs/

南あわじ市立
沼島中学校
0799-57-0012

兵庫県
南あわじ
市

② 道徳授業参観・人権講演会 道徳の授業公開と、落語家桂吉弥氏の講演会を開催します。 10月2日
組合立
広田中学校

組合立
広田中学校

無料
組合立広田中学校
0799-45-0039

兵庫県
南あわじ
市

② 文化祭 学年合唱・全校合唱・クラス演劇・吹奏楽部演奏・文芸部作品発表を行います。 11月2日
組合立
広田中学校

組合立
広田中学校

無料
組合立広田中学校
0799-45-0039

兵庫県
南あわじ
市

② オープンスクール 平常授業の公開を行います。 11月7日～9日
組合立
広田中学校

組合立
広田中学校

無料
組合立広田中学校
0799-45-0039

兵庫県
南あわじ
市

③ 三原総合文化祭 三原地域の文化の育成・発展の一環として日頃の活動の成果を発表します。 11/1～3日（予定）
南あわじ市
中央公民館

三原文化協会 無料
南あわじ市中央公民館
0799-43-5038

兵庫県
南あわじ
市

③ 南淡文化協会文化展 南淡文化協会の会員の団体、個人が日頃の活動作品の展示を行います。 11月3日～4日
南あわじ市
福良地区公民館

南淡文化協会 無料 南淡文化協会会長

兵庫県
南あわじ
市

① 丸山公民館祭り 地域の公民館祭りに参加し、歌や踊りを見てもらい交流します。 10月21日 丸山地区市民交流センター 南あわじ市市民交流センター 無料
南あわじ市立
伊加利こども園
0799-39-0026

兵庫県
南あわじ
市

② 防火教室 消防署が来園し、火災の危険性や予防についての知識を身につけます。 10月25日 伊加利こども園
南あわじ市立
伊加利こども園

無料
南あわじ市立
伊加利こども園
0799-39-0026

兵庫県
南あわじ
市

② 親子うさちゃんクラブ
南あわじ市交通指導員が来園し、親子で街頭訓練をし、交通ルールを身につけま
す。

11月5日 伊加利こども園
南あわじ市立
伊加利こども園

無料
南あわじ市立
伊加利こども園
0799-39-0026

兵庫県
南あわじ
市

② ぴよちゃんクラブ 未就園児とその保護者が来園し、園児と交流遊びをします。 11月6日 伊加利こども園
南あわじ市立
伊加利こども園

無料
南あわじ市立
伊加利こども園
0799-39-0026

兵庫県
南あわじ
市

② 英語教室 外国語（英語）に親しみ、楽しく遊びます。 11月26日 伊加利こども園
南あわじ市立
伊加利こども園

無料
南あわじ市立
伊加利こども園
0799-39-0026

兵庫県
南あわじ
市

① 辰美校区こ幼小里山交流 小学生と、園児が地域の方々と交流しながら、里山基地の探検を実施します。 12月4日 伊加利里山基地
辰美校区こ幼
小

無料
南あわじ市立
伊加利こども園
0799-39-0026

兵庫県
南あわじ
市

② 親子うさちゃんクラブ
交通指導員より、就学前の年長児親子を対象にした交通安全教育について指導を
受けます。

10月26日 湊幼稚園
南あわじ市立
湊幼稚園

無料
南あわじ市立
湊幼稚園
0799-36-2835

兵庫県
南あわじ
市

② 英語教室 外国人の先生と一緒に英語で遊びます。
10月29日
11月9・26日

湊幼稚園
南あわじ市立
湊幼稚園

無料
南あわじ市立
湊幼稚園
0799-36-2836

兵庫県
南あわじ
市

② 防火教室 消防署員の方から、DVDや話を通じて火事の危険性について学びます。 10月30日 湊幼稚園
南あわじ市立
湊幼稚園

無料
南あわじ市立
湊幼稚園
0799-36-2837

兵庫県
南あわじ
市

② 交流保育 志知幼稚園の友達と一緒に遊び、交流を楽しみます。 10月31日 湊幼稚園
南あわじ市立
湊幼稚園

無料
南あわじ市立
湊幼稚園
0799-36-2838

兵庫県
南あわじ
市

② ぴよちゃんくらぶ 未就園児のための園庭開放日で、園児たちも一緒に遊びます。
11月6日
12月4日

湊幼稚園
南あわじ市立
湊幼稚園

無料
南あわじ市立
湊幼稚園
0799-36-2839

兵庫県
南あわじ
市

② ピノキオの会 地域の読み聞かせサークルの方が来園し、園児に絵本を読み聞かせてくれます。 11月8日 湊幼稚園
南あわじ市立
湊幼稚園

無料
南あわじ市立
湊幼稚園
0799-36-2840

兵庫県
南あわじ
市

② おもちつき会 祖父母や地域の更生保護女性会・老人会の方と一緒におもちつきをします。 12月7日 湊幼稚園
南あわじ市立
湊幼稚園

無料
南あわじ市立
湊幼稚園
0799-36-2841

兵庫県
南あわじ
市

②
幼稚園・こども園ウィーク親子
ふれあいフェスティバル

市内4園の園児が集まり、瓦太鼓や踊り、歌を披露したり、親子でふれあい遊びを楽
しみます。保護者は、子育てについての講演会にも参加します。

11月10日 丸山地区公民館 市立幼稚園・こども園 無料

南あわじ市立湊幼稚園
0799-36-2835
津井幼稚園
0799-38-0352

兵庫県
南あわじ
市

② 防火教室 消防署員より火の危険性や安全意識について指導をうけます。 10月24日 津井幼稚園
南あわじ市立
津井幼稚園

無料
南あわじ市立
津井幼稚園
0799-38-0352

兵庫県
南あわじ
市

② 親子うさちゃんクラブ 交通指導・地元駐在様より交通安全について年長児親子が指導を受けます。 10月30日 津井幼稚園
南あわじ市立
津井幼稚園

無料
南あわじ市立
津井幼稚園
0799-38-0352

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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



都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先 備考

兵庫県
南あわじ
市

② 英語教室
幼児期にネイティブな英語に触れたり、外国の文化に慣れ親しむための「遊び」
を楽しみます。

10月29日 津井幼稚園
南あわじ市立
津井幼稚園

無料
南あわじ市立
津井幼稚園
0799-38-0352

兵庫県
南あわじ
市

② ぴよちゃんクラブ 未就園児のための園庭解放です。 11月6日 津井幼稚園
南あわじ市立
津井幼稚園

無料
南あわじ市立
津井幼稚園
0799-38-0352

兵庫県
南あわじ
市

② 祖父母参観もちつき 日本古来の伝統行事の餅つき体験をして祖父母との触れ合いを深めます。 12月7日 津井幼稚園
南あわじ市立
津井幼稚園

無料
南あわじ市立
津井幼稚園
0799-38-0352

兵庫県
南あわじ
市

② 4園ゆづるは交流
1歳児～4歳児は、ダム周辺の散策
5歳児はゆづるは山頂まで登ります。

11月16日 ゆづるはダム周辺
市内幼稚園
こども園

無料
南あわじ市立
志知幼稚園
0799-36-3340

兵庫県
南あわじ
市

② ピノキオの会 地域の読み聞かせサークルの方が来園し、園児に絵本を読み聞かせしてくれます 10月11日 志知幼稚園
南あわじ市立
志知幼稚園

無料
南あわじ市立
志知幼稚園
0799-36-3340

兵庫県
南あわじ
市

② 親子料理教室 栄養士の指導のもと年長親子が手作りおやつを作ります。 10月16日 志知幼稚園
南あわじ市立
志知幼稚園

無料
南あわじ市立
志知幼稚園
0799-36-3340

兵庫県
南あわじ
市

② クリーン・ウォークラリー ゴミ拾いをしながら歩き、地域の自然や文化に触れ親しむ。 10月19日 志知幼稚園
南あわじ市立
志知幼稚園

無料
南あわじ市立
志知幼稚園
0799-36-3340

兵庫県
南あわじ
市

② 防火教室 消防署員より火の危険性や安全意識について指導を受けます。 10月23日 志知幼稚園
南あわじ市立
志知幼稚園

無料
南あわじ市立
志知幼稚園
0799-36-3340

兵庫県
南あわじ
市

② 保育所と交流 志知保育所と交流保育をします。 10月25日 志知保育所
南あわじ市立
志知幼稚園

無料
南あわじ市立
志知幼稚園
0799-36-3340

兵庫県
南あわじ
市

② 英語教室 外国人の先生と一緒に英語で遊びます。 10月29日 志知幼稚園
南あわじ市立
志知幼稚園

無料
南あわじ市立
志知幼稚園
0799-36-3340

兵庫県
南あわじ
市

② 交流遠足 湊幼稚園との、交流遠足を実施します。 10月31日 イングランドの丘
南あわじ市立
志知幼稚園

無料
南あわじ市立
志知幼稚園
0799-36-3340

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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兵庫県
南あわじ
市

② 保育所と交流 神代保育所と交流保育をします。 11月1日 神代保育所
南あわじ市立
志知幼稚園

無料
南あわじ市立
志知幼稚園
0799-36-3340

兵庫県
南あわじ
市

② ぴよちゃんくらぶ 未就園児のための園庭開放です。 11月6日 志知幼稚園
南あわじ市立
志知幼稚園

無料
南あわじ市立
志知幼稚園
0799-36-3340

兵庫県
南あわじ
市

② 老人会交流 地域の老人会との、伝統縄つくり体験を行います。 11月7日 志知幼稚園
南あわじ市立
志知幼稚園

無料
南あわじ市立
志知幼稚園
0799-36-3340

兵庫県 養父市 ② 2年生牛市見学
大薮にある家畜市場で、年に数回しか行われない牛市の見学をさせていただきま
す。

10月10日 家畜市場 養父市立養父小学校 無料
 【養父市立養父小学校のHP)】
http://yabuboard.ed.jp/yabu-es

養父市立養父小学校
079-665-0300

兵庫県 養父市 ② マラソン大会
校区内のマラソンコースを、低・中・高学年に分かれて、子ども達が自分の力を出し
切り、走りぬけます。

10月18日 校区内のマラソンコース 養父市立養父小学校 無料
 【養父市立養父小学校のHP)】
http://yabuboard.ed.jp/yabu-es

養父市立養父小学校
079-665-0300

予備日10月25日

兵庫県 養父市 ② 5年生但馬空港利用社会見学
但馬空港を利用し、大阪まで行きます。限られた時間ですが、国立博物館等の見学
をして、見聞を広げます。

10月26日 但馬空港～大阪・伊丹空港 養父市 無料
 【養父市立養父小学校のHP)】
http://yabuboard.ed.jp/yabu-es

養父市立養父小学校
079-665-0300

兵庫県 養父市 ② オープンスクール・学習発表会
オープンスクールを実施し、広く校区の皆さんに呼びかけ、児童の学習発表会を見
ていただきます。

11月23日 養父小学校体育館 養父市立養父小学校 無料
 【養父市立養父小学校のHP)】
http://yabuboard.ed.jp/yabu-es

養父市立養父小学校
079-665-0300

兵庫県 養父市 ② オープンスクール 道徳の参観授業及びＰＴＡ鑑賞会を行います。 11月23日 養父市立広谷小学校 養父市立広谷小学校 無料
 【養父市立広谷小学校のHP)】
http://yabuboard.ed.jp/hirotani-es

養父市立広谷小学校
079-664-0023

兵庫県 養父市 ② オープンスクール
お年寄りとのふれあい参観日、イングリッシュ・マラソン、ふるさとキャリア学習会、
校内マラソン大会、収穫祭、創作劇「ふるさとたきのや物語」、PTA親子講演会等を
開催します。

11月15日～17日 養父市立建屋小学校 養父市立建屋小学校 無料
 【養父市立建屋小学校のHP)】
http://yabuboard.ed.jp/takinoya-es

養父市立建屋小学校
079-666-0240

兵庫県 養父市 ② オープンスクール 3日間、授業公開を行います。12日午後PTA教育講演会を行います。 10月10日～11月12日 養父市立関宮小学校 養父市立関宮小学校 無料
 【養父市立関宮小学校のHP)】
http://yabuboard.ed.jp/sekinomiya-es

養父市立関宮小学校
079-667-3100

兵庫県 養父市 ② 学習発表会 各学年が学習発表を行います。 11月16日 養父市立関宮小学校体育館 養父市立関宮小学校 無料
 【養父市立関宮小学校のHP)】
http://yabuboard.ed.jp/sekinomiya-es

養父市立関宮小学校
079-667-3100

兵庫県 養父市 ② オープンスクール
子どもたちが生活する時間の学校を公開し、子どもたちが学んだり、遊んだりする様
子を見ていただきます。

10月10日～12日 養父市立高柳小学校 高柳小学校 無料
 【養父市立高柳小学校のHP)】
http://yabuboard.ed.jp/takayanagi-es

養父市立高柳小学校
079-662-2058

兵庫県 養父市 ①② 教育講演会 赤十字血液センターの方による「血液について」の講演です。 10月12日 養父市立高柳小学校 高柳小学校ＰＴＡ 無料
 【養父市立高柳小学校のHP)】
http://yabuboard.ed.jp/takayanagi-es

養父市立高柳小学校
079-662-2058

兵庫県 養父市 ②③ 学習発表会 各教科や総合的な学習の時間の成果をステージ発表します。 11月18日 養父市立高柳小学校 高柳小学校 無料
 【養父市立高柳小学校のHP)】
http://yabuboard.ed.jp/takayanagi-es

養父市立高柳小学校
079-662-2058

兵庫県 養父市 ② オープンスクール 学習の様子を公開します。 11月13日～15日 養父市立伊佐小学校 養父市立伊佐小学校 無料
 【養父市立伊佐小学校のHP)】
http://yabuboard.ed.jp/iza-es

養父市立伊佐小学校
079-662-2087

兵庫県 養父市 ② 学習発表会 これまでの児童の学習成果を発表します。 11月17日 養父市立伊佐小学校 養父市立伊佐小学校 無料
 【養父市立伊佐小学校のHP)】
http://yabuboard.ed.jp/iza-es

養父市立伊佐小学校
079-662-2087

兵庫県 養父市 ① ふれあい文化祭
伊佐校区自治協議会主催のふれあい文化祭において発表・展示
があります。児童は鑑賞及び展示見学をします。

11月17日 養父市立伊佐小学校
養父市立伊佐小学校
伊佐校区自治協議会

無料
 【養父市立伊佐小学校のHP)】
http://yabuboard.ed.jp/iza-es

養父市立伊佐小学校
079-662-2087

兵庫県 養父市 ② オープンスクール
八鹿青渓中学校における学校教育の推進状況を公開し、保護者や地域の皆様から
の理解と協力を得ます。

11月3日～9日 養父市立八鹿青渓中学校 養父市立八鹿青渓中学校 無料
 【養父市立八鹿青渓中学校のHP)】
http://yabuboard.ed.jp/yokaseikei-jhs

養父市立八鹿青渓中学校
079-662-2237

兵庫県 養父市 ①②
ＰＴＡ研修会・授業参観・合唱
コンクール

ＰＴＡ研修部が主催する講演会に親子・教職員が参加し、人権感覚を豊かにします。
授業公開・合唱コンクールを通して、生徒の主体的な学びの姿を見ていただきます。

11月3日 養父市立八鹿青渓中学校 養父市立八鹿青渓中学校・ＰＴＡ 無料
 【養父市立八鹿青渓中学校のHP)】
http://yabuboard.ed.jp/yokaseikei-jhs

養父市立八鹿青渓中学校
079-662-2237

兵庫県 養父市 ① 天体観望会 シシ座流星群を見ます。 11月18日 天文館バルーン八鹿 全天候運動場
 【養父市教育委員会生涯スポーツセン
ターのＨＰ】
http://WWW.ikiikiclome.com/

全天候運動場
079-663-2021

兵庫県 養父市 ①②③ 第53回やぶ文化祭
市民が集い、日頃の学習の成果を披露します。市民作品展、テーマ作品展、やぶ芸
能祭等を開催します。

10月19日～21日 養父市養父公民館
やぶ文化祭実行委員会・養父市・養父
市教育委員会

無料
 【養父市役所のＨＰ】
http://www.city.yabu.hyogo.jp

やぶ文化祭実行委員会事務局
079-664-1141

兵庫県 養父市 ①②③ 第54回八鹿文化祭
市民が集い、日頃の学習の成果を披露します。市民作品展、八鹿高校文化部合同
展示、音楽と芸能の玉手箱、各種バザーを開催します。
また、養父市造形教育展を同時開催し、幼・小・中学校の作品を展示します。

11月3日～11月4日
養父市立八鹿文化会館・八鹿公民館・八
鹿体育館・ようか武道館

八鹿文化祭実行委員会・養父市・養父
市教育委員会・八鹿文化協会

無料
 【養父市役所のＨＰ】
http://www.city.yabu.hyogo.jp

八鹿文化祭実行委員会事務局
079-662-6141

兵庫県 養父市 ③
第54回大屋文化祭音楽と芸能
の集い

ダンス、楽器演奏、あらゆる芸能を披露します。 11月3日 養父市立おおやホール 第54回大屋文化祭実行委員会 無料
 【養父市役所のＨＰ】
http://www.city.yabu.hyogo.jp

養父市役所大屋地域局
079-669-0120

兵庫県 養父市 ③
秋のベーゼンドルファー演奏
体験

ベーゼンドルファーピアノの体験演奏会です。どなたでもお申込みいただけます。 11月9日～11日 養父市立おおやホール おおやホール文化振興会
 【養父市役所のＨＰ】
http://www.city.yabu.hyogo.jp

養父市役所大屋地域局
079-669-0120

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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兵庫県 養父市 ①②③ 第51回関宮文化祭
市民が集い、日頃の学習の成果を披露します。市民作品展、テーマ作品展、芸能祭
等を開催します。

10月27日～28日 養父市立関宮公民館周辺
関宮文化祭実行委員会・養父市・養父
市教育委員会 無料

 【養父市役所のＨＰ】
http://www.city.yabu.hyogo.jp

関宮文化祭実行委員会事務局
079-667-2331

兵庫県 養父市 ①③ せきのみや子ども歌舞伎公演
子どもたちが、地域の伝承文化である農村歌舞伎を半年間かけて稽古をし、その成
果を披露します。
演目「口上」「葛畑三番叟」「仮名手本忠臣蔵七段目」

12月16日 関宮公民館ノビアホール
葛畑農村歌舞伎伝承会・養父市・養父
市教育委員会

 【養父市役所のＨＰ】
http://www.city.yabu.hyogo.jp

養父市立関宮公民館
079-667-2331

兵庫県
県内各市
町

②
地域に学ぶ「トライやる・ウィー
ク」

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月を中心として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
県教育委員会事務局　義務教
育課
078-362-3771

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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


