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兵庫県 相生市 ①②③ 第46回　西播磨地区幼児画展
幼児の遊びや生活経験から生み出される創造性に満ちた絵画
作品を展示します。

11月1日～6日
兵庫県立こどもの館
展望ロビー

兵庫県国公立幼稚園・こども園西播磨
地区

無料
矢野川幼稚園
0791-28-0155

兵庫県 相生市 ②③ 羅漢の里もみじまつり
地元の幼稚園児が御輿パレード行進をしたり、ステージ上で歌
やダンスを披露したりします。

11月11日 メイプルリーフステージ 相生市観光協会 無料
相生市観光協会
0791-22-7177

兵庫県 相生市 ② やまてのちびっこなかよしこよし
来年度入園を予定されている子どもと保護者が園に来て遊び
ます。

11月12日 山手幼稚園 相生市立山手幼稚園 無料
山手幼稚園
0791-23-3960

兵庫県 相生市 ② オープンスクール
学習発表会において、本校の生活科・総合的な学習の時間の
特色ある地域カリキュラム「ふるさと大好きプロジェクト」の一連
の学習の成果を保護者、地域の方へ発表いたします。

11月30日 相生小学校体育館 相生市立相生小学校 無料
【相生小のHP】
https://www.city.aioi.lg.jp/site/aiois
ho/

相生小学校
0791-22-7146

兵庫県 相生市 ② オープンスクール 授業公開 11月21日 双葉小学校 相生市立双葉小学校 無料
【双葉小のHP】
http://www.city.aioi.lg.jp/site/futab
asho/

双葉小学校
0791-22-7148

兵庫県 相生市 ② オープンスクール 学習発表会 11月22日 双葉小学校 相生市立双葉小学校 無料
【双葉小のHP】
http://www.city.aioi.lg.jp/site/futab
asho/

双葉小学校
0791-22-7148

兵庫県 相生市 ③ オープンスクール（学習発表会） 各学年の児童による、合唱、合奏、朗読などの発表 11月22日 若狭野小学校体育館 相生市立若狭野小学校 無料
若狭野小学校
0791-28-0152

兵庫県 相生市 ② 学習発表会
11／7（木）オープンスクールで授業の様子を公開します。8（金）
学習発表会で、音楽、総合的な学習など学習してきたことを発
表します。

11月7～8日 青葉台小学校 相生市立青葉台小学校 無料
【青葉台小のHP】
https://www.city.aioi.lg.jp/site/aob
adaisho/

青葉台小学校
0791-22-7158

兵庫県 相生市 ② 学習発表会
各学年の学習の成果を合唱や合奏、音読劇、朗読劇、総合学
習発表等、各学年に応じて工夫を凝らし披露します。

11月22日 中央小学校体育館 相生市立中央小学校 無料
中央小学校
0791-22-7149

兵庫県 相生市 ③ 文化祭 合唱コンクール・吹奏楽演奏・作品展示 11月1日～11月2日 双葉中学校体育館 相生市立双葉中学校 無料
双葉中学校
0791-22-7152

兵庫県 相生市 ③ 文化祭 合唱コンクール・吹奏楽演奏・作品展示 11月2日 那波中学校体育館 相生市立那波中学校 無料
那波中学校
0791-22-7151

兵庫県 相生市 ② 第43回矢野川中学校文化祭
1日目：芸術鑑賞｢アフリカ音楽｣
2日目：各学級舞台発表、合唱発表、生徒作品展示

11月1日～2日 矢野川中学校体育館 相生市立矢野川中学校 無料
矢野川中学校
0791-28-0151

兵庫県 相生市 ②
高校生就業体験事業　インターン
シップ

2年生全員によるインターンシップを行います。 10月15～18日 各事業所 県立相生産業高等学校 無料
県立相生産業高等学校
0791-22-0595

兵庫県 相生市 ② 第2回公開授業
保護者、評議員、中学校教員を対象に3.4限の授業を公開しま
す。

11月1日 校舎 県立相生産業高等学校 無料
県立相生産業高等学校
0791-22-0595

兵庫県 相生市 ②③ 文化祭 文化祭を行います。 11月14～15日 校舎及び体育館 県立相生産業高等学校 無料
県立相生産業高等学校
0791-22-0595

兵庫県 相生市 ② 販売実習 相生市スポーツフェスティバルにて販売実習を行います。 10月13日 相生市山手 相生市
県立相生産業高等学校
0791-22-0595

兵庫県 相生市 ② 販売実習 おおはまタウンにて販売実習を行います。 10月19日 相生市那波 県立相生産業高等学校
県立相生産業高等学校
0791-22-0595

兵庫県 相生市 ② 販売実習 道の駅白龍城にて販売実習を行います。 11月23日 道の駅白龍城 道の駅白龍城
県立相生産業高等学校
0791-22-0595

兵庫県 相生市 ② 販売実習 赤穂義士祭にて販売実習を行います。 12月14日 赤穂城周辺 赤穂市
県立相生産業高等学校
0791-22-0595

兵庫県 相生市 ①②
高校生ふるさと貢献活動
小学生工作教室ボランティア

機械科による小学生工作教室のボランティアを行います。 10月30日 矢野小学校 県立相生産業高等学校 無料
県立相生産業高等学校
0791-22-0595

兵庫県 相生市 ①②
高校生ふるさと貢献活動
通学路清掃

通学路を生徒・職員で清掃します。 11月予定 周辺通学路 県立相生産業高等学校 無料
県立相生産業高等学校
0791-22-0595

兵庫県 相生市 ①②
高校生ふるさと貢献活動
おもちゃ修理ボランティア

地域住民から持ち込まれたおもちゃを修理します。 11月23日 相生市文化会館 県立相生産業高等学校 無料
県立相生産業高等学校
0791-22-0595

兵庫県 相生市 ①②
高校生ふるさと貢献活動
ボランティア

西播磨高校生マルシェにて、特産品販売を行います。 11月予定
たつの市立
新宮ふれあい福祉会館

西播磨高校生
マルシェ実行委員会

県立相生産業高等学校
0791-22-0595

地域の特産物を活かして、相生
産業高校の生徒が新しく開発し
た商品を販売します。

兵庫県 相生市 ①②
高校生ふるさと貢献活動
ボランティア

相生大ちゃん祭りにて、ティピアスによる行事運営に参加する
ほか、相生特産品販売を行います。

11月23日 道の駅白龍城 道の駅白龍城
県立相生産業高等学校
0791-22-0595

地域の特産物を活かして、相生
産業高校の生徒が新しく開発し
た商品を販売します。

兵庫県 相生市 ② オープンハイスクール
中学生、保護者、教員を対象にオープンハイスクールを行いま
す。

10月26日 校舎及び体育館 県立相生産業高等学校 無料
県立相生産業高等学校
0791-22-0595

兵庫県 相生市 ② 創立記念国際理解講演会 国連職員としての経験についての講演会を行います。 11月6日 県立相生高等学校 県立相生高等学校 無料
【県立相生高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~aioi-hs

県立相生高等高校
0791-23-0800

兵庫県 相生市 ② 公開授業ウィーク 授業の公開によって、開かれた学校づくりを進めます。 11月11日～15日 県立相生高等学校 県立相生高等学校 無料
【県立相生高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~aioi-hs

県立相生高等高校
0791-23-0800

兵庫県 相生市 ② 相高生フォーラム テーマに対しての弁論大会を行います。 11月13日 県立相生高等学校 県立相生高等学校 無料
【県立相生高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~aioi-hs

県立相生高等高校
0791-23-0800

兵庫県 相生市 ② 通学路清掃 ふるさとの美化に貢献する活動を行います。 11月20日 県立相生高等学校 県立相生高等学校 無料
【県立相生高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~aioi-hs

県立相生高等高校
0791-23-0800

兵庫県 相生市 ② 挨拶運動 地元自治会と協力してふるさとに貢献する活動を行います。 11月15日 JR相生駅北側ロータリー 県立相生高等学校 無料
【県立相生高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~aioi-hs

県立相生高等高校
0791-23-0800

兵庫県 明石市 ③ 二見町合同文化祭 二見町の地域の文化祭に園児の作品を展示します。 11月3日 明石市立二見中学校 二見町合同文化祭実行委員会 無料

【二見こども園の案内】
https://www.city.akashi.lg.jp/kodom
o/ikusei_shitsu/hoiku/documents/2
01_futami.pdf

明石市立二見こども園
078-942-3454

兵庫県 明石市 ② オープンスクール
園児が主体となって行うお店屋さんごっこを行います。園児や
保護者、地域の方等がお客さんになって園児と一緒に活動す
る行事です。

11月13日 明石市立明石幼稚園大保育室 明石市立明石幼稚園 無料
【明石幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/akashi/index.html

明石市立明石幼稚園
078－912-3061

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1日 明石市立人丸幼稚園 明石市立人丸幼稚園 無料
【人丸幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/hitomaru/index.html

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）
収穫したさつま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月上旬 明南保育所
明石市立人丸幼稚園
明南保育所

無料
【人丸幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/hitomaru/index.html

明石市立人丸幼稚園
078-911-2725

第61回「教育・文化週間」関連行事

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 1



2700

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

第61回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県 明石市 ② オープンスクール
保護者や地域の方に保育の様子を見てもらったり一緒に遊ん
だりします。

11月13日 明石市立人丸幼稚園 明石市立人丸幼稚園 無料
【人丸幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/hitomaru/index.html

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、お弁当を食べたりしま
す。

11月下旬 明石市立人丸幼稚園
明石市立大蔵中学校
明石市立人丸幼稚園

無料
【人丸幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/hitomaru/index.html

明石市立人丸幼稚園
078-911-2725

兵庫県 明石市 ② 一緒に遊ぼう（保育所交流） 近隣の保育所の4・5歳児を招待して一緒に遊びます。 12月上旬 明石市立人丸幼稚園 明石市立人丸幼稚園 無料
【人丸幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/hitomaru/index.html

明石市立人丸幼稚園
078-911-2725

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17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
【播陽幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/banyou/index.html

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
【播陽幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/banyou/index.html

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 オープンスクールとして、園児の生活や遊びを公開します。 11月13日 明石市立花園幼稚園 明石市立花園幼稚園 無料
【花園幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/hanazono/index.html

明石市立花園幼稚園
078-923-0090

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、「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 明石市立沢池幼稚園 無料
【沢池幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/sawaike/index.html

明石市立沢池幼稚園
078-927-0826

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
【清水幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/simizu/index.html

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～19日 明石市立清水幼稚園 明石市立清水幼稚園 無料
【清水幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/simizu/index.html

明石市立清水幼稚園
078-943-4801

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6日 明石市立貴崎幼稚園 明石市立貴崎幼稚園 無料
【貴崎幼稚園】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/kisaki/index.html

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、交流します。

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
【貴崎幼稚園】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/kisaki/index.html

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
【貴崎幼稚園】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/kisaki/index.html

明石市立貴崎幼稚園
078－923－0044

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15日 明石市立貴崎幼稚園 明石市立貴崎幼稚園 無料
【貴崎幼稚園】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/kisaki/index.html

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・絵画展 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
【錦浦幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/kinpo/index.html

明石市立錦浦幼稚園
078-946-2321

兵庫県 明石市 ② 絵画展 園児の絵画作品を展示します。 11月14～19日 明石市立錦浦幼稚園 明石市立錦浦幼稚園 無料
【錦浦幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/kinpo/index.html

明石市立錦浦幼稚園
078-946-2321

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13日 明石市立藤江幼稚園 明石市立藤江幼稚園 無料
【藤江幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/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15日 明石市立藤江幼稚園 明石市立藤江幼稚園 無料
【藤江幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/hujie/index.html

明石市立藤江幼稚園
078-923-3110

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
【鳥羽幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/toba/index.html

明石市立鳥羽幼稚園
078-928-0091

兵庫県 明石市 ② こども防火教室
消防本部の方に来ていただき、避難訓練、防火訓練、消防自
動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
【鳥羽幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/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
明石市人権推進課有持先生を講師に迎え、幼稚園や小学校
の保護者を対象に講演会を開催します。

11月18日 明石市立鳥羽幼稚園 明石市立鳥羽幼稚園 無料
【鳥羽幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/toba/index.html

明石市立鳥羽幼稚園
078-928-0091

兵庫県 明石市 ② 中学生との交流
江井島中学１年生to,ふれあい遊びを楽しんだりお弁当を一緒
に食べたりします。

11月6日 少年自然の家 明石市立江井島幼稚園 無料
【江井島幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/eigasima/index.html

明石市立江井島幼稚園
078-946-1049

兵庫県 明石市 ② オープンスクール
園児の普段の様子を、保護者や地域の方に見ていただきま
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
【江井島幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/eigasima/index.html

明石市立江井島幼稚園
078-946-1049

兵庫県 明石市 ② 焼き芋の会
園児が高齢者大学の方々と収穫した芋を焼いて、保護者や地
域の方々みんなで
いただきます。

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
【江井島幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/eigasima/index.html

明石市立江井島幼稚園
078-946-1049

兵庫県 明石市 ② 運動会
体操や競技、演技をみてもらったり、親子で一緒に運動遊びを
したり、未就園も
参加できる競技もあります。

11月2日 明石市立谷八木幼稚園 明石市立谷八木幼稚園 無料
【谷八木幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/taniyagi/index.html

明石市立谷八木幼稚園
078‐936‐2048

兵庫県 明石市 ③
幼稚園ウィーク・オープンスクー
ル

絵画展や、オープンスクールを行って、子供達の様子を知って
もらう機会にしています。

11月13日 明石市立谷八木幼稚園 明石市立谷八木幼稚園 無料
【谷八木幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/taniyagi/index.html

明石市立谷八木幼稚園
078‐936‐2048

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21日・25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
【二見西幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/hutaminisi/index.html

明石市立二見西幼稚園
078-944-5961

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 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
【二見西幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/hutaminisi/index.html

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
などを楽しみます。

11月20日 明石市立二見西幼稚園
明石市立二見西幼稚園
西部文化会館

無料
【二見西幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/hutaminisi/index.html

明石市立二見西幼稚園
078-944-5961

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8日 明石市立魚住幼稚園園庭 明石市立魚住幼稚園 無料
【魚住幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/uozumi/index.html

明石市立魚住幼稚園
078-946-1859

兵庫県 明石市 ②
オープンスクール　　（お店屋ごっ
こ）

園児の幼稚園での生活を家庭や地域の方に知っていただく機
会とします。

11月14日 明石市立王子幼稚園 明石市立王子幼稚園 無料
【王子幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/ouji/index.html

明石市立王子幼稚園
078-928-3032

兵庫県 明石市 ② 幼中交流会
校区の衣川中学校生徒が幼稚園に来園し、遊びや食事を一緒
にしながら交流します。キャリア教育として幼稚園教諭の仕事
内容を中学生に話します。

11月5日 明石市立林幼稚園 明石市立林幼稚園 無料
【林幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/hayasi/index.html

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～19日 明石市立林幼稚園 明石市立林幼稚園 無料
【林幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/hayasi/index.html

明石市立林幼稚園
078-922-2608

兵庫県 明石市 ② お店やごっこ
クラスや学年で店屋を開店し、物の売り買いや友達とのやりと
りをします。

11月13日～19日 明石市立林幼稚園 明石市立林幼稚園 無料
【林幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/hayasi/index.html

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18日 明石市立林小学校 明石市立林幼稚園 無料
【林幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/hayasi/index.html

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25日 明石市立林幼稚園 明石市立林幼稚園 無料
【林幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/hayasi/index.html

明石市立林幼稚園
078-922-2608

兵庫県 明石市 ② 県立明石城西高校との交流 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29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
【大久保南幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/okubominami/index.html

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きます。 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
【大久保南幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/okubominami/index.html

明石市立大久保南幼稚園
078-934-5590

兵庫県 明石市 ② 誕生会 絵本ママの方が園児のために絵本を読んでくれます。 11月27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
【大久保南幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/okubominami/index.html

明石市立大久保南幼稚園
078-934-5590

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7日・21日 明石市立大久保幼稚園 明石市立大久保幼稚園 無料
【大久保幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/okubo/index.html

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
【大久保幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/okubo/index.html

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～19日 明石市立大久保幼稚園 明石市立大久保幼稚園 無料
【大久保幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/okubo/index.html

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、明石市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15日 明石市立大久保幼稚園 明石市立大久保幼稚園 無料
【大久保幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/okubo/index.html

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16日 明石市立大久保小学校 明石市立大久保幼稚園 無料
【大久保幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/okubo/index.html

大久保幼稚園
078－936-2020

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、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

11月13日～19日 明石市立朝霧幼稚園 明石市立朝霧幼稚園 無料
朝霧幼稚園のHP
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/asagiri/

明石市立朝霧幼稚園
078-912-7080

兵庫県 明石市 ①② 幼・中交流 衣川中学校１年生と幼稚園児とが交流して一緒に遊びます。 11月6日
明石市立大観幼稚園各保育室
及び園庭

明石市立大観幼稚園 無料
【大観幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/taikan/index.html

明石市立大観幼稚園
078-912-1570

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

園児の生活や遊びの様子を保護者や地域の方々に知ってい
ただくために、参観や参加していただい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
【大観幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/taikan/index.html

明石市立大観幼稚園
078-912-1570

兵庫県 明石市 ②③ お茶会
茶道の礼儀作法を知り、日本古来の伝統的行事に親しみま
す。

11月19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
【大観幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/taikan/index.html

明石市立大観幼稚園
078-912-1570

兵庫県 明石市 ②③ ミュージカル鑑賞
楽しいお話のミュージカルを保護者や未就園児と共に鑑賞しま
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
【大観幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/taikan/index.html

明石市立大観幼稚園
078-912-1570

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21日 明石市立和坂幼稚園 明石市立和坂幼稚園 無料
【和坂幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/wasaka/index.html

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、絵画展
園児の様子を自由に参観し、子供達の作ったお店屋さんごっこ
をする。
園児の描いた絵画作品を掲示する。

11月13日 明石市立和坂幼稚園 明石市立和坂幼稚園 無料
【和坂幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/wasaka/index.html

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。 11月1日 明石市立和坂幼稚園 明石市立和坂幼稚園 無料
【和坂幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/wasaka/index.html

明石市立和坂幼稚園
078-929-0173

兵庫県 明石市 ② 幼稚園ウィークin明石 オープンスクール・幼稚園の生活遊び 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
【錦が丘幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/nisiki/index.html

明石市立錦が丘幼稚園
078-947-2222
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兵庫県 明石市 ③ 獅子舞鑑賞 獅子舞を観賞し、伝統行事に触れます。 10月25日 明石市立山手幼稚園 明石市立山手幼稚園 無料
【山手幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/yamate/index.html

明石市立山手幼稚園
078－936－1307

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びます。 10月25日 明石市立山手幼稚園 明石市立山手幼稚園 無料
【山手幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/yamate/index.html

明石市立山手幼稚園
078－936－1307

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びます。 11月8日 明石市立山手幼稚園 明石市立山手幼稚園 無料
【山手幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/yamate/index.html

明石市立山手幼稚園
078－936－1307

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びます。 11月11日 明石市立山手幼稚園 明石市立山手幼稚園 無料
【山手幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/yamate/index.html

明石市立山手幼稚園
078－936－1307

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します。 11月13日 明石市立山手幼稚園 明石市立山手幼稚園 無料
【山手幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/yamate/index.html

明石市立山手幼稚園
078－936－1307

兵庫県 明石市 ② 高年クラブの方との交流 高年クラブの方々と一緒に、ふれあい遊びや昔遊びをします。 11月14日 明石市立山手幼稚園 明石市立山手幼稚園 無料
【山手幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/yamate/index.html

明石市立山手幼稚園
078－936－1307

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します。 11月19日 明石市立山手幼稚園 明石市立山手幼稚園 無料
【山手幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/yamate/index.html

明石市立山手幼稚園
078－936－1307

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
文化に触れます。

11月20日 明石市立山手幼稚園 明石市立山手幼稚園 無料
【山手幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/yamate/index.html

明石市立山手幼稚園
078－936－1307

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びます。 11月22日 明石市立山手幼稚園 明石市立山手幼稚園 無料
【山手幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/yamate/index.html

明石市立山手幼稚園
078－936－1307

兵庫県 明石市 ② 地域の方との交流 地域の方々と一緒に昼食を食べたり、昔遊びをしたりします。 11月27日 明石市立山手幼稚園 明石市立山手幼稚園 無料
【山手幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/yamate/index.html

明石市立山手幼稚園
078－936－1307

兵庫県 明石市 ② 小さな音楽会 園児達が歌を歌ったり、楽器を演奏したりします。 12月6日 明石市立山手幼稚園 明石市立山手幼稚園 無料
【山手幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/yamate/index.html

明石市立山手幼稚園
078－936－1307

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
【松が丘幼稚園のＨｐ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/matugaoka/index.html

明石市立松が丘幼稚園
078-912-6226

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
【高丘東幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/takaokahigasi/index.html

明石市立高丘東幼稚園
078-935-0269

兵庫県 明石市 ② オープンスクール 保護者、地域の方に幼稚園の生活、保育を公開します 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
【二見北幼稚園のＨＰ】
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoi
ku/kindie/hutamikita/index.html

明石市立二見北幼稚園
078-943-2222

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18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
【二見西小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_ftmw/

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14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
【二見西小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_ftmw/

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16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
【二見西小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_ftmw/

明石市立二見西小学校
078-918-5830

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します。

11月2日 明石市立貴崎小学校 明石市立貴崎小学校 無料
【貴崎小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_kski/

明石市立貴崎小学校
078-918-5685

兵庫県 明石市 ② 音楽会 日々の音楽授業の成果を各学年毎に発表する。 11月2日 明石市立沢池小学校体育館 明石市立沢池小学校 無料
【沢池小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_swik/

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タ
本校まちづくり協議会主催の地域行事です。
様々な出し物や、各団体のお店が出ます。

10月26日 明石市立沢池小学校グランド 沢池校区まちづくり協議会 無料
【沢池小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_swik/

明石市立沢池小学校
078-918-5485

兵庫県 明石市 ① スポーツフェスタ
スポーツクラブ２１沢池の主催による本校児童のスポーツ体験
をします。

11月9日 明石市立沢池小学校グランド スポーツクラブ21 無料
【沢池小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_swik/

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
本校の授業の状況を参観頂き広く参考意見を求めていくため
に行います。

12月4日 明石市立沢池小学校 明石市立沢池小学校 無料
【沢池小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_swik/

明石市立沢池小学校
078-918-5485

兵庫県 明石市 ① ネット関連講座
ネットに関するいろいろな諸問題に関して講師を招聘し児童・保
護
者と共に研修します。

12月4日 明石市立沢池小学校 明石市立沢池小学校 無料
【沢池小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_swik/

明石市立沢池小学校
078-918-5485

兵庫県 明石市 ②③ 音楽会 全校生が歌と楽器演奏を披露します。 11月2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
【高丘東小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_tkoe/

明石市立高丘東小学校
078-918-5730

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2日 明石市立中崎小学校体育館 明石市立中崎小学校 無料
【中崎小学校のHP】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_nkzk/

明石市立中崎小学校
078-918-5458

兵庫県 明石市 ① 音楽会 各学年がこれまで学習してきた音楽科の成果を発表します。 11月16日 明石市立錦が丘小学校体育館 明石市立錦が丘小学校 無料
【錦が丘小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_nskg/

明石市立錦が丘小学校
078-918-5770
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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2日 明石市立王子小学校体育館 明石市立王子小学校 無料
【王子小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_ouji/

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9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
【王子小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_ouji/

明石市立王子小学校
078-918-5465

兵庫県 明石市 ② 音楽会 各学年が、音楽学習の成果を発表します。 11月2日 明石市立鳥羽小学校体育館 明石市立鳥羽小学校 無料
【鳥羽小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_toba/

明石市立鳥羽小学校
078-918-5475

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1日 明石市立錦浦小学校 明石市立錦浦小学校 無料
【錦浦小学校のHP】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_kinp/

明石市立錦浦小学校
078-918-5775

兵庫県 明石市 ② 音楽会 各学年ごとに、日ごろの音楽学習の成果を発表します。 11月16日 明石市立山手小学校体育館 明石市立山手小学校 無料
【山手小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_yamt/

明石市立山手小学校
078-918-5745

兵庫県 明石市 ② 音楽会
各学年団による、器楽合奏と合唱を、保護者、地域の方々に参
観いただく会です。

11月2日 明石市立二見北小学校 明石市立二見北小学校 無料
【二見北小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_ftmi/

明石市立二見北小学校
078-918-5825

兵庫県 明石市 ② 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17日 明石市立大観小学校体育館 明石市立大観小学校 無料
【大観小学校のHP】
http://www.schoolweb.ne.jp/akashi
/taikan-e/

明石市立大観小学校
078-918-5460

兵庫県 明石市 ② 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。

10月19日 明石市立大観小学校体育館 明石市立大観小学校 無料
【大観小学校のHP】
http://www.schoolweb.ne.jp/akashi
/taikan-e/

明石市立大観小学校
078-918-5460

兵庫県 明石市 ② 音楽会
合奏・合唱・和太鼓演奏を中心に日頃の学習の成果を保護者
や地域の方々に公開します。

10月26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
【谷八木小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_tntg/

明石市立谷八木小学校
078-918-5750

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18日
明石市立藤江小学校付近の海
岸

明石市立藤江小学校 無料
【藤江小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_huzi/

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16日 明石市立藤江小学校 明石市立藤江小学校 無料
【藤江小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_huzi/

明石市立藤江小学校
078-918-5490

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16日 明石市立林小学校体育館 明石市立林小学校 無料
【林小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_hysh/

明石市立林小学校
078-918-5470

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10日 明石市立林小学校・運動場 林校区自主防災組織 無料
【林小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_hysh/

明石市立林小学校
078-918-5470

兵庫県 明石市 ② 音楽会 教科授業・総合学習の発表会を行います。 11月2日 明石市立大久保南小体育館 明石市立大久保南小学校 無料
【大久保南小学校のＨｐ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_okbs/

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 教科授業・総合学習の発表会を行います。 11月22日 明石市立大久保南小体育館 明石市立大久保南小学校 無料
【大久保南小学校のＨｐ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_okbs/

明石市立大久保南小学校
078-918-5695

兵庫県 明石市 ② 音楽会 各学年児童が合奏や合唱を披露します。 11月2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
【大久保小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_okbo/

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23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
【大久保小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_okbo/

明石市立大久保小学校
078-918-5690

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。

10月26日 明石市立清水小学校体育館 明石市立清水小学校 無料
【清水小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_shmz/

明石市立清水小学校
078-918-5765

兵庫県 明石市 ①③ しみずフェスタ２０１９
地域住民の交流の場として、ダンスや獅子舞などの催し物や
様々な出店があり、幼児から高齢者までが一緒になって楽しい
ひと時を過ごす。

11月17日 明石市立清水小学校運動場 清水校区まちづくり協議会 無料
【清水小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_shmz/

清水小学校コミセン
078-943-3121

兵庫県 明石市 ② 算数科研究発表会
算数科について授業研究を行い、公開授業及び講演会を開催
する。

11月27日 明石市立清水小学校 明石市立清水小学校 無料
【清水小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_shmz/

明石市立清水小学校
078-918-5765

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16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
【松が丘小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_mtgk/

明石市立松が丘小学校
078-918-5435

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2日 明石市立人丸小学校体育館 明石市立人丸小学校 無料
【人丸小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_htmr/

明石市立人丸小学校
078-918-5450

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2日 明石市立和坂小学校体育館 明石市立和坂小学校 無料
【和坂小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_wask/

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27日 明石市立和坂小学校体育館 明石市立和坂小学校 無料
【和坂小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_wask/

明石市立和坂小学校
078-918-5480

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2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
【高丘西小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_tkok/

明石市立高丘西小学校
078-918-5735

兵庫県 明石市 ② 音楽会 全校児童による合唱や合奏などの発表会 11月16日 明石市立明石小学校体育館 明石市立明石小学校 無料
【明石小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_aksh/

明石市立明石小学校
078－918-5430

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 5
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兵庫県 明石市 ② 高丘中学校　文化祭
学級の合唱コンクールを中心に、保育所・幼稚園の発表や吹
奏楽部の発表、あわせて各種展示を行います。

10月25日 明石市立高丘中学校 明石市立高丘中学校 無料
【高丘中学校のHP】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~j
r_tkok/

明石市立高丘中学校
078-918-5880

兵庫県 明石市 ② 高丘中学校　オープンスクール 学校の日常の教育活動を公開します。 11月8日 明石市立高丘中学校 明石市立高丘中学校 無料
【高丘中学校のHP】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~j
r_tkok/

明石市立高丘中学校
078-918-5880

兵庫県 明石市 ② 文化祭 合唱を通して感性豊かな心を育てるために行います。 10月25日 明石市立大久保北中学校 明石市立大久保北中学校 無料
【大久保北中学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~j
r_okbn/

明石市立大久保北中学校
078-918-5875

兵庫県 明石市 ② オープンスクール
開かれた学校を目的とし、地域、保護者へ学校の様子をはじ
め、教師や子供の様子を見ていただきます。

11月11日 明石市立大久保北中学校 明石市立大久保北中学校 無料
【大久保北中学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~j
r_okbn/

明石市立大久保北中学校
078-918-5875

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 明石市立魚住中学校 明石市立魚住中学校 無料
【魚住中学校のＨＰ】
http://www.schoolweb.ne.jp/weblog
/index.php?id=2820001

明石市立魚住中学校
078-918-5890

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 明石市立朝霧中学校体育館 明石市立朝霧中学校 無料
【朝霧中学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~j
r_asgr/

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24日 明石市民会館 明石市立大蔵中学校 無料
【大蔵中のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~j
r_okra/

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25日 明石市立大蔵中学校 明石市立大蔵中学校 無料
【大蔵中のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~j
r_okra/

明石市立大蔵中学校
078-918-5850

兵庫県 明石市 ③ 学年文化祭 学年別に、各クラスの合唱を発表します。 10月24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
【大久保中学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~j
r_okbo/

明石市立大久保中学校
078-918-5870

兵庫県 明石市 ③ 全校文化祭 代表クラスの合唱、吹奏楽部演奏等の発表を行います。 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
【大久保中学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~j
r_okbo/

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13日～14日 明石市立大久保中学校 明石市立大久保中学校 無料
【大久保中学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~j
r_okbo/

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・いじめ撲滅宣言・吹奏楽部演奏
を披露します。

11月3日 イオン明石海の広場 明石市立大久保中学校 無料
【大久保中学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~j
r_okbo/

明石市立大久保中学校
078-918-5871

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
【大久保中学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~j
r_okbo/

明石市立大久保中学校
078-918-5870

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を行います。 11月11日～15日 明石市立二見中学校 明石市立二見中学校 無料
【二見中学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~j
r_ftmi/

明石市立二見中学校
078-918-5930

兵庫県 明石市 ② 登校指導 ＰＴＡと連携し、登校の見守りを行います。 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
【二見中学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~j
r_ftmi/

明石市立二見中学校
078-918-5930

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11日 明石市立衣川中学校 明石市立衣川中学校 無料
【衣川中学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~j
r_kngw/

明石市立衣川中学校
078-918-5855

兵庫県 明石市 ① 昔遊びをしよう
昔遊びを通じ、「人と人とのつながり、世代間交流」を目的として
いる。

11月17日 明石市立明石小学校体育館 錦城地区社会福祉協議会 無料
【明石小学校のＨＰ】
http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~
el_aksh/

明石小コミセン
078－911-5005

兵庫県 明石市 ② SSH課題研究中間発表会
「探究」をテーマに1年間取り組む課題研究の中間発表を行い
ます。

10月下旬 兵庫県立明石北高等学校
兵庫県立明石北高等学校
078-936-9100

無料
明石北高校HP
https://www.hyogo-
c.ed.jp/~meihoku-hs/

兵庫県立明石北高等学校
児島　義人
079-936-9100

兵庫県 明石市 ② 授業公開週間
1週間に渡ってすべての授業を公開し、本校教育活動への理解
を深めます。

11月11日～15日 兵庫県立明石北高等学校
兵庫県立明石北高等学校
078-936-9100

無料
明石北高校HP
https://www.hyogo-
c.ed.jp/~meihoku-hs/

兵庫県立明石北高等学校
児島　義人
079-936-9100

兵庫県 明石市 ② 自作イラスト・音楽等の展示
二見町合同文化祭において、本校メディア部が制作したイラス
ト・音楽等を展示します。

11月3日 明石市立二見中学校 二見町合同文化祭実行委員会 無料
二見コミュニティセンター
078-943-6741

兵庫県 明石市 ② 「人と環境類型」学習成果発表会
人と環境類型の２年生全員がインターンシップの体験を通じて
研究した成果を発表します。

10月26日 兵庫県立明石清水高等学校 兵庫県立明石清水高等学校 無料
【県立明石清水高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~shimizu-hs/

（078）947-1182
（担当：前野）

実施は9:30～12:00

兵庫県 明石市 ② アンガーマネジメント講座
「人と環境」類型の授業として実施。専門講師による講義。怒り
（アンガ―）の感情の上手な出し方について学びます。一般の
方の受講も可能です。

11月14日 兵庫県立明石清水高等学校 兵庫県立明石清水高等学校 無料
【県立明石清水高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~shimizu-hs/

（078）947-1182
（担当：前野）

実施は10:45～12:35

兵庫県 明石市 ② 「人と環境類型」説明会
類型の内容説明や体験授業を、中学生や保護者に対して実施
します。

11月23日 兵庫県立明石清水高等学校 兵庫県立明石清水高等学校 無料
【県立明石清水高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~shimizu-hs/

（078）947-1182
（担当：前野）

実施は10:00～12:00

兵庫県 明石市 ②
高校生ふるさと活性化事業
「城西高校ジュニアテニス教室」

高校生が硬式テニスを通して地域の小中学生にスポーツの楽
しさやルール・マナーを守ることの大切さ等を伝えることで、高
校生・小中学生相互の健全育成を図るとともに、スポーツを通
した地域活性化策を提案します。

10月下旬
12月上旬

県立明石城西高等学校
テニスコート

県立明石城西高等学校

【県立明石城西高
等学校HP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~josai-
hs/

県立明石城西
高等学校
078-936-8495

兵庫県 明石市 ②
高校生ふるさと貢献活動
「花いっぱい運動」

生徒・職員・保護者が協力し、プランターに草花の苗を植栽しま
す。苗が活着したことを確認後、近隣の病院や福祉施設、保育
園、幼稚園にプランターを届けます。

10月25日
県立明石城西
高等学校

県立明石城西高等学校 無料
県立明石城西
高等学校
078-936-8495

兵庫県 明石市 ③
第43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 あかし保健所１Ｆ多目的ホール
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 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21日～25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

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 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13日～1５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月中旬 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 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21～25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21～25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 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8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 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 ①② 綿摘み
春に植えた綿の収穫を通して、地域の方や親子のふれあいを
します。

10月17日 福浦新田ふれあい綿畑 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21～25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 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1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 ③ 尾崎地区ふるさとまつり 尾崎幼稚園幼児の絵を地域の方の作品と共に展示します。 １１月２～３日 尾崎公民館 尾崎地区自治会 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4～6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 ➁ 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14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 ➁ 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。 10/21～25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
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1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 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21～25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 音楽参観日
保護者や地域の方を招き、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13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 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 音楽参観日 保護者や地域の方を招き、楽器遊びや歌の発表をします。 12月12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 未就園児保育
未就園児と保護者が来園し在園児と楽器遊びやふれあい遊び
をします。

12月13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（もちつき）
田植えを一緒にした小学校と収穫したもち米で、もちつきをしま
す。その後、園で保護者・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
0791-49-3538

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。

12月13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
0791-49-3538

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，自立する児童を育てる」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12日 赤穂市立赤穂小学校 赤穂市立赤穂小学校 無料
【赤穂小の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16日 赤穂市立赤穂小学校　体育館 赤穂市立赤穂小学校 無料
【赤穂小の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5日 赤穂市城南陸上競技場 赤穂市立赤穂小学校 無料
【赤穂小の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
オープンスクール
子ども義士物語上演
（オープンスクールの一部として）

日常の学習や生活の様子を公開します。子ども義士物語は、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
【城西小学校の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11日 赤穂市立城西小学校 赤穂市立城西小学校 無料
【城西小学校のHP】
http://www.ako-hyg.ed.jp/~josai-
e/index.html

赤穂市立城西小学校
0791-42-0699

兵庫県 赤穂市 ② マラソン大会
「健やかな心身」を養うため、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12日 赤穂市城南陸上競技場 赤穂市立城西小学校 無料
【城西小学校のHP】
http://www.ako-hyg.ed.jp/~josai-
e/index.html

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21～25日 赤穂市立塩屋小学校 赤穂市立赤穂西中学校 無料
【塩屋小のHP】
http://www.ako-hyg.ed.jp/~shioya-

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23日 赤穂市立塩屋小学校 赤穂市立塩屋小学校 無料
【塩屋小のHP】
http://www.ako-hyg.ed.jp/~shioya-

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1日 赤穂市立塩屋小学校 赤穂市立塩屋小学校 無料
【塩屋小のHP】
http://www.ako-hyg.ed.jp/~shioya-

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29日 赤穂市立塩屋小学校 赤穂市立塩屋小学校 無料
【塩屋小のHP】
http://www.ako-hyg.ed.jp/~shioya-

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5日 赤穂市立塩屋小学校 赤穂市立塩屋小学校 無料
【塩屋小のHP】
http://www.ako-hyg.ed.jp/~shioya-

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
保護者や地域の方々に学校を公開し，教育活動の様子をご覧
いただきます。

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
【赤穂西小の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 校内音楽会
保護者や地域の方々をお招きし，これまでの音楽活動の成果
をご覧いただきます。

11月14日 赤穂市立赤穂西小学校 赤穂市立赤穂西小学校 無料
【赤穂西小の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 ② トライやる・ウィーク
赤穂西中学校の生徒が，赤穂西小学校で職業体験を行いま
す。

10月21～25日 赤穂市立赤穂西小学校 赤穂市立赤穂西小学校 無料
【赤穂西小の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 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本校マラソン大会を合同開催し，
児童が保護者や地域の方々と一緒に走ります。

11月30日 赤穂市立赤穂西小学校 赤穂市立赤穂西小学校 無料
【赤穂西小の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昔遊びをとおして交流を
深めます。

12月5日 赤穂市立赤穂西小学校 赤穂市立赤穂西小学校 無料
【赤穂西小の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21～25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 ② 尾崎を学ぶ日
地域名所を巡るウォークラリーやゲストティーチャーによる授業
を通して，地域の人達とふれあいながら尾崎の歴史を学ぶこと
で，ふるさとのよさを再発見し，の愛着を深める活動を実施しま

11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 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、低･中･高学年の部の男女別に、冬の赤
穂海浜公園を走ります。

12月3日 兵庫県立赤穂海浜公園 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8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5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2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。 11月13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。

11月3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28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 マラソン大会 千種川河川敷の特設コースを学年別に走ります。 12月7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2日 赤穂市立有年小学校体育館 赤穂市立有年小学校 無料
【有年小の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19日 有年沖田遺跡公園 赤穂市立有年小学校 無料
【有年小の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 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7日 赤穂市立有年小学校周辺 赤穂市立原小学校・有年小学校 無料
【有年小の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19日 有年沖田遺跡公園 赤穂市立原小学校 無料
【原小の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兵庫西ふれあいフェスタ 地域の催しで和太鼓の演奏を披露します。 11月16日 JA兵庫西赤穂ライスセンター JA兵庫西西播磨営農生活センター 無料
【JA赤穂西のHP】http://www.ja-
hyogonishi.com/

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、園児や保護者、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

11月23日 赤穂市立原小学校 赤穂市立原小学校 無料
【原小の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 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5～7日 赤穂市立赤穂中学校 赤穂市立赤穂中学校 無料
【赤穂中の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 ② 合唱コンクール 保護者・地域の方に公開致します。 11月6日 赤穂市立赤穂中学校 赤穂市立赤穂中学校 無料
【赤穂中の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 ②③ ふれあい文化祭 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
【赤穂中の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 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19日 赤穂市立赤穂中学校 赤穂市消防署 無料
【赤穂中の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 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24日 赤穂市立赤穂中学校 NPO法人ママの働き方応援隊 無料
【赤穂中の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 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21～25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1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7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
【赤穂東中の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5～11日 赤穂市立赤穂東中学校 赤穂市立赤穂東中学校 無料
【赤穂東中の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
【赤穂東中の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21～25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2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7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7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21～25日 市(地域)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
0791-49-2035

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。 10月27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
0791-49-2035

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 8
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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16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
0791-49-2035

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
0791-49-2035

兵庫県 赤穂市 ②
赤穂市中高教科研究会(外国語
科)

市内の中学校と高等学校の教員の交流を図ります。高等学校
で実施される研究授業を題材に，意見交換会も実施します。

11月8日 兵庫県立赤穂高等学校 兵庫県立赤穂高等学校 無料
【兵庫県立赤穂高等学校のH.P.】
https://www.hyogo-c.ed.jp/~ako-

兵庫県立赤穂高等学校
0791-43-2151

兵庫県 赤穂市 ② 公開授業週間(第2学期)
本校の普段の活動を公開します。事務室前での受付を済ませ
た後，授業等の参観を行ってください。

11月5日～15日 兵庫県立赤穂高等学校 兵庫県立赤穂高等学校 無料
【兵庫県立赤穂高等学校のH.P.】
https://www.hyogo-c.ed.jp/~ako-

兵庫県立赤穂高等学校
0791-43-2151

兵庫県 赤穂市 ①
第9回赤穂シティマラソ ン
大会ボランティア

 第9回赤穂シティマラソンに受付、荷物預かり、 ナイロン袋配
布、参加賞引換等の補助員として大会運営に協力します。

11月10日 赤穂市城南緑地公園 赤穂シティマラソン大会実行委員会 無料
【兵庫県立赤穂高等学校のH.P.】
https://www.hyogo-c.ed.jp/~ako-

兵庫県立赤穂高等学校
0791-43-2151

兵庫県 赤穂市 ② 科学教室in赤高
市内小学校3～6年生の児童を対象に高校生が講師役となり科
学教室（実験等）を行います。

11月17日 兵庫県立赤穂高等学校 兵庫県立赤穂高等学校 無料
【兵庫県立赤穂高等学校のH.P.】
https://www.hyogo-c.ed.jp/~ako-

兵庫県立赤穂高等学校
0791-43-2151

兵庫県 赤穂市 ① 松原町防災訓練
地元の松原町が実施する大規模な防災避難訓練を，避難場所
である本校を会場に実施します。

11月24日 兵庫県立赤穂高等学校 松原町自治会 無料
【兵庫県立赤穂高等学校のH.P.】
https://www.hyogo-c.ed.jp/~ako-

兵庫県立赤穂高等学校
0791-43-2151

兵庫県 赤穂市 ②③ 赤穂緞通
総合的な探究の時間に、赤穂の伝統工芸である赤穂緞通の体
験を行っています。授業見学を行うことができます。

11月8日,11月29日 兵庫県立赤穂高等学校 兵庫県立赤穂高等学校定時制課程 無料
【県立赤穂高等学校定時制課程Ｈ
Ｐ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~ako2-

兵庫県立赤穂高等学校
定時制課程
0791-43-2214

兵庫県 赤穂市 ②③ 陶芸
総合的な探究の時間に、陶芸体験を行っています。授業見学
を行うことができます。

11月8日,11月29日 兵庫県立赤穂高等学校 兵庫県立赤穂高等学校定時制課程 無料
【県立赤穂高等学校定時制課程Ｈ
Ｐ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~ako2-

兵庫県立赤穂高等学校
定時制課程
0791-43-2214

兵庫県 赤穂市 ② 防災教室
赤穂防災士の会を講師に招き、防災教室を行います。避難所
運営シミュレーションゲームＨＵＧの体験を行います。

11月29日 兵庫県立赤穂高等学校 兵庫県立赤穂高等学校定時制課程 無料
【県立赤穂高等学校定時制課程Ｈ
Ｐ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~ako2-

兵庫県立赤穂高等学校
定時制課程
0791-43-2214

兵庫県 赤穂市 ①
第9回赤穂シティマラソン大会
ボランティア

第9回赤穂シティマラソンに補助員として大会運営に協力しま
す。

11月10日 赤穂市城南緑地公園 兵庫県立赤穂高等学校定時制課程 無料
【県立赤穂高等学校定時制課程Ｈ
Ｐ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~ako2-

兵庫県立赤穂高等学校
定時制課程
0791-43-2214

兵庫県 赤穂市 ②③
しあわせフェスティバル
福祉ふれあい祭りボランティア

しあわせフェスティバル福祉ふれあい祭りに参加します。各種
ボランティア活動や体験ブースの開催、熊本復興支援ボラン
ティア活動報告などを行います。

11月17日 赤穂市総合福祉会館 兵庫県立赤穂高等学校定時制課程 無料
【県立赤穂高等学校定時制課程Ｈ
Ｐ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~ako2-

兵庫県立赤穂高等学校
定時制課程
0791-43-2214

兵庫県 赤穂市 ① 松原町防災訓練
地元の松原町が実施する大規模な防災避難訓練を、避難場所
である本校を会場に実施します。

11月24日 兵庫県立赤穂高等学校 松原町自治会 無料
【県立赤穂高等学校定時制課程Ｈ
Ｐ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~ako2-

兵庫県立赤穂高等学校
定時制課程
0791-43-2214

兵庫県 赤穂市 ②③ 赤穂義士祭ボランティア
赤穂義士祭において、ソルトアート体験教室の実施、市内の清
掃活動、復興支援募金活動等ボランティア活動を行います。

12月14日
赤穂市内,
赤穂城跡武家屋敷公園

兵庫県立赤穂高等学校定時制課程 無料
【県立赤穂高等学校定時制課程Ｈ
Ｐ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~ako2-

兵庫県立赤穂高等学校
定時制課程
0791-43-2214

兵庫県 赤穂市 ②③ 職業体験学習
赤穂市漁業協同組合において、カキの殻むき体験学習を行い
ます。

11月中旬 赤穂市漁業協同組合 兵庫県立赤穂高等学校定時制課程 無料
【県立赤穂高等学校定時制課程Ｈ
Ｐ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~ako2-

兵庫県立赤穂高等学校
定時制課程
0791-43-2214

兵庫県 赤穂市 ③ 赤穂市幼児画展 市内全園所の５歳児の絵を展示します。 11月15～17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 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23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 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18日 八王子グラウンド 朝来市立生野こども園 無料
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歳児の園児とその保護者を対象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16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。

月１回 朝来市立生野こども園 朝来市立生野こども園 無料
朝来市立生野こども園
079-679-3602

兵庫県 朝来市 ①② 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9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/kyoi
ku/category/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 給食試食会 1・2歳児保護者の方に自園給食試食会を開催します。 10月9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/kyoi
ku/category/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
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。 10月～11月 地区内公民館 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/kyoi
ku/category/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 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月下旬 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/kyoi
ku/category/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22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/kyoi
ku/category/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 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（食事のマ
ナー）大切さについて学びます。

11月下旬 朝来市立糸井こども園 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/kyoi
ku/category/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
地域高齢者との
ふれあい交流会

地域の老人会の方に遊びに来ていただき、一緒に手遊びや簡
単ゲームをして交流します。

10月下旬 朝来市立大蔵こども園 朝来市立大蔵こども園 無料
朝来市立大蔵こども園
079-673-2281

兵庫県 朝来市 ② マラソン大会 ３・４・５歳児が園庭や農道を利用してマラソン大会を行います。 11月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 こども園や園児の様子を公開します。 11月20～21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１回 朝来市立大蔵こども園 朝来市立大蔵こども園 無料
朝来市立大蔵こども園
079-673-2281

兵庫県 朝来市 ②
市教育研修所指定
研究発表会

「主体的に遊べる環境づくり」～生き生きと遊ぶ子どもたち～の
テーマで、研究発表を行います。

11月6日 朝来市立東河こども園 朝来市立東河こども園 無料
朝来市立東河こども園
079-672-3257

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 朝来市 ② 地域の方との交流会 地域に出かけ、高齢者の方と園児との交流を深めます。 11月中旬 朝来市立東河こども園 朝来市立東河こども園 無料
朝来市立東河こども園
079-672-3257

兵庫県 朝来市 ② 交通安全教室
園児と保護者を対象に園児と一緒に交通安全指導を受けま
す。

11月26日 朝来市立東河こども園 朝来市立東河こども園 無料
朝来市立東河こども園
079-672-3257

兵庫県 朝来市 ②
歯科衛生指導
子育て広場

地域の在宅児親子、園児と保護者の方を共に歯科衛生指導を
行います。

11月27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（異年齢児保育
活動）を
公開します。

11月26日～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、園児が食事のマナー・朝ご
はんの大切さについて学びます。

11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歳児保護者に、自園給食試食会を開催します。 11月26日 朝来市立東河こども園 朝来市立東河こども園 無料
朝来市立東河こども園
079-672-3257

兵庫県 朝来市 ② 子育て広場
地域の在宅児親子を招き、食育の話を中心に子育て相談や親
子でのふれ合い遊びや交流をします。

10月中旬 朝来市立竹田こども園 朝来市立竹田こども園 無料
朝来市立竹田こども園
079-674-0014

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。

11月19日～21日 朝来市立竹田こども園 朝来市立竹田こども園 無料
朝来市立竹田こども園
079-674-0015

兵庫県 朝来市 ② 自園給食試食会 3歳児保護者の方に自園給食試食会を開催します。 11月19日 朝来市立竹田こども園 朝来市立竹田こども園
朝来市立竹田こども園
079-674-0016

兵庫県 朝来市 ② 食育実践活動
食の健康運動リーダーの派遣を受けて、園児が食の大切さに
ついて学びます。

11月21日 朝来市立竹田こども園 朝来市立竹田こども園 無料
朝来市立竹田こども園
079-674-0017

兵庫県 朝来市 ② 子育て広場
地域の在宅児親子を招き、子育て相談や親子で秋の自然物で
遊んだりして交流をします。

11月中旬 朝来市立竹田こども園 朝来市立竹田こども園 無料
朝来市立竹田こども園
079-674-0018

兵庫県 朝来市 ② 歯科衛生指導
0・1・3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。

12月初旬 朝来市立竹田こども園 朝来市立竹田こども園 無料
朝来市立竹田こども園
079-674-0019

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等
を行います。

11月15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
こども園や子どもたちが活動している様子を公開し、親子交通
安全教室も開催します。

11月20日～21日 朝来市立中川こども園 朝来市立中川こども園 無料
朝来市立中川こども園
079-678-0077

兵庫県 朝来市 ②
歯磨き教室
（歯科衛生指導）

０～３歳児親子が歯科衛生士による歯科指導を受けます。 10月17日 朝来市立山口こども園 朝来市立山口こども園 無料
朝来市立山口こども園
079-677-0140

兵庫県 朝来市 ①② 子育てひろば
地域の在宅の親子を対象に、子育て相談やふれあい遊び等を
したり、園児と交流したりします。

10月8日，11月19日 朝来市立山口こども園 朝来市立山口こども園 無料
朝来市立山口こども園
079-677-0140

兵庫県 朝来市 ② オープンスクール
保護者や地域の方に園や園児の姿を公開したり、交流したりし
ます。

11月15日～16日 朝来市立山口こども園 朝来市立山口こども園 無料
朝来市立山口こども園
079-677-0140

兵庫県 朝来市 ②
校内マラソン大会
（オープンスクール）

保護者、地域の方々が応援する中で、校内のマラソン大会を行
います。

10月31日 防災センター付近 朝来市立枚田小学校 無料
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
朝からの授業公開を行い、一日の生活を見ていただきます。
また教育講演会を行います。6年を対象に薬物乱用防止教室も
行います。

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
079-672-2049

兵庫県 朝来市 ② 情報モラル学習会
５校時に５・６年や希望の保護者を対象に情報モラル学習会を
行います。
講師は兵庫県警サイバー犯罪課より来ていただきます。

11月26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
079-672-2049

兵庫県 朝来市 ② オープンスクール
保護者・地域の方の応援のもと、全校生のマラソン大会を実施
します。

10月19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
学校田で収穫した餅米を使い、全校生・PTA・地域の方々が一
緒に、お餅つきを中心に収穫祭を実施します。

11月8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
じろはったん集会
（オープンスクール）

歌物語「じろはったん」のプレ発表をはじめ大蔵地区出身の作
家「森はな」さんの作品から学んだことを各学年が発表をしま

10月28日 朝来市立大蔵小学校 朝来市立大蔵小学校 無料
【朝来市立大蔵小学校HP】
http://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 全校生のマラソン大会を実施します。 11月1日 高瀬付近農道 朝来市立大蔵小学校 無料
【朝来市立大蔵小学校HP】
http://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
心の参観日
オープンスクール

地域の方々に授業の様子を見ていただきます。
また、PTA教育講演会を開催する予定です。

（未定） 朝来市立大蔵小学校 朝来市立大蔵小学校 無料
【朝来市立大蔵小学校HP】
http://asago-city.ed.jp/ookura-es/

朝来市立大蔵小学校
079-673-2800

兵庫県 朝来市 ①
大蔵地区文化祭
じろはったん村祭り

地域の文化祭に金管バンドが参加します。
また、文化祭に児童の作品を展示します。大蔵小学校体育館
で有志の方のフリーマーケットも開催されます。

11月26日，27日 大蔵地区市民会館 大蔵自治協議会 無料
【朝来市立大蔵小学校HP】
http://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
地域の方々を講師に招く等、各学年に応じた講話や実習・交流
会等を開催します。

10月24日 朝来市立竹田小学校 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 校内マラソン大会
円山川右岸ジョギングコースで各学年に応じた距離を走りぬき
ます。竹田っ子育成部会（自治協議会）の監視立番の支援を受
けます。

11月19日 朝来市立竹田小学校周辺 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 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16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://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10日予定 糸井小グラウンド 糸井小PTAｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ21ITOI 無料
【朝来市立糸井小学校HP】
http://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://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
オープンスクール
人権参観日

全学年で道徳の授業参観を行います。 10月18日
朝来市立
中川小学校

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r中川小学校
079-678-0007

兵庫県 朝来市 ② 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いただきながら走りま
す。

11月8日 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/

朝来市中川小学校
079-678-0007

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 10
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兵庫県 朝来市 ①②③ オープンスクール
授業、学校生活を公開と無形民俗文化財の鑑賞を予定してい
ます。

11月6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 マラソン大会 全校生マラソン大会を実施します。 11月6日
朝来市立山口小学校周辺
マラソンコース

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 ①③ 教育講演会 PTA教育講演会を実施します。 11月6日 朝来市立山口小学校 朝来市立山口小学校PTA 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
（マラソン大会）

授業参観、マラソン大会、読み聞かせ会を実施します。 10月24日
朝来市立生野小学校
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
079－679－2044

兵庫県 朝来市 ② ふれあい音楽会 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16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
079－679－2044

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と餅つきをします。 12月10日
朝来市立生野小学校
食堂

朝来市立生野小学校 無料
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、兵庫県立大学看護学部　柴田真志教授による講演
会を実施します。

10月26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

本年度の研修テーマ「ユニバーサルデザインの視点を取り入れ
た授業づくり」～共に学び合う力を育む授業力の共有～をテー
マに公開授業を実施します。引き続き、研究協議そして、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

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 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7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 文化祭 生徒の作品展示と合唱コンクール・人権講演会を実施します。 10月3日 朝来ささゆりホール 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-プ発表,意見発表等を公開します。 10月26日
朝来市
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 ② 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5日
朝来市
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 ② プロから学ぶ想像力育成事業
朝来市立生野小学校出身、iＯＳアプリ「hinadan（ひな壇）」を開
発された最高齢のプログラマー、若宮正子氏の講演会を生野
高校の体育館で行います。(14:15-15:05)

10月17日 県立生野高等学校体育館 兵庫県立生野高等学校 無料
県立生野高等学校
079-679-3123

兵庫県 朝来市 ② 教育講演会
生野銀山にまつわる著書を執筆されている、兵庫県教育委員
の玉岡かおる氏による講演会を生野高校の体育館で行いま
す。(14:05-15:05)

10月28日 県立生野高等学校体育館 兵庫県立生野高等学校 無料
県立生野高等学校
079-679-3123

兵庫県 朝来市 ② わだやマーケット
学習活動の発表を兼ねた、地域連携・交流をとおした学校開放
型行事です。

11月23日 県立和田山高校 県立和田山高等学校 無料
【和田山高校のHP】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~wadayama-chs/

県立和田山高等学校
教頭・総合学科推進部
079-672-3269

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26～27日 糸井地区市民会館 糸井地区地域自治協議会 無料
糸井地区自治協議会
079-672-4080

兵庫県 朝来市 ③ 東河地区文化祭
東河地区協議会が実施する、地域の文化祭において、6年生
が東河青龍太鼓を披露します。

11月24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

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26日，27日
予定

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 ③
第２７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

11月16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
朝来市まちづくり協働部生涯学習

兵庫県 朝来市 ① ２０１９あさご市スポレク大会
誰もが気軽に参加できるスポーツレクリエーションイベントで
す。「家族、友だちと一緒にスポーツを楽しみながらあさごギネ
スに挑戦しよう！」と朝来市スポーツ推進委員会が中心となっ

11月10日
和田山
体育センター

朝来市 無料
朝来市まちづくり協働部生涯学習
課
079-672-4932

兵庫県 朝来市 ① 第２回竹田城跡ヘリテージ講座
「竹田城跡の歩き方」をテーマに、城郭ライターの萩原さちこさ
んからお城めぐりの魅力や楽しみ方をお話していただきます。

10月13日
和田山ジュピターホール
小ホール

朝来市
教育委員会

無料
【朝来市埋蔵文化財センターHP】
http://www.city.asago.hyogo.jp/000
0001052.html

朝来市文化財課
079-670-7330

兵庫県 朝来市 ① 第３回竹田城跡ヘリテージ講座
城郭ライターの萩原さちこさんとともに、実際に竹田城跡を歩
き、その魅力や奥深さについて触れていただきます。

10月14日 竹田城跡
朝来市
教育委員会

無料
【朝来市埋蔵文化財センターHP】
http://www.city.asago.hyogo.jp/000
0001052.html

朝来市文化財課
079-670-7330

兵庫県 朝来市 ① はにわ焼きイベント 市民参加でつくられた「はにわ」を、屋外の窯で焼成します。 11月30日～12月1日
朝来市埋蔵文化財センター
「古代あさご館」

朝来市
教育委員会

無料
【朝来市埋蔵文化財センターHP】
http://www.city.asago.hyogo.jp/000
0001052.html

朝来市文化財課
079-670-7330

兵庫県 朝来市 ①
第15回
全国こども絵画選抜展2019

「花と緑」「ふるさと」をテーマに、全国の小・中学生が描く絵画
の公募展です。21世紀の芸術文化を担うこどもたちの美術表
現の芽生えを育んでいこうとするもので、優秀な作品を展覧会
を通して広く紹介します。

11月2日～12月1日
あさご芸術の森
美術館

朝来市
あさご芸術の森
美術館

あさご芸術の森美術館
079-670-4111

兵庫県 芦屋市 ② オープンスクール 保護者や地域住民の方に幼稚園を公開する 11月15日 芦屋市立伊勢幼稚園 芦屋市立伊勢幼稚園 無料
【伊勢幼稚園のHP】
http://www.edu-ashiya.ed.jp/isekg/

芦屋市立伊勢幼稚園
0797-31-8313

兵庫県 芦屋市 ② オープン・スクール 保護者や地域住民の方に幼稚園を公開する 11月21日 芦屋市立宮川幼稚園 芦屋市立宮川幼稚園 無料
【宮川幼稚園のHP】
http://www.edu-

芦屋市立宮川幼稚園
0797-22-5995

兵庫県 芦屋市 ② 音楽会 音楽学習の成果の発表の場とし、児童の演奏意欲を高める・ 11月2日 芦屋市立精道小学校体育館 芦屋市立精道小学校 無料
【精道小学校のHP】
http://www.edu-ashiya.ed.jp/sidjs/

芦屋市立精道小学校
0797-32-1111

兵庫県 芦屋市 ② 音楽会 日ごろの音楽での学習の成果を合唱や演奏で披露します。 11月22日 芦屋市立宮川小学校 芦屋市立宮川小学校 無料
【宮川小学校のHP】
http://www.edu-

芦屋市立宮川小学校
0797-32-1112

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 11
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兵庫県 芦屋市 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16日 芦屋市立打出浜小学校体育館 芦屋市立打出浜小学校 無料
【打出浜小学校の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 音楽会 日頃の音楽の授業の成果を発表します。 11月16日 芦屋市立潮見小学校 芦屋市立潮見小学校 無料
【潮見小学校のHP】
http://www.edu-

芦屋市立潮見小学校
0797-34-0721

兵庫県 芦屋市 ② オープン・スクール 保護者や地域住民の方に学校を公開する 10月21～25日 芦屋市立精道中学校 芦屋市立精道中学校 無料
【精道中学校のHP】
http://www.edu-

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

１週間をオープンスクールとし、保護者や地域住民に教育活動
を公開します。
２４日、２５日の両日は文化発表会を開催し、合唱コンクールや
ステージでの発表、展示鑑賞を行います。

10月21～25日
芦屋市立山手中学校
教室ならびに体育館

芦屋市立山手中学校 無料
【山手中学校の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 保護者や地域住民の方に学校を公開する 10月21～25日 芦屋市立潮見中学校 芦屋市立潮見中学校 無料
【潮見中学校のHP】
http://www.edu-

芦屋市立潮見中学校
0797-34-1601

兵庫県 芦屋市 ② いもほり いもほりを通じて小学部児童と地域住民が交流します。 10月25日 芦屋市総合公園北側芋畑 兵庫県立芦屋特別支援学校 無料
兵庫県立芦屋特別支援学校
0797255311

雨天時：10月31日

兵庫県 芦屋市 ② 焼いも大会 焼いもを通じて小学部児童と地域住民が交流します。 11月8日 芦屋市総合公園 兵庫県立芦屋特別支援学校 無料
兵庫県立芦屋特別支援学校
0797255311

雨天時：11月12日

兵庫県 芦屋市 ③ 古典の日記念講演会 講談～ものがたりを読み語る芸能～（仮） 内容未定 11月1日 芦屋市民センター401室 公民館 無料
【芦屋市民センターのHP】
http://www.city.ashiya.lg.jp/koumin
kan/kouminkan.html

公民館
0797-35-0700

兵庫県
芦屋市
西宮市
神戸市

②③
芦特祭
作品展

学習活動を演技等で舞台発表します。生徒が模擬店等を出店
します。地域の施設・作業所が販売します。児童生徒の作品を
展示します。

12月7日
本校体育館
高等部教室
多目的室

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

兵庫県立芦屋特別支援学校
0797255311

兵庫県 尼崎市 ③
ふれあいランド　「お話に親しも
う」

「お話わくわく便」の皆さんが幼児向けのお話を聞かせてくれま
す。

10月31日
尼崎市武庫幼稚園
遊戯室

尼崎市立武庫幼稚園 無料
【武庫幼稚園のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/K11/index.html

尼崎市立武庫幼稚園
06-6431-0945

兵庫県 尼崎市 ①
人権講演会
わくわくランド「みんなでお弁当を
食べよう」

保護者向けの人権講演会があります。
幼稚園の園児と地域の未就園の幼児とその保護者とで一緒に
お弁当を食べます。

11月15日
尼崎市武庫幼稚園
遊戯室

尼崎市立武庫幼稚園 無料
【武庫幼稚園のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/K11/index.html

尼崎市立武庫幼稚園
06-6431-0945

兵庫県 尼崎市 ③ 作品展
幼稚園の園児の絵画作品・立体作品などが展示されていま
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
【武庫幼稚園のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/K11/index.html

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
オープンスクールで遊びの様子を見たり、地域の未就園児親子
が在園児と一緒音楽鑑賞やふれあい遊びなどを体験できま
す。

11月13～19日（土・日除く） 尼崎市立立花幼稚園 尼崎市立立花幼稚園 無料
【立花幼稚園のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/K07/index.html

尼崎市立立花幼稚園
06-6428-0115

兵庫県 尼崎市 ②③ 作品展
幼稚園児の絵画や製作などの作品を展示します。地域の未就
園児も作品を見ることができます。

11月24日 尼崎市立立花幼稚園 尼崎市立立花幼稚園 無料
【立花幼稚園のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/K07/index.html

尼崎市立立花幼稚園
06-6428-0116

兵庫県 尼崎市 ② 幼稚園ウィーク
オープンスクール、園児や地域の未就園児の親子が参加でき
るリトミックや人形劇鑑賞などを実施し、幼稚園教育に対する一
層の理解を得る機会です。

11月13日～19日 尼崎市立大島幼稚園　保育室 尼崎市立大島幼稚園 無料
【大島幼稚園のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/k06/

尼崎市立大島幼稚園
06-6416-0693

兵庫県 尼崎市 ② 作品展 園児の絵や作品を展示します。 11月23日 尼崎市立大島幼稚園　保育室 尼崎市立大島幼稚園 無料
【大島幼稚園のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/k06/

尼崎市立大島幼稚園
06-6416-0693

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
【長州幼稚園のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/K04/index.html

尼崎市立長洲幼稚園
06-6481-8042

兵庫県 尼崎市 ② ５０周年　さくひんてん 園児の絵画制作作品の展示　親子制作 11月16日 尼崎市立小園幼稚園 尼崎市立小園幼稚園 無料
【小園幼稚園のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/K18/index.html

尼崎市立小園幼稚園

兵庫県 尼崎市 ② トライやるウィーク
中学生が幼稚園での職業体験をし、保育の準備や幼児との触
れ合いを体験します。

11月11日～11月15日 尼崎市立園田幼稚園 尼崎市立園田中学校 無料
【園田幼稚園のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/k15/

尼崎市立園田幼稚園
06-6491-8686

兵庫県 尼崎市 ③ 作品展 幼児の作品を展示したり、つくって遊んだりします。 11月24日 尼崎市立園田幼稚園 尼崎市立園田幼稚園 無料
【園田幼稚園のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/k15/

尼崎市立園田幼稚園
06-6491-8686

兵庫県 尼崎市 ② ふれあいランド 吹奏楽サークル「あまっぷる」迎えてコンサートを行います。 10月31日午前 園和北幼稚園 園和北幼稚園 無料
【園和北幼稚園の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1日8日29日午後 園和北幼稚園 園和北幼稚園 無料
【園和北幼稚園の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 伝承遊びの会
地域の方をゲストティチャーに迎えコマやお手玉、あやとりなど
の伝承遊びを行います。

11月12日午前 園和北幼稚園 園和北幼稚園 無料
【園和北幼稚園の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15日午前 園和北幼稚園 園和北幼稚園 無料
【園和北幼稚園の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 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23日 園和北幼稚園 園和北幼稚園 無料
【園和北幼稚園の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
人形劇サークル「ぱたぱたぽん」を迎えて人形劇鑑賞を行いま
す。

11月28日 園和北幼稚園 園和北幼稚園 無料
【園和北幼稚園の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 たけやっ子フェスティバル
子ども達が制作した作品を見たり、普段している遊びを親子で
一緒に遊ぶことができます。また、園児が歌や楽器を使って発
表するところを鑑賞することができます。

12月14日 尼崎市立竹谷幼稚園 尼崎市立竹谷幼稚園 無料
【竹谷幼稚園のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/K03/index.html

尼崎市立竹谷幼稚園
06-6411-3442

兵庫県 尼崎市 ① 俳句会
中央北生涯学習プラザの地域お出かけ事業として、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。

10月11日 尼崎市立七松小学校 尼崎市立七松小学校 無料
【七松小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E31/

尼崎市立七松小学校
06-6417-7742

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 12
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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。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 尼崎市立七松小学校 尼崎市立七松小学校 無料
【七松小学校の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 ② 図工展
図工の時間で取り組んだ、絵画や工作を展示します。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 尼崎市立七松小学校 無料
【七松小学校の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 チャレンジフェスティバル
2～6年生が学級毎に、「～にチャレンジする」と言う店を出し、
ゲーム等をして楽しいひとときを過ごします。

11月2日 尼崎市立竹谷小学校 尼崎市立竹谷小学校 無料
【竹谷小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E06/

尼崎市立竹谷小学校
06-6311-3381

兵庫県 尼崎市 ② オープンスクール
図工展にあわせて、保護者や『地域に学校の様子を公開しま
す

11月23日 尼崎市水堂小学校 尼崎市水堂小学校 無料
【水堂小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E30/

尼崎市立水堂小学校
06-6437-3804

兵庫県 尼崎市 ② 図工展（オープンスクール）
各学年の児童の平面・立体作品を展示します。また、普段の学
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29～30日 尼崎市立杭瀬小学校 尼崎市立杭瀬小学校 無料
【杭瀬小学校の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 図工展 図工の立体作品や平面作品を展示します。 11月8日～9日 尼崎市立成文小学校　体育館 尼崎市立成文小学校 無料
【成文小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E17/index.html

尼崎市立成文小学校
06-6418-2361

兵庫県 尼崎市 ② 音楽会 子ども達の歌や演奏を発表します。 11月23日 尼崎市立潮小学校 尼崎市立潮小学校 無料
【潮小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E08/index.html

尼崎市立潮小学校
06-6499-7169

兵庫県 尼崎市 ② 尼崎市小学校音楽会 市内の小学校の児童が音楽発表会を行います。 11月14日～15日 アルカイックホール 尼崎市小学校音楽研究会 無料
尼崎市立武庫の里小学校
06-6433-2081

兵庫県 尼崎市 ② 図工展 児童が制作した図工の作品を体育館に展示し、鑑賞します。 11月23日 尼崎市立立花小学校　体育館 尼崎市立立花小学校 無料
【立花小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E23/index.html

尼崎市立立花小学校
06-6429-6554

兵庫県 尼崎市 ② 図工展 子どもの作品を展示し、公開します。 11月23日 尼崎市立浦風小学校体育館 尼崎市立浦風小学校 無料
【浦風小学校の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6日 小田南公園 尼崎市立浦風小学校 無料
【浦風小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E12/

尼崎市立浦風小学校
06-6488-0329

兵庫県 尼崎市 ②③ 近松デー
郷土学習である近松学習の学習発表会および浄瑠璃クラブの
発表会です。

12月6日 尼崎市立下坂部小学校体育館 尼崎市立下坂部小学校 無料
【下坂部小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E07/index.html

尼崎市立下坂部小学校
06-6499-1206

兵庫県 尼崎市 ② 図工展 図工展を保護者や地域に公開します 11月21日～23日 体育館 尼崎市立金楽寺小学校 無料
【金楽寺小学校の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 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 成徳小学校 尼崎市立成徳小学校 無料
【成徳小学校の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11日（金）

兵庫県 尼崎市 ② 音楽会 日ごろの音楽の学習の成果を発表します 11月23日
成徳小学校
体育館

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

尼崎市立成徳小学校
06-6413-1601

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 成徳小学校 尼崎市立成徳小学校 無料
【成徳小学校の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
12月13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24日 成徳小学校 尼崎市立成徳小学校 無料
【成徳小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E18/index.html

尼崎市立成徳小学校
06-6413-1601

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9日 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

【清和小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E10/index.html

小田地域振興センター
06-6488-5441

兵庫県 尼崎市 ②③
長洲小学校図工展
（長洲っこアートフェスティバル）

全児童が制作した図工作品を展示し、鑑賞会を行います。感動
を大切に、互いに作品を鑑賞することで、学び合う機会としてい
ます。

11月1～2日 尼崎市立長洲小学校体育館 尼崎市立長洲小学校 無料
【長州小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E09/index.html

尼崎市立長洲小学校
06-6488-0490

兵庫県 尼崎市 ②③ 令和元年度図工展 図工科学習の成果を保護者や地域の方々へ発表 11月23日 体育館 尼崎市立塚口小学校 無料
【塚口小学校の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 図工展 校内の児童が制作した図工作品を展示しています。 11月23日
尼崎市立難波の梅小学校　体育
館

尼崎市立難波の梅小学校 無料
【難波の梅小学校】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/e04/

尼崎市立難波の梅小学校 9:00～15:00

兵庫県 尼崎市 ② 図工展（オープンスクール） 日頃の学習成果を発表します。 11月23日 尼崎市立難波小学校 尼崎市難波小学校 無料
【難波小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E02/index.html

尼崎市立難波小学校
06-6481-2502

兵庫県 尼崎市 ② 図工展 各学年で取り組んだ作品を展示する。 11月21～23日 浜田小学校体育館 尼崎市立浜田小学校 無料
【浜田小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E22/

浜田小学校
06－6417－8331

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9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
【武庫東小学校の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 オープンスクール
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。

12月10日 尼崎市立武庫東小学校　各教室 尼崎市立武庫東小学校 無料
【武庫東小学校の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 音楽会 小学校児童の歌唱や合奏を披露します 11月2日 尼崎市立武庫南小学校体育館 尼崎市立武庫南小学校 無料
【武庫南小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E33/index.html

尼崎市立武庫南小学校
06-6438-1917

兵庫県 尼崎市 ② 学校公開
12月5日は2時間目から4時間目まで、12月6日は5時間目に学
校公開を行います。

12月5日
12月6日

尼崎市立武庫南小学校 尼崎市立武庫南小学校 無料
【武庫南小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E33/index.html

尼崎市立武庫南小学校
06-6438-1917

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 尼崎市 ②③ 音楽会
音楽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22～23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
【武庫北小学校の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
「個性を光らせ　心をこめて」をテーマに全児童が平面作品・立
体作品を各１点ずつ制作し、体育館に展示します。全校作品に
も取り組みます。

11月22～23日 尼崎市立名和小学校　体育館 尼崎市立名和小学校 無料
【名和小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E27/index.html

尼崎市立名和小学校
06-6428-0114

兵庫県 尼崎市 ② オープンスクール 図工展に合わせて、普段の授業を公開しています。 11月22～23日 尼崎市立名和小学校 尼崎市立名和小学校 無料
【名和小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E27/index.html

尼崎市立名和小学校
06-6428-0114

兵庫県 尼崎市 ② 図工展 児童の図工の作品を展示します。 11月30日
尼崎市立明城小学校
本校体育館

尼崎市立明城小学校 無料
【明城小学校のHP】
http://www.ama-

尼崎市立明城小学校
06-6481-2432

兵庫県 尼崎市 ② 阪神地区小学校体育研究大会
小学校体育の研究大会として授業を公開。公開後、講演会を
予定しています。

11月1日
尼崎市立立花北小学校
運動場 体育館

阪神地区小学校体育研究会 無料
【立花北小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/e26/

尼崎市立立花北小学校
06-6427-4029

兵庫県 尼崎市 ② 音楽会 各学年が歌唱･器楽の演奏を行います。 11月22日～23日
尼崎市立立花北小学校
体育館

尼崎市立立花北小学校 無料
【立花北小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/e26/

尼崎市立立花北小学校
06-6427-4029

兵庫県 尼崎市 ② 授業参観（１・２・３年） 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。 11月20日 尼崎市立園和小学校 尼崎市立園和小学校 無料
【園和小学校の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 授業参観（４・５・６年） 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。 11月21日 尼崎市立園和小学校 尼崎市立園和小学校 無料
【園和小学校の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 学校公開
授業公開・図工展（本校児童作成の図工作品の展示）等を行い
ます。

12月7日 尼崎市立園和小学校 体育館 尼崎市立園和小学校 無料
【園和小学校の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 自由参観 授業等の参観をオープンにします。 11月22日・23日
尼崎市立
園田小学校

尼崎市立
園田小学校

無料
【園田小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E38/index.html

尼崎市立園田小学校
06-6491-6973

兵庫県 尼崎市 ② 図工展 図工学習の発表を行います。 11月22日・23日
尼崎市立
園田小学校

尼崎市立
園田小学校

無料
【園田小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E38/index.html

尼崎市立園田小学校
06-6491-6973

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。 11月22日
園田東小学校
各教室

尼崎市立園田東小学校 無料
【園田東小学校のHP】
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 音楽会
日頃の音楽学習の成果を見ていただきます。音楽の美しさや
楽しさを味わって鑑賞していただきます。

11月23日
園田東小学校
体育館

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

尼崎市立園田東小学校
06-6491-9254

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 本校 尼崎市立浜小学校 無料
【浜小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E15/index.html

尼崎市立浜小学校
06-6499-1536

兵庫県 尼崎市 ②③ 音楽会 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9日 本校体育館 尼崎市立浜小学校 無料
【浜小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E15/index.html

尼崎市立浜小学校
06-6499-1537

兵庫県 尼崎市 ② 音楽会 各学年やクラブで、合奏や合唱を行います。 11月9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
【園和北小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E41/index.html

尼崎市立園和北小学校
06-6492-1066

兵庫県 尼崎市 ② 図工展
全校生の絵画や工作の平面や立体作品を体育館に展示しま
す。全校共同作品にも取り組みます。

11月21日～23日 尼崎市立立花西小学校 尼崎市立立花西小学校 無料
【立花西小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E25/index.html

尼崎市立立花西小学校
06-6437-3820

兵庫県 尼崎市 ② 読書週間 児童集会（図書）（１０月２９日）をはじめ、読書の啓発を行う。 10月28日～11月1日
尼崎市立
尼崎北小学校

尼崎北小学校 無料
【尼崎北小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E29/index.html

尼崎市立尼崎北小学校
06－6422－4525

兵庫県 尼崎市 ② 尼崎市小学校音楽会 市内小学校の児童が音楽発表を行う。 11月14日・15日 アルカイックホール 尼崎市小学校音楽教育研究会 無料
尼崎市立武庫の里小学校
06-6433-2080

兵庫県 尼崎市 ② 図工展 本校の児童が図工の作品展示を行う。 11月7日・8日・9日
尼崎市立
尼崎北小学校

尼崎北小学校 無料
【尼崎北小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E29/index.html

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
を行う。

2月3日
尼崎市立
尼崎北小学校

富松青年団
尼崎北小学校

無料
【尼崎北小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E29/index.html

尼崎市立尼崎北小学校
06－6422－4525

兵庫県 尼崎市 ① ゴミマイスター環境学習 ４学年が参観日にゴミ収集車の出前授業を行う。 7月3日 尼崎市立大庄小学校 尼崎市教育委員会 無料
【大庄小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E16/index.html

尼崎市立大庄小学校
06－6417-8221

兵庫県 尼崎市 ① キャリア教育
５年生が参観日にキャリア教育の一貫で、元アナウンサーの講
演会に参加

7月3日 尼崎市立大庄小学校 大庄地域振興センター 無料
【大庄小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E16/index.html

尼崎市立大庄小学校
06－6417-8221

兵庫県 尼崎市 ③ 歴博出前授業 ６年生が歴博の方々と火おこし体験をする。 7月17日 尼崎市立大庄小学校 尼崎市歴史博文館 無料
【大庄小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E16/index.html

尼崎市立大庄小学校
06－6417-8221

兵庫県 尼崎市 ① 落語を聞こう ６年生が参観日に落語家の話を聞く。 10月24日 尼崎市立大庄小学校 大庄地域振興センター 無料
【大庄小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E16/index.html

尼崎市立大庄小学校
06－6417-8221

兵庫県 尼崎市 ① 学校保健委員会 ６年生が参観日に生活習慣予防の体験授業を行う。 7月3日 尼崎市立大庄小学校 尼崎市教育委員会 無料
【大庄小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E16/index.html

尼崎市立大庄小学校
06－6417-8221

兵庫県 尼崎市 ① 地域大庄フェスティバル 地域にあるセンタープールに子どもの作品を展示する 9月8日 尼崎センタープール 大庄地域振興センター 無料
【大庄小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E16/index.html

尼崎市立大庄小学校
06－6417-8221
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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21日～25日 尼崎市立大島小学校 尼崎市立大島小学校 無料
【大島小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E21/index.html

尼崎市立大島小学校
6417-5721

兵庫県 尼崎市 ② オープンスクール 地域に開かれた学校として、日頃の学習活動を公開します。 10月25日 尼崎市立大島小学校 尼崎市立大島小学校 無料
【大島小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E21/index.html

尼崎市立大島小学校
6417-5721

兵庫県 尼崎市 ② 図工展 全校生の絵画や立体作品の展示と鑑賞をします。 11月7日～9日 尼崎市立大島小学校　体育館 尼崎市立大島小学校 無料
【大島小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E21/index.html

尼崎市立大島小学校
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25日～29日 尼崎市立大島小学校 尼崎市立大島小学校 無料
【大島小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E21/index.html

尼崎市立大島小学校
6417-5721

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5日 尼崎市立大島小学校 尼崎市立大島小学校 無料
【大島小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E21/index.html

尼崎市立大島小学校
6417-5722

兵庫県 尼崎市 ③ 音楽会 各学年（合唱・リコーダー奏・合唱）の音楽発表会を行います。 11月８～９日 尼崎市立小園小学校 尼崎市立小園小学校 無料
【小園小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E44/index.html

尼崎市立小園小学校
06-6491-5918

兵庫県 尼崎市 ②③ 音楽会
日頃の音楽学習の成果を発表しあい、表現力、創造力、技能、
鑑賞の能力を高めます。

11月８，９日 上坂部小学校体育館 尼崎市立上坂部小学校 無料
【上坂部小学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/E43/index.html

上坂部小学校
06-6427-3830

兵庫県 尼崎市 ② オープンスクール 地域や保護者に授業を公開します。 10月21日，23日 尼崎市立大成中学校各教室 尼崎市立大成中学校 無料
【大成中学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J09/index.html

尼崎市立大成中学校
06-6427-0029

兵庫県 尼崎市 ②
文化発表会（合唱コンクール・展
示見学）

中学生による、合唱と作品展示を公開します。 10月24日
尼崎市立大成中学校各教室
体育館

尼崎市立大成中学校 無料
【大成中学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J09/index.html

尼崎市立大成中学校
06-6427-0030

兵庫県 尼崎市 ② 文化発表会（舞台発表） 中学生による舞台発表を公開します。 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
【大成中学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J09/index.html

尼崎市立大成中学校
06-6427-0031

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25日～29日 市内各事業所 尼崎市立大庄北中学校 無料
【大庄北中学校のHP】
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 中学生が合唱の発表を行います。 10月23日～24日 尼崎市立大庄北中学校 尼崎市立大庄北中学校 無料
【大庄北中学校のHP】
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 中学生が日頃の学習の成果を発表します。 10月25日 尼崎市立大庄北中学校 尼崎市立大庄北中学校 無料
【大庄北中学校のHP】
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 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する。 10月23日
尼崎市立常陽中学
校体育館

尼崎市立常陽中学校 無料
【常陽中学校の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する。

10月25日
尼崎市立常陽中学
校体育館

尼崎市立常陽中学校 無料
【常陽中学校の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
等に発表する。

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
【園田東中学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J21/index.html

尼崎市立園田東中学校
06-6421-1048

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、展示物の
見学をする。

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
【園田東中学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J21/index.html

尼崎市立園田東中学校
06-6421-1049

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ます。 10月23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
【園田東中学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J21/index.html

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25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
【園田東中学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J21/index.html

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
ていただけます。

10月28日～11月1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
【園田東中学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J21/index.html

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【落語】を鑑賞します。 11月29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

無料
【園田東中学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J21/index.html

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11～15日 尼崎市内各事業所 尼崎市立武庫東中学校 無料
【園田東中学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J21/index.html

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
中学生の合唱、英語スピーチ、トライやるの発表、吹奏楽演
奏、教科の展示があります。

10月25日 尼崎市立小田中学校 尼崎市立小田中学校 無料
【小田中学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J07/index.html

尼崎市立小田中学校
06-6488-0735

兵庫県 尼崎市 ② オープンスクール 日々の教育活動を広く公開する。 10月21～25日 尼崎市立小田北中学校 尼崎市立小田北中学校 無料
【小田北中学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J08/index.html

尼崎市立小田北中学校
 06-6499-0005

兵庫県 尼崎市 ② 合唱コンクール
音楽科及び学級活動を通して取り組んだ、クラス合唱を発表す
る。

10月24日 尼崎市立小田北中学校 尼崎市立小田北中学校 無料
【小田北中学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J08/index.html

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 授業及びクラス活動を通して取り組んだ内容を公開する。 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
【小田北中学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J08/index.html

尼崎市立小田北中学校
 06-6499-0005

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 15
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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24日 尼崎市立成良中学校 尼崎市立成良中学校 無料
【成良中学校の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
【成良中学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J01/index.html

尼崎市立成良中学校
06-6482-3082

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。 未定 尼崎市立成良中学校 ユネスコ協会 無料
【成良中学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/j01/

尼崎市立成良中学校
06-6482-3083

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18日～9月25日 市内各事業所 尼崎市立中央中学校 無料
【中央中学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J03/index.html

尼崎市立中央中学校
06-6481-5351

兵庫県 尼崎市 ③ 文化発表会 ステージ発表、美術・技術・家庭の作品展示 10月25日 本校体育館 尼崎市立中央中学校 無料
【中央中学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J03/index.html

尼崎市立中央中学校
06-6481-5352

兵庫県 尼崎市 ②
オープンスクール及び文化発表
会

中学校での授業の様子を公開します。また文化行事として、合
唱やステージ発表も公開しています。

10月21日～25日 尼崎市立立花中学校 尼崎市立立花中学校 無料
【立花中学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J14/index.html

尼崎市立立花中学校
06-6427-3838

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。 11/11～11/15 県内各事業所 尼崎市立園田中学校 無料
【園田中学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J20/index.html

尼崎市立園田中学校
06-6491-0775

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23日 尼崎市立小園中学校 尼崎市立小園中学校 無料
【小園中学校の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25日 尼崎市立小園中学校 尼崎市立小園中学校 無料
【小園中学校の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25日～29日 市内各事業所 尼崎市立小園中学校 無料
【小園中学校の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
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17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
【成良中学校琴城分校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J23/index.html

尼崎市立成良中学校琴城分校
06-6482-5438

兵庫県 尼崎市 ②
第65回全国夜間中学校研究大会
兵庫大会

日々の教育実践や研究成果を持ち寄り、関係各位とともに夜
間中学校の抱える課題を確認し、歩むべき道を明らかにすべ
く、研究大会を開催します。

12月6日～7日 神戸市総合教育ｾﾝﾀｰ
第65回全国夜間中学校研究大会大会
実行委員会

無料
【神戸市総合教育センターのHP】
http://www2.kobe-
c.ed.jp/kec/index.php?page_id=0

第65回全国夜間中学校
研究大会大会事務局
（神戸市立丸山中学校西野分校）
078-736-2521

・神戸市にある夜間中学2校と協
同開催
・12/6金17:00以降は夜間中6校
で学校見学・授業参観（琴城分
校は17:30-19:15学校公開）

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25日～29日 市内各事業所 尼崎市立南武庫之荘中学校 無料
【南武庫之荘中学校の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 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25日～29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
【南武庫之荘中学校の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 ② オープンスクール
学校公開を行います。10月24日、25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23日～25日 日新中学校
尼崎市立
日新中学校

無料
【日新中学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J04/index.html

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25日～29日 市内各事業所
尼崎市立
日新中学校

無料
【日新中学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/J04/index.html

尼崎市立日新中学校
06－6482－0733

兵庫県 尼崎市 ② 公開研究授業 保護者や地域へ向けて授業を公開します。 11月5～6日 兵庫県立尼崎高等学校 兵庫県立尼崎高等学校 無料
【県立尼崎高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~kenama-hs/

兵庫県立尼崎高等学校
06-6401-0643

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。

11月11日 尼崎北高等学校 尼崎北高等学校 無料
【県立尼崎北高等学校】
www.hyogo-c.ed.jp/~amakita-hs/

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14～15日午前中(予
定)

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

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17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
【県立尼崎北高等学校】
www.hyogo-c.ed.jp/~amakita-hs/

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19日 尼崎中央緑地 尼崎北高等学校 無料
【県立尼崎北高等学校】
www.hyogo-c.ed.jp/~amakita-hs/

06-6421-0132

兵庫県 尼崎市 ① 高校生ふるさと貢献活動事業 １年生全クラスによる武庫川河川敷の清掃活動 11月20日 武庫川河川敷 兵庫県立尼崎西高等学校 無料
【県立尼崎西高等学校】
https://www.hyogo-
c.ed.jp/~amanishi-hs/

06-6417-5021

兵庫県 尼崎市 ② 公開授業週間 本校の授業を公開し、保護者や地域の方に見ていただきます。 10月23日～11月8日 県立尼崎小田高等学校 県立尼崎小田高等学校 無料
【県立尼崎小田高等学校ＨＰ】
http:/www.hyogo-c.ed.jp/~amaoda-
hs/

県立尼崎小田高等学校
06-6488-5335

兵庫県 尼崎市 ① あまおだ　減災フェス
災害時だけでなく、尼崎小田高等学校を「HUB」として、地域と
つながり、ささえあい、ともにたのしみながら減災について考え
る時間とする。

11月9日 県立尼崎小田高等学校 県立尼崎小田高等学校 無料
【県立尼崎小田高等学校ＨＰ】
http:/www.hyogo-c.ed.jp/~amaoda-
hs/

県立尼崎小田高等学校
06-6488-5335

兵庫県 尼崎市 ② 佐璞ヶ丘公園清掃活動
本校近隣にある自然豊かな佐璞ヶ丘公園の環境を守るため、
生徒会と有志生徒で清掃活動を行います。

10月21日 佐璞ヶ丘公園 県立尼崎稲園高等学校 無料
兵庫県立尼崎稲園高等学校
06-6422-0271

兵庫県 尼崎市 ①
塚口福成園「ふれあいカーニバ
ル」

尼崎市塚口の知的障がい者通所施設「塚口福成園」の「ふれ
あいカーニバル」に吹奏楽部が参加し、演奏を披露します。

10月27日 塚口福成園 社会福祉法人「福成園」 無料
兵庫県立尼崎稲園高等学校
06-6422-0271

兵庫県 尼崎市 ② 公開授業週間
11月5日～9日の一週間を公開授業週間とし、午後からの授業
を公開します。11月8日は「智の学び講演会」です。11月9日は
オープンハイスクールです。

11月5～9日 兵庫県立尼崎稲園高等学校 兵庫県立尼崎稲園高等学校 無料
兵庫県立尼崎稲園高等学校
06-6422-0271

兵庫県 尼崎市 ① 「智の学び講演会」
11月8日の午後、京都外国語大学外国語学部教授、ジェフ・
バークランド氏をお招きし、「日本から文化力　～異文化コミュ
ニケーションのすすめ～」という内容の講演会を実施します。

11月8日 兵庫県立尼崎稲園高等学校 兵庫県立尼崎稲園高等学校 無料
兵庫県立尼崎稲園高等学校
06-6422-0271

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 尼崎市 ③ 尼工祭
工業専門学科・文化部・クラス展示やステージ発表、模擬店、
工作教室等を行います。

11月3日 兵庫県立尼崎工業高等学校 兵庫県立尼崎工業高等学校 無料
【県立尼崎工業高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~amako-
ths/

県立尼崎工業高校
総務部

公共交通機関をご利用くださ
い。

兵庫県 尼崎市 ① ふれあいひろば（武庫まつり）
地域の各種団体が協同で地域コミュニティの輪を広げる活動
に、本校の各部活動やボランティアの生徒が出店、公演をしま
す。

10月26日 西武庫公園 市民運動武庫地区推進協議会 無料

【武庫地域振興センターＨＰ】
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp
/kurashi/siminsanka/017mukotiiki/i
ndex.html

武庫地域振興センター

兵庫県 尼崎市 ① MCフェスティバル
生徒のまなびを深めるために、本校職員、阪神特別支援学校
分教室職員、外部から講師を招いて、魅力ある様々な講座を
開講します。

11月19日～29日まで 県立武庫荘総合高等学校 県立武庫荘総合高等学校 無料
【県立武庫之荘総合高等学校】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~mukosogo-hs/

県立武庫荘総合高等学校

兵庫県 尼崎市 ② 神工祭
文化祭として、実習作品の展示・模擬店・ライブステージを行い
ます。

11月8日 県立神崎工業高校 県立神崎工業高等学校
【県立神崎工業高等学校ＨＰ】
https://www2.hyogo-
c.ed.jp/~kanzaki-ths/weblog2/

県立神崎工業高等学校
06-6481-5503

兵庫県 尼崎市 ② 文化祭

学校生活で学び培ったことを、展示・舞台発表と模擬店に分け
て発表を行います。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。

10月30日、11月1日 本校校内 尼崎市立琴ノ浦高等学校
【琴ノ浦高等学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/h07

尼崎市立琴ノ浦高等学校生徒指
導部
06-6481-8460

兵庫県 尼崎市 ② あまよう祭（あまようさい） 学習発表会（舞台発表、作品発表） 11月23日
尼崎市立あまよう
特別支援学校
体育館

尼崎市立あまよう特別支援学校 無料
【あまよう特別支援学校のHP】
http://www.ama-
net.ed.jp/school/S01/index.html

尼崎市立あまよう特別支援学校
06-6482-1530

兵庫県 尼崎市 ③
第43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15～17日 ピッコロシアター
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 尼崎市 ③
第43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16日 ベイコム総合体育館
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 尼崎市 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3日個人戦 県立尼崎稲園高等学校
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 尼崎市 ①② けやき祭

クラブ、サークル、地域の団体などによるおいしい模擬店、タレ
ントさんや若手芸人さんが登場するステージ等、若者でもファミ
リーでも楽しめる親しみやすい文化祭です。また、2日目の10月
20日には本学の生涯学習40周年を記念したセミナーを開催し

10月19、20日 園田学園女子大学 園田学園女子大学
http://www.sonoda-
u.ac.jp/campuslife/keyaki.html

園田学園女子大学学生課
06-6429-9927

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20～21日 淡路市立塩田小学校 淡路市塩田小学校 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25日
淡路市立塩田小学校
体育館

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 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、保育園児も加え、津名高校への
避難を行います。

11月5日
淡路市立志筑小学校
兵庫県立津名高等学校

淡路市立志筑小学校 無料

【淡路市立志筑小学校のHP】
http://awaji.aw-
ansin.net/ansin/user/2013/blog/sh
owDetail.do

淡路市立志筑小学校
0799-62-0051

兵庫県 淡路市 ① 教育講演会
絵本の読み聞かせを通して、人権教育をテーマに講演していた
だきます。

10月30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

兵庫県 淡路市 ③ 和太鼓鑑賞会 プロの演奏家による和太鼓の鑑賞・体験教室を行います。 10月31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

兵庫県 淡路市 ② 学習発表会 学習の成果を劇、音楽、運動などの形態で発表する予定です。 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

兵庫県 淡路市 ③ 淡路人形浄瑠璃鑑賞会 淡路人形座による淡路人形浄瑠璃鑑賞教室を行います。 12月16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

兵庫県 淡路市 ② オープンスクール 授業・学習活動の様子を保護者や地域に公開します。 随時
淡路市立中田小学校
各教室等

淡路市立中田小学校 無料
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15～16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 ②③ 異文化交流プログラム
Awaji Art Circus2019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18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、授業や休み時間など、児
童の普段の学校生活を見ていただきます。

10月31日
11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 地域合同避難訓練
Ｊアラートを活用し、地震による津波発生を想定した高台への
避難訓練を、地域の消防団や認定こども園、保護者と連携して

11月5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 学習発表会
日ごろ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30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 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11～12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27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 ①② 地域合同防災訓練
地震・津波を想定し、消防署・保育所・近隣商工施設・公共団体
等と協力して、高台へ避難する訓練を行います。

11月11日
浦小学校から
東浦IC方面高台

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 ③ 文化発表会
普段の学習の成果を発表形式で家族や地域の方にご観覧頂く
発表会です。

11月27日 浦小学校体育館 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30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28～30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 観劇
劇団「風の子」による北海道公演「マーレンと雨姫」を観賞しま
す。

11月29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 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。授業参観及び合
唱など音楽の授業での学習成果を発表します。

12月4日 淡路市立北淡小学校 淡路市立北淡小学校 無料

【北淡小学校のＨＰ】
http://awaji.aw-
ansin.net/ansin/user/2017/blog/sh
owDetail.do

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24～26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

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 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。 11月23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

兵庫県 淡路市 ② オープンスクール（授業参観）
地域の方に学校の様子をご覧いただくため、授業公開を行い
ます。

10月17、18日
淡路市立一宮小学校
各教室

淡路市立一宮小学校 無料
淡路市立一宮小学校
0799-85-0029

兵庫県 淡路市 ②
オープンスクール（ふれあい交流
会）

地域学習や三世代がふれあう体験を行います。 10月17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 無料
淡路市立一宮小学校
0799-85-0029

兵庫県 淡路市 ② 学習発表会
各学年の学習成果の発表、低学年・高学年の合唱の発表を行
います。

11月16日
淡路市立一宮小学校
体育館

淡路市立一宮小学校 無料
淡路市立一宮小学校
0799-85-0029

兵庫県 淡路市 ② 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5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1日 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12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13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 ② 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

10月29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、生徒が日頃の
学習や練習の成果を発表します。

11月6日 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 創立記念講演
本校生徒と保護者、同窓生等が本校同窓生から、「社会教育」
を学ぶ。

10月11日 兵庫県立津名高等学校　体育館 兵庫県立津名高等学校 無料
兵庫県立津名高等学校
0799-62-0071

兵庫県 淡路市 ② キャンパスカウンセラー講演会
本校生徒と保護者等が、キャンパスカウンセラーから、「心の教
育」を学ぶ。

10月25日 兵庫県立津名高等学校　体育館 兵庫県立津名高等学校 無料
兵庫県立津名高等学校
0799-62-0071

兵庫県 淡路市 ③ 芸術鑑賞 本校生徒と保護者等が、芸術専門家から「文化」を学ぶ。 10月29日 兵庫県立津名高等学校　体育館 兵庫県立津名高等学校 無料
兵庫県立津名高等学校
0799-62-0071

兵庫県 淡路市 ① 親子ふれあいお菓子作り教室
子育て学習センターより親子を招いて、本校生徒とともにお菓
子作りを行う。

11月9日
兵庫県立津名高等学校　家庭実
習室

兵庫県立津名高等学校 無料
兵庫県立津名高等学校
0799-62-0071

兵庫県 淡路市 ③
第43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17日 しづかホール
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 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
072-784-4872

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。

11月7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
072-784-4872

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18日
～23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
072-784-4872

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23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
072-784-4872

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18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
072-784-4872

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
072-784-4872

兵庫県 伊丹市 ② 焼きいも大会 焼きいもを通して地域の方、未就園児と交流します。 10月24日 伊丹市立南幼稚園 伊丹市立南幼稚園 無料
伊丹市立南幼稚園HP
http://www.k-minami.itami.ed.jp/

伊丹市立南幼稚園
072-772-2331

兵庫県 伊丹市 ② 作品展 創作した作品を保護者・地域の方に披露します。 11月23日 伊丹市立南幼稚園 伊丹市立南幼稚園 無料
伊丹市立南幼稚園HP
http://www.k-minami.itami.ed.jp/

伊丹市立南幼稚園
072-772-2331

兵庫県 伊丹市 ② さつま汁大会 園児が作るさつま汁を地域の方にふるまいます。 11月27日 伊丹市立南幼稚園 伊丹市立南幼稚園 無料
伊丹市立南幼稚園HP
http://www.k-minami.itami.ed.jp/

伊丹市立南幼稚園
072-772-2331

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しま
す。

11月11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HP
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
伊丹市立みずほ幼稚園、伊丹市立北保育所の園児・幼児との
遊び交流をします

11月12日 伊丹市立北保育所
伊丹市立緑幼稚園
伊丹市立みずほ幼稚園
伊丹市立北保育所

無料
伊丹市立緑幼稚園HP
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、作品展をします 11月18日～11月22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HP
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18～22日
伊丹市立
桜台幼稚園

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20～21日
伊丹市立
桜台幼稚園 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 伝承遊びの集い 地域の老人会の皆様と一緒に昔ながらの遊びを楽しみます。 11月5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HP
http://www.k-sasa.itami.ed.jp/

伊丹市立ささはら幼稚園
072-783-4670

兵庫県 伊丹市 ② 作品展
子ども達が造った作品を保護者や地域の皆様にご覧いただき
ます。

11月23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HP
http://www.k-sasa.itami.ed.jp/

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18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HP
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 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HP
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8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HP
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 運動会
園児達が学んだ演技を披露するとともに未就園児や地域の方
も参加できる種目もあります。

10月5日 ありおか幼稚園 ありおか幼稚園 無料
伊丹市立ありおか幼稚園ＨＰ
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 研究発表会
「育ちと学びをなめらかにつなげる幼小接続をめざして」を研究
テーマに掲げ、伊丹市教育委員会指定の発表会を行います。

11月7日 ありおか幼稚園 ありおか幼稚園 無料
伊丹市立ありおか幼稚園ＨＰ
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 地域の方に向けて、５日間を園公開日としています。 11月11日～15日 ありおか幼稚園 ありおか幼稚園 無料
伊丹市立ありおか幼稚園ＨＰ
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 やきいも大会
園で育てたおいもを使って、地域の方に教わりながらやきいも
大会を行います。

11月18日、予備日22日 ありおか幼稚園 ありおか幼稚園 無料
伊丹市立ありおか幼稚園ＨＰ
http://www.k-arioka.itami.ed.jp/

伊丹市立ありおか幼稚園
072-782-8397
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兵庫県 伊丹市 ② もちつき大会
地域の方と一緒になって、伝統行事であるもちつきを体験し、１
年の健康をお祝いします。

12月13日 ありおか幼稚園 ありおか幼稚園 無料
伊丹市立ありおか幼稚園ＨＰ
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13～19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 わくわくタイム
保育終了後から3時まで延長保育の時間、理科指導員による
サイエンスマジックを実施します。

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21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
072-781-6456

兵庫県 伊丹市 ①②
ちびっこ交流会
『ひとはくkidsキャラバン2019』
（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。今回の内容は、兵庫県立人と自然の博物
館よりkidsキャラバンが来てくれます。日頃触れられない化石や
恐竜のレプリカ、展示物などにふれ、「不思議」を感じ、自然や
科学に興味関心を深めます。

11月6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 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18日～20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 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

11月18日～20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
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20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 幼児交通安全教室

伊丹警察署・伊丹交通安全協会・伊丹市役所の職員の方にお
越しいただき、交通安全教室を実施します。園児は、講話や横
断歩道を渡る体験を通して、交通ルールや決まりを守る大切さ
を学び、自分の命を守る意識を高めます。

11月28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5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
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11日～15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
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12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
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19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
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28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
めばえぐみ
ぱんだぐみ

未就園児（2・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。

11月14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11～22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 ② ようちえんであそぼう会 幼稚園児と地域未就園児との交流活動をします。 10月31日 伊丹市立こうのいけ幼稚園 伊丹市立こうのいけ幼稚園 無料
伊丹市立こうのいけ幼稚園HP
http://www.k-kono.itami.ed.jp//

伊丹市立こうのいけ幼稚園
072-779-7825

兵庫県 伊丹市 ② 参観ウィーク オープンスクール式の参観日をします。 11月13日～15日 伊丹市立こうのいけ幼稚園 伊丹市立こうのいけ幼稚園 無料
伊丹市立こうのいけ幼稚園HP
http://www.k-kono.itami.ed.jp//

伊丹市立こうのいけ幼稚園
072-779-7825

兵庫県 伊丹市 ② 参観日・作品展 園児の造形作品等の展示・参観をします。 11月23日 伊丹市立こうのいけ幼稚園 伊丹市立こうのいけ幼稚園 無料
伊丹市立こうのいけ幼稚園HP
http://www.k-kono.itami.ed.jp//

伊丹市立こうのいけ幼稚園
072-779-7825

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。 10/23・24 伊丹市立稲野小学校 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
地域、保護者に広く本校の音楽教育の取り組みを公開していま
す。

11月23日
伊丹市立稲野小学校
（体育館）

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 オープンスクール 学校を保護者、地域に公開します。 11月16日 伊丹市立緑丘小学校 伊丹市立緑丘小学校 無料
伊丹市立緑丘小学校
http://www.s-midori.itami.ed.jp/

伊丹市立緑丘小学校
072-782-2550

兵庫県 伊丹市 ② 音楽会 学年毎に練習した合唱、器楽合奏を発表します。 11月16日 伊丹市立桜台小学校 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

兵庫県 伊丹市 ② 音楽会 １～６年生が学年ごとに合唱、合奏を行います。 11月23日 伊丹市立天神川小学校 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
072-781-2486

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

11月2日（予定）
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・
スポーツクラブ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26日
伊丹市立笹原小学校
体育館

伊丹市立笹原小学校
共催
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 ② 図工・家庭科展
図工と家庭科で製作した作品を展示し、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23～25日
伊丹市立笹原小学校
体育館・多目的室

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 オープンスクール
図工・家庭科展と併せて、保護者、地域の方々に授業の様子を
公開します。

11月25日 伊丹市立笹原小学校 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
音楽会
（保護者館賞日）

１～６年生の児童による演奏を公開します。 11月16日 伊丹市立瑞穂小学校 伊丹市立瑞穂小学校 無料
伊丹市立瑞穂小学校
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 ②③ 音楽会 音楽の授業等で取り組んだ成果を各学年単位で発表します 11月16日 伊丹市立有岡小学校 伊丹市立有岡小学校 無料
伊丹市立有岡小学校HP
http://www.s-arioka.itami.ed.jp/

伊丹市立有岡小学校
072-782-8549

兵庫県 伊丹市 ② 図工展・及びオープンスクール
日頃学んだ図工における学習の成果を発表します。

2月6～8日 伊丹市立花里小学校 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ＨＰ
http://www.s-koya.itami.ed.jp/

伊丹市立昆陽里小学校
072-779-4183（教頭まで）

兵庫県 伊丹市 ② 人権教育講演会
人権教育参観の後、講師をお迎えして講演会を行います。講
師は未定です。

11月15日 ふれあいルーム 伊丹市立昆陽里小学校 無料
伊丹市立昆陽里小学校ＨＰ
http://www.s-koya.itami.ed.jp/

伊丹市立昆陽里小学校
072-779-4183（教頭まで）
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兵庫県 伊丹市 ② 研究発表会

「自ら考え、学び合う子を育てる」を研究テーマに兵庫教育大学
大学院　吉川芳則　教授を講師に招聘して「よく考え、よく表現
するための場づくり」について授業研究に取り組んできました。
その一端を公開します。

11月21日 伊丹市立鈴原小学校学校 伊丹市教育委員会 無料
【伊丹市立鈴原小学校学校HP】
http://www.s-suzu.itami.ed.jp/

伊丹市立鈴原小学校学校
072－779－8661

兵庫県 伊丹市 ② 音楽会保護者参観日
体育館にて、保護者等を対象にして児童が日頃の練習の成果
を発表します。

11月23日
伊丹市立荻野小学校
体育館

伊丹市立荻野小学校 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
072-770-2458

兵庫県 伊丹市 ①③ 三世代交流ヤングフェスティバル
中・高校生のブラスバンド演奏やダンス等の発表、地元企業の
製品販売や地元の野菜の販売などを行い地域の活性化とコ
ミュニティビジネスの推進を図ります。

10月27日 池尻小学校体育館 池尻小学校区まちづくり協議会 無料
伊丹市立池尻小学校HP
http://www.s-ike.itami.ed.jp/

伊丹市立池尻小学校
072-777-4100

兵庫県 伊丹市 ② 授業参観
1年生～6年生の全クラスの授業を保護者に参観していただき
ます。

11月20日 伊丹市立鴻池小学校 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 自然学校
5年生全員が自然の中で仲間と協力しながら飯ごう炊さんや藍
染め、キャンプファイヤーなどの体験活動を行う。

11月1～5日 丹波少年自然の家 伊丹市立鴻池小学校
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・文化部作品展示をします。 11月1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HP
http://www.nishi.itami.ed.jp

伊丹市立西中学校
072-781-2974

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14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HP
http://www.nishi.itami.ed.jp 072-781-2974

兵庫県 伊丹市 ② オープンジュニアハイスクール
校区内の小学校６年生児童に中学校の様子を知らせ、中学校
教師による模擬授業も体験してもらいます。

11月14日
伊丹市立松崎中が校
体育館・各教室

伊丹市立松崎中学校 無料
伊丹市立松崎中学校HP
http://www.matsu.itami.ed.jp/

伊丹市立松崎中学校
072-779-9776

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、本校の教育内容や生徒の様子を１週
間を通して公開します。

11月5日～8日 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もらい、日頃の練
習の成果を発表します。

11日30日 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1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 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14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
①
②

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9，16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 ①② 伊丹市立笹原中学校研究発表会
英語・数学の教科の授業公開と合わせて、本校で３年目となっ
た全校での縦割・教え合い学習「笹トレ」も公開します。太成学
院大学教授 伊藤　博氏の講演も予定しています。

11月29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 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

10月19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

10月26日 伊丹市立伊丹高等学校 伊丹市立伊丹高等学校 無料
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 ① 伊丹市立有岡小学校「土曜学習」
土曜学習を「高校生ボランティアスタッフ」としてお手伝いしま
す。小学生とのふれあいを通した学びを体験し、普段の高校で
の授業では学べない取組を進めていきます。

10月19,26日
11月9日
12月7日

伊丹市立有岡小学校 伊丹市立有岡小学校 無料
兵庫県立尼崎稲園高等学校
06-6422-0271

兵庫県 伊丹市 ① 伊丹市立南小学校「土曜学習」
土曜学習を「高校生ボランティアスタッフ」としてお手伝いしま
す。小学生とのふれあいを通した学びを体験し、普段の高校で
の授業では学べない取組を進めていきます。

11月23日
12月14日

伊丹市立南小学校 伊丹市立南小学校 無料
兵庫県立尼崎稲園高等学校
06-6422-0271

兵庫県 伊丹 ③
地域三世代交流ふれあい茶道教
室

地域の方々がふれあい、交流することができる「茶道教室の集
い」に、
本校茶道の生徒が参加し、お茶を点てふるまいます。

11月10日
緑ヶ丘公園
鴻臚館

瑞穂小学校地区社会福祉協議会 無料
瑞穂小学校地区
社会福祉協議会

兵庫県 伊丹市 ② 募集要項説明会 Ⅰ，Ⅱ入試の概要説明、学校活動の紹介 11月23日 兵庫県立阪神昆陽高等学校 兵庫県立阪神昆陽高等学校 無料

【県立阪神昆陽高等学校ＨＰ】
https://www.hyogo-
c.ed.jp/~hanshinkoya-
sn/koukou/index.html

兵庫県立阪神昆陽高等学校
072-773-5145

兵庫県 伊丹市 ② 学習発表会
学習してきた内容についてステージ発表・作品発表を行いま
す。

11月16日 本校体育館他 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 ③ 学習発表会
児童・生徒が日頃の授業での取り組みの成果を舞台上で発表
します。

11月30日 兵庫県立こやの里特別支援学校 兵庫県立こやの里特別支援学校 無料
【こやの里特別支援学校のHP】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~koyanosato-sn/

兵庫県立こやの里
特別支援学校
072-777-6300

兵庫県 伊丹市 ② 阪神昆陽祭
　阪神昆陽特別支援学校と阪神昆陽高等学校の両校が、協働
で文化祭を実施する。ステージ発表、展示、模擬店等多彩な催
しを予定している。

10月26日
兵庫県立阪神昆陽高等学校
兵庫県立阪神昆陽特別支援学
校

兵庫県立阪神昆陽高等学校
兵庫県立阪神昆陽特別支援学校

兵庫県立阪神昆陽
特別支援学校
072-773-5135

兵庫県 伊丹市 ② ヤングフェスティバル
阪神昆陽高等学校と協同で地域の催事に参加する。音楽部な
どの部活動の発表や、食品加工コースによる販売学習などを
予定している。

10月27日 伊丹市立池尻小学校 池尻小学校区街づくり協議会
兵庫県立阪神昆陽
特別支援学校
072-773-5135

兵庫県 伊丹市 ② 青空市場
就労へ向かう意欲を高め、自立と社会参加につながる実践的
な学習を充実させるために、コース授業で製作した物を販売し
たり、授業概要を説明するパネル展示を行う。

11月3日 しあわせの村
兵庫県教育委員会事務局
特別支援教育課

兵庫県教育委員会事務局
特別支援教育課

兵庫県 伊丹市 ① 秋季企画展
これまでの博物館活動の中で当館が購入、また市民から寄贈
を受けるなどして収集した主に「旅」に関する絵はがきや鳥瞰
図を展示

10/6～11/25 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/SOSIKI/
EDSHOGAI/EDMUSEUM/index.htm

伊丹市立博物館
072-783-0582

兵庫県 伊丹市 ③
第43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 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 伊丹市 ③
第43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16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
こども園ウィーク（オープンスクー
ル）

保護者・地域住民・校区の小中学校職員等に園の様子を公開
します。

11月27～30日
市川町立いちかわ東こども園各
保育室

市川町立いちかわ東こども園 無料
市川町立いちかわ東こども園
0790-26-2060

兵庫県 市川町 ② こども園フェスティバル
園職員・園児・保護者・地域住民が楽しい時間を共有する中
で、保護者・住民の教育への理解を深めます。

11月30日
市川町立いちかわ東こども園園
庭

市川町立いちかわ東こども園 無料
市川町立いちかわ東こども園
0790-26-2060
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兵庫県 市川町 ② 稲刈り体験教室
６月に植えた稲を、地域の方の協力を得て、３・５年の児童が田
の中に入り、稲刈りを行う。

9月30日 市川町ひのストア北実習田 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
新学年になってこれまでに学習した内容について、歌、合奏、
英語劇、群読、などに創意工夫してまとめ発表します。

10月5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 マラソン大会
低・中・高学年に分かれて、学校周辺道路を使用し長距離走に
挑戦します。当日は、ＰＴＡ役員理事に走路員をお願いしたり、
保護者・地域の方が沿道の応援に来たりします。

2月14日 市川町立川辺小学校周辺道路 市川町立川辺小学校 無料
市川町立川辺小学校
0790-26-00072

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16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

【瀬加小のHP】
https://www.fureai-
cloud.jp/ichikawa/home/index/seka
/gakou

市川町立瀬加小学校
0790-27-0004

兵庫県 市川町 ② スマホ・ケータイ人権教育

児童と保護者を対象に情報モラル講演会を開催します。
携帯電話やインターネットの正しい利用方法や危険性について
専門家から最新情報を学ぶとともに、インターネットを通じたい
じめの発生防止及びいじめを受けた場合の人権擁護機関の相
談利用について知る講演会です。

10月18日 市川町立瀬加小学校 市川町立瀬加小学校 無料

【瀬加小のHP】
https://www.fureai-
cloud.jp/ichikawa/home/index/seka
/gakou

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～11月29日 市川町立瀬加小学校 市川町立瀬加小学校 無料

【瀬加小のHP】
https://www.fureai-
cloud.jp/ichikawa/home/index/seka
/gakou

市川町立瀬加小学校
0790-27-0004

兵庫県 市川町 ② ため池教室
地域のため池を活用して、地区の協力により水を抜き、３・４年
の児童が池の中に入り、生物採集を行う。また、専門機関を講
師に招聘し、ため池講座を行う。

10月11日 市川町奥野添池 市川町 無料
市川町立甘地小学校
0790-26-0010

兵庫県 市川町 ② 学習発表会
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。

11月23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
0790-26-0011

兵庫県 市川町 ② マラソン大会
低・中・高学年に分かれて、学校周辺道路を使用し長距離走に
挑戦します。当日は、ＰＴＡ役員理事に走路員をお願いしたり、
保護者・地域の方が沿道の応援に来たりします。

12月5日 市川町立甘地小学校周辺道路 市川町立甘地小学校 無料
市川町立甘地小学校
0790-26-0012

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 ③ 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15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
地域に学校を開放、最終日は主張大会、校内音楽会、アルミ
缶収集を実施します。

11月15日～23日 市川町立鶴居中学校 市川町立鶴居中学校 無料
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19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 市川町立川辺小学校 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25日～27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23日～24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 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

【猪名川幼稚園のHP】
http://www.town.inagawa.lg.jp/soshi
ki/kyouikuiinkai/inagawa_yochien/in
ayo/1416209358558.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

【猪名川幼稚園のHP】
http://www.town.inagawa.lg.jp/soshi
ki/kyouikuiinkai/inagawa_yochien/in
ayo/1416209358558.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

【松尾台幼稚園のHP】
http://www.town.inagawa.lg.jp/soshi
ki/kyouikuiinkai/matsuodai_yochien
/index.html

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

【松尾台幼稚園のHP】
http://www.town.inagawa.lg.jp/soshi
ki/kyouikuiinkai/matsuodai_yochien
/index.html

猪名川町立松尾台幼稚園
072-766-0388

兵庫県 猪名川町 ② 焼き芋
地域の方と共に育てたサツマイモを、園庭で焼き芋にしていた
だきます。

11月8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

【松尾台幼稚園のHP】
http://www.town.inagawa.lg.jp/soshi
ki/kyouikuiinkai/matsuodai_yochien
/index.html

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18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

【松尾台幼稚園のHP】
http://www.town.inagawa.lg.jp/soshi
ki/kyouikuiinkai/matsuodai_yochien
/index.html

猪名川町立松尾台幼稚園
072-766-0388

兵庫県 猪名川町 ② 園内読書イベント
全職員が絵本の読み聞かせを行います。園児はシールラリー
をして参加します。

11月1日 猪名川町立六瀬幼稚園 猪名川町立六瀬幼稚園 無料

【六瀬幼稚園のHP】
https://www.town.inagawa.lg.jp/sos
hiki/kyouikuiinkai/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 幼年消防クラブ
放水訓練体験、煙体験、施設見学など、消防士より指導しても
らいます。

11月5日 猪名川町消防本部 猪名川町消防本部 無料

【六瀬幼稚園のHP】
https://www.town.inagawa.lg.jp/sos
hiki/kyouikuiinkai/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 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、未就園児親子とともにエ
プロンシアターを鑑賞します。

11月7日 猪名川町立六瀬幼稚園 猪名川町立六瀬幼稚園 無料

【六瀬幼稚園のHP】
https://www.town.inagawa.lg.jp/sos
hiki/kyouikuiinkai/mutsuse_yochien
/index.html

猪名川町立六瀬幼稚園
072-768-0369
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兵庫県 猪名川町 ② 他園の保育活動への参加 猪名川幼稚園のお店屋さんごっこに参加させてもらいます。 11月11日 猪名川町立猪名川幼稚園 猪名川町立六瀬幼稚園 無料

【六瀬幼稚園のHP】
https://www.town.inagawa.lg.jp/sos
hiki/kyouikuiinkai/mutsuse_yochien
/index.html

猪名川町立六瀬幼稚園
072-768-0369

兵庫県 猪名川町 ①② 園外保育（猪名川町立図書館）
町立図書館でたくさんの絵本と出会う機会を持ち、貸し出しの
方法やマナーなど学びます。

11月12日 猪名川町立図書館 猪名川町立六瀬幼稚園 無料

【六瀬幼稚園のHP】
https://www.town.inagawa.lg.jp/sos
hiki/kyouikuiinkai/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
オープン参観
火災想定避難訓練

園内の火災想定避難訓練の様子を知ってもらい、家庭とともに
学ぶ機会とします。

11月15日 猪名川町立六瀬幼稚園 猪名川町立六瀬幼稚園 無料

【六瀬幼稚園のHP】
https://www.town.inagawa.lg.jp/sos
hiki/kyouikuiinkai/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 園外保育（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18日 道の駅いながわ 猪名川町立六瀬幼稚園 無料

【六瀬幼稚園のHP】
https://www.town.inagawa.lg.jp/sos
hiki/kyouikuiinkai/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19日 猪名川町立六瀬幼稚園 猪名川町立六瀬幼稚園 無料

【六瀬幼稚園のHP】
https://www.town.inagawa.lg.jp/sos
hiki/kyouikuiinkai/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 いなぼう広場（子育て支援活動）
オオサカンユーベルママブラスさんの演奏を未就園児親子とも
に音楽鑑賞をします。

11月25日 猪名川町立六瀬幼稚園 猪名川町立六瀬幼稚園 無料

【六瀬幼稚園のHP】
https://www.town.inagawa.lg.jp/sos
hiki/kyouikuiinkai/mutsuse_yochien
/index.html

猪名川町立六瀬幼稚園
072-768-0369

兵庫県 猪名川町 ③
地域の方から教えてもらおう「フラ
ダンス」

地域のフラダンスサークルの皆さんからフラダンスを教えてい
ただき、園児も一緒に踊ります。

10月17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

【つつじが丘幼稚園のHP】
https://www.town.inagawa.lg.jp/sos
hiki/kyouikuiinkai/tsutsujigaokayoch
ien/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
親子食育事業「土鍋でご飯を炊こ
う」

猪名川町保健センター、いずみ会等の協力を得て、園児と保護
者が一緒におこなう料理教室。保護者へは朝食の大切さを理
解願う講演会も実施。

10月21日 猪名川町立つつじが丘幼稚園 猪名川町保健センター 無料

【つつじが丘幼稚園のHP】
https://www.town.inagawa.lg.jp/sos
hiki/kyouikuiinkai/tsutsujigaokayoch
ien/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 親子で体操「いなぼうアタック」
町教育委員会のインストラクターに指導を仰ぎ、園児と保護者
が一緒に体幹体操「いなぼうアタック」に取り組みます。

10月24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

【つつじが丘幼稚園のHP】
https://www.town.inagawa.lg.jp/sos
hiki/kyouikuiinkai/tsutsujigaokayoch
ien/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
運動遊びを取り入れた「忍者ごっこ」活動を通じて、松尾台幼稚
園・六瀬幼稚園の園児と交流します。

10月28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

【つつじが丘幼稚園のHP】
https://www.town.inagawa.lg.jp/sos
hiki/kyouikuiinkai/tsutsujigaokayoch
ien/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 こままわし教室
こままわし名人に来園いただき、日本各地の珍しいこまを見せ
ていただいたり、こま回しについて教えていただいたりします。

10月30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

【つつじが丘幼稚園のHP】
https://www.town.inagawa.lg.jp/sos
hiki/kyouikuiinkai/tsutsujigaokayoch
ien/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
「お店屋さんごっこ」遊びを通じて、猪名川幼稚園の園児と交流
します。

10月31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

【つつじが丘幼稚園のHP】
https://www.town.inagawa.lg.jp/sos
hiki/kyouikuiinkai/tsutsujigaokayoch
ien/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 オープン参観
好きな遊びや学級活動等、登園から降園までの全ての保育を
公開します。また、猪名川消防署の指導を得て、保護者対象に
「子どもの命を救う救命講習」をおこないます。

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幼稚園 無料

【つつじが丘幼稚園のHP】
https://www.town.inagawa.lg.jp/sos
hiki/kyouikuiinkai/tsutsujigaokayoch
ien/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 オープン参観
好きな遊びや学級活動等、登園から降園までの全ての保育を
公開します。また、川西警察署及びうさちゃんクラブ指導員の指
導を得て、交通安全教室をおこないます。

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

【つつじが丘幼稚園のHP】
https://www.town.inagawa.lg.jp/sos
hiki/kyouikuiinkai/tsutsujigaokayoch
ien/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
地域の読み聞かせグループ「ダイヤモンドクラブ」の皆さんに読
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

【つつじが丘幼稚園のHP】
https://www.town.inagawa.lg.jp/sos
hiki/kyouikuiinkai/tsutsujigaokayoch
ien/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」
収穫祭として園児が未就園児及びその保護者と共に茶巾絞り
をつくり、会食を楽しみます。

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

【つつじが丘幼稚園のHP】
https://www.town.inagawa.lg.jp/sos
hiki/kyouikuiinkai/tsutsujigaokayoch
ien/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 幼年消防クラブ
園児が猪名川町消防署を訪問し、消防署の役割や消防署の
方々の仕事について教えていただきます。また、消火訓練等の
体験もさせていただきます。

11月19日 猪名川消防署 猪名川町立つつじが丘幼稚園 無料

【つつじが丘幼稚園のHP】
https://www.town.inagawa.lg.jp/sos
hiki/kyouikuiinkai/tsutsujigaokayoch
ien/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 親子で体操「いなぼうアタック」
町教育委員会のインストラクターに指導を仰ぎ、園児と保護者
が一緒に体幹体操「いなぼうアタック」に取り組みます。

11月21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

【つつじが丘幼稚園のHP】
https://www.town.inagawa.lg.jp/sos
hiki/kyouikuiinkai/tsutsujigaokayoch
ien/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 地域の方々や小学校の皆さんと共に防災訓練を実施します。 11月22日 猪名川町立つつじが丘小学校 つつじが丘小学校区まつちづくり協議会 無料

【つつじが丘幼稚園のHP】
https://www.town.inagawa.lg.jp/sos
hiki/kyouikuiinkai/tsutsujigaokayoch
ien/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 音楽鑑賞
地域の音楽活動団体「ファミリーアンサンブル　スマイル」の協
力を得て、園児が軽音楽活動を楽しみます。

11月26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

【つつじが丘幼稚園のHP】
https://www.town.inagawa.lg.jp/sos
hiki/kyouikuiinkai/tsutsujigaokayoch
ien/index.html

猪名川町立つつじが丘幼稚園
072-766-4411
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兵庫県 猪名川町 ② 交流活動
つつじが丘小学校の作品展を園児が訪問し、１年生と共に作
品展の鑑賞をします。

12月3日 猪名川町立つつじが丘小学校 猪名川町立つつじが丘幼稚園 無料

【つつじが丘幼稚園のHP】
https://www.town.inagawa.lg.jp/sos
hiki/kyouikuiinkai/tsutsujigaokayoch
ien/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 音楽会
地域の方々や保護者に来園いただき、日頃の音楽活動を発表
します。

12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

【つつじが丘幼稚園のHP】
https://www.town.inagawa.lg.jp/sos
hiki/kyouikuiinkai/tsutsujigaokayoch
ien/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」
未就園児及びその保護者に給食試食の機会を設け、会食を楽
しんでいただきます。

12月12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

【つつじが丘幼稚園のHP】
https://www.town.inagawa.lg.jp/sos
hiki/kyouikuiinkai/tsutsujigaokayoch
ien/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 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
子が学習する。

10月11､16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
【猪名川小学校の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 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
理意識と協働の大切さを確かめ合います。

10月26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
【猪名川小学校の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 ② 校内音楽会 児童の合唱や合奏を保護者や地域の方々に発表します。 11月23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
【猪名川小学校の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 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
猪名川町立猪名川小学校運動
場

猪名川町立猪名川小学校 無料
【猪名川小学校の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19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
【楊津小学校の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
【楊津小学校の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16日 猪名川町立楊津小学校 猪名川町立楊津小学校 無料
【楊津小学校の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 ➁ 人権参観（オープン参観）
各学年の発達段階に合った教材を通して、「みんながしあわせ
に暮らせる社会」をつくることについて考えます。

10月17日 猪名川町立大島小学校 猪名川町立大島小学校 無料
【大島小学校の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 ➁ 地域合同防災訓練
児童・保護者が地域の方々とともに、防災訓練を実施し、危機
管理体制の向上を図ります。

11月2日 猪名川町立大島小学校
猪名川町立大島小学校
まちづくり協議会

無料
【大島小学校の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 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8日 猪名川町立大島小学校 猪名川町立大島小学校 無料
【大島小学校の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 ➁ 校内音楽会
保護者や地域の方々に、児童が日頃授業で取り組んでいる学
習の成果を合唱や合奏で発表します。

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
【大島小学校の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 福祉教育講演会
パラリンピック水泳で金メダルを獲得された加藤作子さんをお
迎えし、夢や目標に向かってチャレンジすることの大切さを学び
ます。

10月31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
【松尾台小学校の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 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7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
【松尾台小学校の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 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13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
【松尾台小学校の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 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21日 猪名川町立白金小学校 猪名川町立白金小学校 無料
【白金小学校の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） 10月25日 猪名川町立白金小学校 猪名川町立白金小学校 無料
【白金小学校の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26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
【白金小学校の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 校内音楽会
多くの保護者や地域の方々を招くために土曜日に行い、本校
児童の音楽教育の成果を合唱や合奏で発表し広く公開しま
す。

11月16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
【白金小学校の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 ①② 白金小学校区総合防災訓練
多くの地域の方々と共に防災訓練を実施するために祝日に行
い、地域ぐるみの危機管理体制の向上を図ります。

11月23日
猪名川町立白金小学校 運動場/
雨天時　体育館

白金小学校区まちづくり協議会 無料
【白金小学校の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 人権参観授業を公開し、その後懇談会を開催します。
（低学年）10月29日
（高学年）10月25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
【つつじが丘小学校のHP】
http://tsutsujigaoka-
es.inagawa.andteacher.jp/

猪名川町立つつじが丘小学校
072-766-6667

兵庫県 猪名川町 ② 上方落語鑑賞会
落語家をお招きして、５年生児童が落語に親しむ機会としま
す。

10月28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
【つつじが丘小学校のHP】
http://tsutsujigaoka-
es.inagawa.andteacher.jp/

猪名川町立つつじが丘小学校
072-766-6667

兵庫県 猪名川町 ② 読書週間
地域の読み聞かせボランティア「ぽんぽんさん」の方に読み聞
かせをしていただきます。

11月11～15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
【つつじが丘小学校のHP】
http://tsutsujigaoka-
es.inagawa.andteacher.jp/

猪名川町立つつじが丘小学校
072-766-6667

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 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22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
【つつじが丘小学校のHP】
http://tsutsujigaoka-
es.inagawa.andteacher.jp/

猪名川町立つつじが丘小学校
072-766-6667

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22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
【つつじが丘小学校のHP】
http://tsutsujigaoka-
es.inagawa.andteacher.jp/

猪名川町立つつじが丘小学校
072-766-6667

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2日～12月7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
【つつじが丘小学校のHP】
http://tsutsujigaoka-
es.inagawa.andteacher.jp/

猪名川町立つつじが丘小学校
072-766-6667

兵庫県 猪名川町 ②
第4回猪名川町の未来を描く高校
生フォーラム

猪名川町を活性化させるための提案や施策を、高校生が考え
てプレゼンテーションを行います。

11月22日
猪名川町
文化体育館

猪名川町 無料
猪名川町企画総務部
企画財政課
072-766-8711

兵庫県 猪名川町 ② オープンスクール
県立猪名川高等学校内にある分教室での授業の様子を公開し
ます。

11月13日～15日
兵庫県立こやの里特別支援学校
分教室

兵庫県立こやの里特別支援学校分教室 無料
【こやの里特別支援学校のHP】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~koyanosato-sn/

兵庫県立こやの里
特別支援学校分教室
072-765-3255

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16日 加古幼稚園 加古幼稚園 無料
加古幼稚園
079-492-0429

兵庫県 稲美町 ②③ 学習発表会
母里小学校の学習発表会に3，４，5歳児が参加し、歌やベル
奏を発表します。

11月2日
母里小学校
体育館

母里小学校
母里幼稚園

無料
母里幼稚園
079-495-0411

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「お店屋さんごっこ」をします。保護
者、未就園児、地域の方々を招待し、活動に参加していただき

11月16日 母里幼稚園 母里幼稚園 無料
母里幼稚園
079-495-0411

兵庫県 稲美町 ② オープンスクール
４・５歳児が秋の保育を取り入れたお店屋さんごっこを行いま
す。保護者・未就園児・地域の方を招待し、遊びに参加してい

11月16日 天満幼稚園 天満幼稚園 無料
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

天満南小学校区の皆さんと協力して開催するフェスティバルで
す。3～５歳児がお店屋さんを開き、保護者や地域の方々と一
緒にごっご遊びをしながら交流します。

11月16日
天満南小学校
体育館

天満南幼稚園 無料
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23日 天満東幼稚園 天満東幼稚園 無料
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9日
加古小学校
体育館

加古小学校 無料
【加古小学校のHP】
http://www.inami.ed.jp/~kako-es/

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。

11月30日
加古小学校
体育館

加古小学校 無料
【加古小学校のHP】
http://www.inami.ed.jp/~kako-es/

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（合唱、合奏）を中心に学習の成
果を発表します。

11月2日
母里小学校
体育館

母里小学校 無料
【母里小学校のHP】
http://www.inami.ed.jp/~mori-es/

母里小学校
079-495-0024

兵庫県 稲美町 ①② オープンスクール・教育講演会
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15～16日
母里小学校
体育館

母里小学校 無料
【母里小学校のHP】
http://www.inami.ed.jp/~mori-es/

母里小学校
079-495-0024

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27日
天満小学校
体育館

天満小学校 無料
【天満小学校のHP】
http://www.inami.ed.jp/~tenma-es/

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。ＰＴ
Ａ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16日
天満小各教室
体育館（バザー）

天満小学校
【天満小学校のHP】
http://www.inami.ed.jp/~tenma-es/

天満小学校
079-492-0300

兵庫県 稲美町 ② （創立４０周年記念）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。

11月2日
いなみ文化の森
lコスモホール

天満南小学校 無料
天満南小学校
079-492-6168

兵庫県 稲美町 ②
（創立４０周年記念）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16日 天満南小学校 天満南小学校PTA
天満南小学校
079-492-6169

兵庫県 稲美町 ②③ 音楽会
児童が、学年ごとに合唱・合奏・音楽劇を発表します。また、天
満東幼稚園児やミュージッククラブのメンバーも出演します。

11月1日 天満東小学校 天満東小学校 無料
【天満東小学校のHP】
http://www.inami.ed.jp/~tenmahigas
hi-es/

天満東小学校
079-492-4371

兵庫県 稲美町 ①② PTCAフェスティバル
児童によるチャレンジランキングや、PTA・まちづくり等各種団
体によるバザー、模擬店、ニュースポーツの体験等を開催しま
す。どなたでも参加できます。

11月16日 天満東小学校 天満東小学校PTA 無料
【天満東小学校のHP】
http://www.inami.ed.jp/~tenmahigas
hi-es/

天満東小学校
079-492-4371

兵庫県 稲美町 ① PTA人権講演会
講師をお招きし、子どもに関する人権課題について講演会を開
催します。

10月15日
稲美中学校
会議室

稲美中学校
PTA

無料
稲美中学校
079-492-4400

兵庫県 稲美町 ②③ 文化祭
各クラスによる合唱コンクールと文化部のステージ発表や展示
も行います。

10月17日
稲美中学校
体育館

稲美中学校 無料
稲美中学校
079-492-4400

兵庫県 稲美町 ② オープンスクール
午後から全クラスの授業を公開し、生徒の日頃の学習の様子
を保護者や地域の方々にご覧いただきます。

10月26日 稲美中学校 稲美中学校 無料
稲美中学校
079-492-4400

兵庫県 稲美町 ①②③ 音楽コンクール
各学年ごとに決められた課題曲とクラスで選んだ自由曲を発表
します。また、地域の方々によるコーラスの発表もあります。

10月18日 稲美北中学校体育館 稲美北中学校 無料
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18日 稲美北中学校体育館 稲美北中学校 無料
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、本校卒業生の清水響さんに来校いた
だき、講演を聞いた後、所属ダンスチームの演技を鑑賞しま

10月26日 稲美北中学校各教室・体育館 稲美北中学校 無料
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9日 稲美北中学校各教室 稲美北中学校 無料
稲美北中学校
079-492-0201

兵庫県 稲美町 ② 愛・ふれあいコンサート
いなみ野特別支援学校ふれあいコンサートにおいて、吹奏楽
部が訪問演奏をします。

10月26日 いなみ野特別支援学校 県立加古川東高等学校 無料 079-424-2726

兵庫県 稲美町 ② オープンスクール
保護者、地域の方に本校の教育活動の理解、啓発の機会とす
る。本校への入学を検討している方への情報提供の機会として

11月6日～8日 県立いなみ野特別支援学校 県立いなみ野特別支援学校 無料
県立いなみ野特別支援学校
079-492-6161

兵庫県 稲美町 ② 学習発表会
日頃の学習の成果や作業内容を保護者、地域の方に公開し、
見てもらっている。

12月14日 県立いなみ野特別支援学校 県立いなみ野特別支援学校 無料
県立いなみ野特別支援学校
079-492-6161

兵庫県 稲美町 ① 稲美町じんけんわくわくスクール
町内小学生とその保護者を対象に、参加希望者を募り講座生
として

11月3日 稲美町中央公園
稲美町
教育委員会

無料
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17日～11月10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
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
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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25～27日 ふれあい交流館 稲美町・稲美町教育委員会 無料
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

11月6日
～10日

ふれあい交流館 稲美町・稲美町教育委員会 無料
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
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３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3回目の吹奏楽団のコンサートを開催しま
す。

11月3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
文化の森課
079-492-7700

要入場整理券

兵庫県 小野市 ② 忍者学園
PTA主催行事です。忍者になって、様々なゲームをクリアしてい
きます。

10月23日 小野市立わか松幼稚園 小野市立わか松幼稚園 無料
【わか松幼稚園HP】
https://www.city.ono.hyogo.jp/1/8/
43/8/1/4/

小野市立わか松幼稚園
0794-62-2113

兵庫県 小野市 ③ おいも掘りとおいもパーティー
園の畑で栽培しているいもを掘り、蒸かしいもを作り、みんなで
食べます。

10月24、28日 小野市立わか松幼稚園 小野市立わか松幼稚園 無料
【わか松幼稚園HP】
https://www.city.ono.hyogo.jp/1/8/
43/8/1/4/

小野市立わか松幼稚園
0794-62-2113

兵庫県 小野市 ② 高校生との交流
高校生と遊んだり、高校の家庭科室で一緒にクッキングをしま
す。

10月23日
11月14日、21日

小野市立わか松幼稚園
兵庫県立小野高等学校

小野市立わか松幼稚園 無料
【わか松幼稚園HP】
https://www.city.ono.hyogo.jp/1/8/
43/8/1/4/

小野市立わか松幼稚園
0794-62-2113

兵庫県 小野市 ② 楽しい集い 幼稚園にサンタさんが来ます。歌や合奏の発表をします。 12月13日 小野市立わか松幼稚園 小野市立わか松幼稚園 無料
【わか松幼稚園HP】
https://www.city.ono.hyogo.jp/1/8/
43/8/1/4/

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1日 小野市立小野東幼稚園 小野市立小野東幼稚園 無料
【小野東幼稚園HP】
https://www.city.ono.hyogo.jp/1/8/
43/8/1/1/

小野市立小野東幼稚園
0794-62-2666

兵庫県 小野市 ② 11月誕生会
11月誕生会ゲストに播州小野太鼓のメンバ－を招聘し、日本古
来の古典芸能である和太鼓の演奏を鑑賞します。

11月8日 小野市立小野東幼稚園 小野市立小野東幼稚園 無料
【小野東幼稚園HP】
https://www.city.ono.hyogo.jp/1/8/
43/8/1/1/

小野市立小野東幼稚園
0794-62-2666

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1日～2日 小野市立小野小学校 小野市立小野小学校 無料
【小野小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
【小野小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 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

11月9日 小野市立河合小学校 小野市立河合小学校 無料
【河合小HP】
http://kawai-es.ono.schoolweb.jp/

小野市立河合小学校
0794-66-2913

兵庫県 小野市 ① 地域教育防災訓練
関係機関、地域・児童・学校が一緒になって浸水時の訓練、啓
発活動を行います。

11月17日 小野市立河合小学校 小野市役所市民安全部 無料
【河合小HP】
http://kawai-es.ono.schoolweb.jp/

小野市立河合小学校
0794-66-2913

兵庫県 小野市 ② 学習発表会
教科・行事等、これまでの学びの成果を各学年ごとに発表しま
す。

10月19日 小野市立来住小学校 小野市立来住小学校 無料
【来住小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20日 小野市立来住小学校 小野市立来住小学校 無料
【来住小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 親子ふれあいマラソン大会
体育や朝のかけ足等で練習を積み重ねてきたまとめとして、学
校周辺道路を使ってマラソンをします。

12月14日 小野市立来住小学校 小野市立来住小学校 無料
【来住小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
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16日 小野市立市場小学校 小野市立市場小学校 無料
【市場小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 親子人権学習、サイバー講演会
昨今の様々な問題に対応して、保護者への啓発活動を行いま
す。

10月18日 小野市立大部小学校 小野市立大部小学校 無料
【大部小HP】
http://obe.ono.schoolweb.jp/

小野市立大部小学校
0794-63-2755

兵庫県 小野市 ②③
学習発表会（学習発表、音楽発
表等）

児童の日常の取組を発表します。授業において、学んだこと
と、音楽発表会を実施します。

11月16日 小野市立大部小学校 小野市立大部小学校 無料
【大部小HP】
http://obe.ono.schoolweb.jp/

小野市立大部小学校
0794-63-2755

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16日 小野市立中番小学校 小野市立中番小学校 無料
【中番小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・合唱や音読劇などで学習の成果を発表します。 11月16日 小野市立下東条小学校 小野市立下東条小学校 無料
【下東条小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 ③ きらめき音楽会 各学年ごとに、合唱及び演奏を広く地域住民に披露します。 11月16日 小野市立小野東小学校 小野市立小野東小学校 無料
【小野東小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 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
域住民に披露します。

11月30日 小野市大池総合公園 小野市立小野東小学校 無料
【小野東小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 ③ 人権フェスティバル
人権弁論大会や全校合唱、海外との交流等について発表し、
人権意識を高めます。

11月8日 小野市立小野中学校 小野市立小野中学校 無料
【小野中HP】
http://ono.ono.schoolweb.jp/

小野市立小野中学校
0794-63-2720

兵庫県 小野市 ②③ かわい音楽祭
人権弁論発表や人権学習発表会を行うとともに、人権劇を発
表し、児童生徒の人権意識高揚を目的としています。

12月7日 小野市立河合中学校 小野市立河合中学校 無料
【河合中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 人権教育講演会
元中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25日 小野市立旭丘中学校 小野市立旭丘中学校 無料
【旭丘中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 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

11月1日 小野市立旭丘中学校 小野市立旭丘中学校 無料
【旭丘中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、発表します。

11月8日 小野市立旭丘中学校 小野市立旭丘中学校 無料
【旭丘中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29日 小野市立旭丘中学校 小野市立旭丘中学校 無料
【旭丘中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 あさひ祭（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

11月30日 小野市立旭丘中学校 小野市立旭丘中学校 無料
【旭丘中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 人権フィナーレ
各学年代表による人権弁論、９年生有志による人権劇を行い
ます。校区内小学６年生が参加し、人権について考える機会と
しています。

11月8日 小野市立小野南中学校 小野市立小野南中学校 無料
【小野南中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 ふれあいフェスティバル
小学部1本、中学部1本のオペレッタ（劇）の上演や、交流校の
ステージが行われます。作業学習での制作品の販売、保護者
会のバザーも行います。

10月19日
うるおい交流館
エクラ

小野市立
小野特別支援学校

無料
【小野特別支援学校ＨＰ】
http://onotokubetusien.ono.school
web.jp/

小野市立小野特別支援学校
0794－66－2571
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兵庫県 小野市 ② オープンスクール 2日間に渡り、本校の授業の様子を公開します。
11月13日午前
11月14日午後

小野市立
小野特別支援学校

小野市立
小野特別支援学校

無料
【小野特別支援学校ＨＰ】
http://onotokubetusien.ono.school
web.jp/

小野市立小野特別支援学校
0794－66－2571

兵庫県 小野市 ② 研究発表会・三市特ＰＴＡ研修会
本校の取組について研究発表会を行います。同時に小野市、
三木市,加西市のＰＴＡ研修会を行います。

12月6日
小野市立
小野特別支援学校

小野市立
小野特別支援学校

無料
【小野特別支援学校ＨＰ】
http://onotokubetusien.ono.school
web.jp/

小野市立小野特別支援学校
0794－66－2571

兵庫県 小野市 ①③
短期講座「干支『子』の置物を作
ろう」

2020年の干支「子」の置物を作ります。専用の作業場で創造力
を働かせて、思いを込めて作ります。

11月9、23日 あお陶遊館アルテ あお陶遊館アルテ
【小野市HP】
http://www.city.ono.hyogo.jp/

あお陶遊館アルテ
0794-66-7789

兵庫県 小野市 ③
クリスマスイルミネーション

コミセンおのでクリスマスイルミネーションとクリスマスコンサー
トを、小野地区地域づくり協議会が開催します。11月23日にイ
ルミネーション点灯式とコンサートを行います。

11月23日～12月25日
小野市立コミュニティセンター
おの

小野地区地域づくり協議会 無料
【コミセンおのHP】
http://www.hall.ono.hyogo.jp/cc-
ono/

小野市立コミュニティセンターおの
0794-63-1020

兵庫県 小野市 ③ クリスマスコンサート
コミセンおのでクリスマスイルミネーションとクリスマスコンサー
トを、小野地区地域づくり協議会が開催します。11月23日にイ
ルミネーション点灯式とコンサートを行います。

11月23日
12月14、21日

小野市立コミュニティセンター
おの

小野地区地域づくり協議会 無料
【コミセンおのHP】
http://www.hall.ono.hyogo.jp/cc-
ono/

小野市立コミュニティセンターおの
0794-63-1020

兵庫県 小野市 ① 2019かわいフェスタ
コミセンかわいのサークル生や地区内の保育園児、小中学生
の舞台発表会及び作品展示、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。（17日は作品展示のみ）

11月16日～17日
コミュニティセンターかわい
小野市立河合小学校

河合地区地域づくり協議会 無料
【小野市HP】
http://www.city.ono.hyogo.jp/

小野市立コミュニティセンター
かわい
0794-66-2030

兵庫県 小野市 ① 2019きすみの祭
地域づくり協議会やサークル生の模擬店の出店、保育所・小中
学生・サークル生・地域の方の作品展示、ステージイベントとし
て地域の獅子舞、地域の子どもたちなどが演技を披露します。

11月9日～10日
小野市立コミュニティセンター
きすみの

来住地区地域づくり協議会 無料
【小野市HP】
http://www.city.ono.hyogo.jp/

小野市立コミュニティセンター
きすみの
0794-63-7082

兵庫県 小野市 ① いちばふれあいの祭典
地域づくり協議会やサークル参加生の模擬店の出店、保育所
や小中学生・地元地域の方の作品展示や舞台発表を行いま
す。また、ステージイベントとして地域の子どもたちの踊りや演

10月26日～27日
小野市立コミュニティセンター
いちば

市場地区地域づくり協議会
【小野市HP】
http://www.city.ono.hyogo.jp/

小野市立コミュニティセンター
いちば
0794-62-2454

兵庫県 小野市 ③ 大部地区ふれいあいのつどい
サークルの発表会（作品展示・芸能大会・模擬店）、保育園、
小・中学生の作品展示をします。

11月2～3日 コミュニティーセンターおおべ 大部地区地域づくり協議会 無料
【小野市HP】
http://www.city.ono.hyogo.jp/

小野市立コミュニティーセンター
おおべ
0794-63-6100

兵庫県 小野市 ① 第４１回 下東条地区 文化祭
コミセン下東条のサークル生や地区内の保育園児・小中学生
の舞台発表や作品展示のほか、各種団体の模擬店や子ども
広場等を開催します。

11月2～3日
小野市立コミュニティセンター
下東条

下東条地区地域づくり協議会 無料
【小野市HP】
http://www.city.ono.hyogo.jp/

小野市立コミュニティセンター
下東条
0794-67-0044

兵庫県 小野市 ③
特別展「祭りとくらしの移り変わり
～小野地区の近現代～」

小野市小野地区の明治から現在までのくらしの移り変わりや守
り伝えられてきた行事を紹介します。

10月5日～12月8日 小野市立好古館 小野市立好古館
【好古館HP】
https://www.city.ono.hyogo.jp/~kok
okan/

小野市立好古館
0794-63-3390

兵庫県 小野市 ③ 企画展「新指定文化財展」
平成30年度に新しく市指定文化財に指定された3件41点を一堂
に紹介します。

10月19日～11月24日 小野市立好古館 小野市立好古館
【好古館HP】
https://www.city.ono.hyogo.jp/~kok
okan/

小野市立好古館
0794-63-3390

兵庫県 小野市 ③
講演会「旧小野藩士は明治をどう
生きたか？」

旧小野藩主伊藤家文書の分析から、旧藩士が明治時代をどの
ように生きていったのかを紹介します。

11月3日
小野市立コミュニティセンターお
の

小野市立好古館 無料
【好古館HP】
https://www.city.ono.hyogo.jp/~kok
okan/

小野市立好古館
0794-63-3390

兵庫県 小野市 ③ 見学会「小野地区の近代を歩く」 特別展の開催にあわせ、小野地区の近代化遺産を巡ります。 12月1日 小野市立好古館集合 小野市立好古館 無料
【好古館HP】
https://www.city.ono.hyogo.jp/~kok
okan/

小野市立好古館
0794-63-3390

兵庫県 小野市 ①② 第16回川島隆太教授講演会
脳科学の知見をもとに、漢字・計算・音読・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝをしてい
る時の脳の様子の実証実験を含む体験型の講演会を実施しま
す。5年生児童と保護者・一般市民が聴講します。

10月30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

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

11月9日～10日 小野市伝統産業会館
小野市教育委員会
小野市学童展実行委員会

無料
【小野市HP】
http://www.city.ono.hyogo.jp/

小野市立旭丘中学校
0794-63-2750

兵庫県 小野市 ③ 第６回小野ハーフマラソン

関西で唯一、プロ野球選手と一緒に走ることができます。豊臣
秀吉が駆け抜けた小野市の田園地帯を気持ちよく走ります。プ
ロ野球選手のミニトークショーや地元の特産品販売など、様々
なおもてなしも充実しています。

12月8日 大池総合公園 小野ハーフマラソン実行委員会
【小野ハーフマラソンHP】
www.onomarathon.com

小野市教育委員会
スポーツ振興課
0794-63-2591

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13～19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 ②③
全国国公立幼稚園・こども園
ウィーク
in川西こども園

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
生方などに
見ていただきます。

11月13～19日
(日除く）

加古川市立川西こども園
全国国公立幼稚
園・こども園長会

無料
加古川市立川西こども園
079-432-5070

兵庫県 加古川市 ③ 作って遊ぼう
学校園支援ボランティアの方に来ていただき、身近な素材を利
用して
おもちゃ作りを楽しみます。

11月13日 加古川市立東神吉こども園
加古川市立
東神吉こども園

無料
加古川市立東神吉こども園
 079-432-3972

兵庫県 加古川市 ② 幼稚園・こども園ウイーク
地域の方や、保護者の方に園児の絵画や、作品展を見ていた
だきます。

11月13～19日
加古川市立
東神吉こども園

加古川市立東神吉こども園 無料
加古川市立東神吉こども園
  079-432-3972

兵庫県 加古川市 ② 祖父母参観及び造形展
祖父母を招待し、お茶教室に参加していただいたり、造形展を
見学して
いただいたりします。

11月19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 幼稚園ウィーク 幼稚園において作品展を開催します。 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

兵庫県 加古川市 ② 幼稚園ウィーク
保護者、ユニット氷丘の教職員、地域の方々に園児の園生活
の様子や
作品を披露します。

11月13日～19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～15日，
18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 ② 幼稚園ウィーク 春から制作してきた絵や立体の作品を展示します。
11月13日～15日，
18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 ②③
全国幼稚園・こども園ウィーク造
形展

絵画、造形遊びの作品展示や遊んでいる様子を見てもらえる
オープン
スクールをします。

11月13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 ②③ 祖父母参観
祖父母とのふれあい遊びや昔の遊びを教えてもらい、世代間
交流を

11月18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 幼稚園ウイ－ク
各クラス制作物の展示、老人クラブさんとの交流会を計画して
います。

11月13～20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

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 加古川市 ② 幼稚園ウィーク
幼児教育についての理解を深めていただくために、園での活動
や

11月13日～19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11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（祖父母参観を行います。） 11月19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 ②③ 保育参観・造形展
幼稚園ウィーク中の1日を造形展を含めた公開保育を実施しま
す。

11月15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
加古川市のＨＰ
http://www.city.kakogawa.lg.jp

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ます。また、園児の作品で造形展を行いま
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
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
全国国公立幼稚園・こども園
ウィーク

園児の造形作品を展示しています。 11月13日～19日 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 ①②③ 幼稚園ウィーク 作品展、保育参観、地域交流をします。 11月13日～19日 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 ② 幼稚園ウイーク 幼児によるテーマに沿った想像性豊かな造形展を開催します。 11月13日～19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 ② ラグビー教室 他の幼稚園１園を招き、ラグビー教室を行います。 11月29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8名が保育体験をします。 11月6日～10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 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。親子イ
ンターネットトラブル防止講座も開催し、インターネットトラブル
防止に努めます。

11月19日～20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

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頂けます。 11月16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 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
覧頂け
ます。

11月29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 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
【神野小学校のHP】
www.city.kakogawa.lg.jp/gakoen/ryo
nanchugakkoku/kaminoshogakko/

加古川市立神野小学校
079-438-5454

兵庫県 加古川市 ②

親子人権学習
オープンスクール
(授業参観）

人権学習についての授業参観を行い、午前中オープンスクー
ルを実施
します。

11月13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ＨＰ
http://www.city.kakogawa.lg.jp/gako
en/chubuchugakkoku/noguchishoga
kko/index.html

加古川市立野口小学校
079-424-1890

兵庫県 加古川市 ①
人権参観
人権ふれあいフェスティバル

人権に関する授業参観後、保護者とともに講演会を聴きます。 11月23日 加古川市立平岡小学校 加古川市立平岡小学校 無料

【平岡小学校のHP】
http://www.city.kakogawa.lg.jp/gako
en/hiraokaminamichugakkoku/hirao
kashogakko/genki/index.html

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16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 造形展
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27日～29日
マラソン大会
11月29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 音楽会
8時半開場、9時開演（予定）で、各学年の合唱や合奏とともに、
箏クラブの演奏や会場全員での合唱があります。

11月16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 音楽会 全校生が各学年ごとに、合唱や合奏を発表します。 11月16日 加古川市立八幡小学校 加古川市立八幡小学校 無料
加古川市立八幡小学校
079-438-0069

兵庫県 加古川市 ②③ ふれあい表現会
地域と共に音楽会を行います。小学生だけでなく地域の幼稚園
や
こども園、老人クラブも参加します。

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

【上荘小学校のHP】
http://www.city.kakogawa.lg.jp/gako
en/ryosocyugakkoku/jososhogakko
/index.html

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16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16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 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14日～15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 ②③ ふれあい音楽会
学年ごとの合奏・合唱、金管クラブの演奏をします。
また、地域の老人クラブとの合唱も披露します。

11月16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 校内音楽会 児童及による文化的行事（合唱・合奏）をします。 11月14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 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に資
する収益を
募る場とします。

11月3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

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6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 音楽会 音楽会を開催し、保護者に学習活動の成果を発表します。 11月21日 加古川市立鳩里小学校 加古川市立鳩里小学校 無料

【鳩里小学校のHP】
http://www.city.kakogawa.lg.jp/gako
en/kakogawachugakkoku/kyuurisho
gakko/gyojiyotei/1414503303973.ht

加古川市立鳩里小学校
079-424-7006

兵庫県 加古川市 ② オープンスクール
保護者や地域の方々に、学校での児童の様子を参観していた
だきます。

11月20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

【平岡東小学校のHP】
http://www.city.kakogawa.lg.jp/gako
en/hiraokacyugakkoku/hiraokasyog
akko/index.html

加古川市立平岡東小学校
078-943-5886

兵庫県 加古川市 ② マラソン大会
児童が、練習でつけた体力をマラソンという競技で力いっぱい
表します。

11月27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

【平岡東小学校のHP】
http://www.city.kakogawa.lg.jp/gako
en/hiraokacyugakkoku/hiraokasyog
akko/index.html

加古川市立平岡東小学校
078-943-5886

兵庫県 加古川市 ② 造形作品展 児童が授業で製作した絵画や立体作品を展示します。 11月27～29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

【平岡東小学校のHP】
http://www.city.kakogawa.lg.jp/gako
en/hiraokacyugakkoku/hiraokasyog
akko/index.html

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
対象に人権教育講演会を行います。

11月18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 人権参観日・造形展
全学級で人権参観を行い、体育館で講演会、多目的教室で造
形展を
行います。

11月8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 マラソン大会
志方小、志方西小、志方東小学校の３校が合同でマラソン大会
を行い
ます。

11月28日 加古川市立総合運動公園 加古川市立志方小学校他 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8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

児童会主催の行事です。高学年児童が中心となり、各教室を
使って出店
します。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
こども園、保育園の園児を招待する楽しい企画です。

11月7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のＨＰ】
http://www.city.kakogawa.lg.jp/gako
en/shikatachugakkoku/shikatanishi
shogakko/

加古川市立志方西小学校
079-452-0109

兵庫県 加古川市 ② ふれあい音楽会
各学年で取り組んだ、合唱と演奏をします。
また、ジュニアバンドクラブの演奏もあります。

11月1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 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28日～30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
（オープンスクール）

親子で人権を考える授業をします。
また、１日オープンスクールとして開放しています。

11月29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 ふれあい音楽会 各学年ごとの音楽発表会をします。 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 ②③ 創立40周年記念式典 式典および文化事業（ｵｰｹｽﾄﾗ音楽鑑賞）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 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16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

【東神吉南小学校のHP】
http://www.city.kakogawa.lg.jp/gako
en/kamikichichugakkoku/higashika
mikichiminamishogakko/

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28日 加古川市立東神吉南小学校 加古川市立神吉南小学校 無料

【東神吉南小学校のHP】
http://www.city.kakogawa.lg.jp/gako
en/kamikichichugakkoku/higashika
mikichiminamishogakko/

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、鑑賞していただきます。

11月8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
079-426-0862

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にしています。
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 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21日 加古川市立中部中学校 加古川市立中部中学校 無料

【中部小学校のHP】
http://www.city.kakogawa.lg.jp/gako
en/chubuchugakkoku/chubuchugak
ko/index.html

加古川市立中部中学校
079-423-0634

兵庫県 加古川市 ② オープンジュニアハイスクール 授業参観を行います。 11月20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 ① オープンスクール 学校で行われている授業を公開授業にします。 11月14日～15日 加古川市立両荘中学校 加古川市立両荘中学校 無料

【両荘小学校のHP】
http://www.city.kakogawa.lg.jp/gako
en/ryosocyugakkoku/ryosocyugakk
o/index.html

加古川市立両荘中学校
079-428-0022

兵庫県 加古川市 ① 校内人権発表会 人権学習の参観授業及び人権発表会を行います。 11月16日 加古川市立両荘中学校 加古川市立両荘中学校 無料

【両荘小学校のHP】
http://www.city.kakogawa.lg.jp/gako
en/ryosocyugakkoku/ryosocyugakk
o/index.html

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
の発表をします。

11月1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

兵庫県 加古川市 ② オープン平岡 終日いつでも授業参観できます。 11月7日～8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

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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第61回「教育・文化週間」関連行事

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します。 11月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

兵庫県 加古川市 ②
東･北播磨地区中学校教育研究
会
英語部会

東播磨・北播磨地区の英語の先生が集まり参観授業を行い資
質向上を
図ります。

11月21日 加古川市立平岡中学校
兵庫県中学校教育研究会
英語部会

無料
加古川市立平岡中学校
079-423-2376

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11日～15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、体育館で講演会等を行います。

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 ① 人権参観日 中学校での人権学習の様子を参観していただきます。 11月14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 授業参観及び講演会を行います。 11月16日 加古川市立志方中学校 実行委員会 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 人権・道徳の授業をおこない、参観日とします。 11月2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、校区内（一部校区外も含む）の事業所で、職業体験
活動を行います。

11月11日～15日 市内各事業所 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11日～15日 市内各事業所 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 ③ オープンスクール 授業を公開します。 11月20日～22日 加古川市立陵南中学校 加古川市立陵南中学校 無料

【陵南中学校のHP】
http://www.city.kakogawa.lg.jp/gako
en/ryonanchugakkoku/ryonanchuga
kko/index.html

加古川市立陵南中学校
079-421-3381

兵庫県 加古川市 ② ＳＳＨ講演会

文部科学省研究指定のＳＳＨ事業の一環として、講師に名古屋
大学大学院環境学研究科附属地震火山研究センターの山岡
耕春教授を迎え講演会を実施します。高度な学問に触れること
により、生徒の学習意欲、興味・関心を喚起します。また、保護
者・地元町内会の皆様にも聴講できるよう案内します。

11月15日 加古川市民会館 県立加古川東高等学校 無料 079-424-2726

兵庫県 加古川市 ② ビオトープ整備
地域の方々とともに、本校周辺の水路のビオトープ化を行い、
管理維持を図ります。

未定 加古川東高等学校周辺 県立加古川東高等学校 無料 079-424-2726

兵庫県 加古川市 ② 高校生ふるさと貢献・活性化事業
部活動及び生徒会、教職員有志が加古川河川敷の清掃活動
を行います。

12月14日 加古川河川敷 県立加古川西高等学校 無料
【県立加古川西高等学校】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~kakonishi-hs/

県立加古川西高等学校
079-424-2400

兵庫県 加古川市 ② 高校生ふるさと貢献・活性化事業
部活動及び生徒会、教職員有志が加古川河川敷の清掃活動
を行います。

12月14日 加古川河川敷 県立加古川西高等学校 無料
【県立加古川西高等学校】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~kakonishi-hs/

県立加古川西高等学校
079-424-2400

兵庫県 加古川市 ② 第５２回県農祭
定時制課程の生徒が工夫を凝らした作品や、日頃の学習（各
教科、総合的な学習の時間及び特別活動）の成果を披露した
り、子ども相手のアトラクションを用意したりする予定。

11月23日 兵庫県立農業高等学校 兵庫県立農業高等学校
農業高校（定）ＨＰ
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~kenno2-ahs/

兵庫県立農業高等学校
（定時制課程）
079-424-2996

全日制課程との共催で行う

兵庫県 加古川市 ① 第47回いなみの祭
県立いなみ野学園で開催される「いなみ野祭」で、動物の出張
ふれあい広場を開催する予定です。

11/17日～18日 兵庫県いなみ野学園 兵庫県いなみ野学園
兵庫県立農業高等学校
動物科学科
079-424-3341

兵庫県 加古川市 ② 第52回県農祭
実習授業で栽培・飼育、加工・製作した農産物等の販売のほ
か、学習成果の展示発表、体験コーナーなどを実施する予定で
す。

11月23日 兵庫県立農業高等学校 兵庫県立農業高等学校
【県立農業高等学校ＨＰ】
https://www.hyogo-c.ed.jp/~kenno-
ahs/news-h29.html

兵庫県立農業高等学校
総務部
079-424-3341

兵庫県 加古川市 ②③④ 東播工高祭
本校生徒の平素の学習活動の成果を地域等に広く発表する場
とします。

10月25日～26日 県立東播工業高等学校 県立東播工業高等学校 無料
【学校HP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~toban-
ths/

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6日 県立東播工業高等学校 県立東播工業高等学校 無料
【学校HP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~toban-
ths/

県立東播工業高等学校
079-432-6861

兵庫県 加古川市 ②③④ 加古川ツーデーマーチ
加古川ツーデーマーチの会場内で、本校の学習活動成果発
表、工作教室などを行います。

11月9日～10日 加古川市役所前広場
加古川ツーデーマーチ実行委員会
加古川青年会議所
日本ウオーキング協会

無料
【加古川ツーデーマーチ公式サイト】
http://kakogawa-2daymarch.jp/

県立東播工業高等学校
079-432-6861

兵庫県 加古川市 ② 表現会 普段の学習の成果を体育館の舞台で発表します。 11月2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

【加古川養護学校のHP】
http://www.city.kakogawa.lg.jp/gako
en/ryosocyugakkoku/kakogawa_yog
ogakko/

加古川市立加古川養護学校
079-428-2645

兵庫県 加古川市 ①④ 月見会
大型望遠鏡を使って月やその他の天体を観望します。当施設
の指導員がわかりやすく解説します。

11月2日 加古川市立少年自然の家 加古川市教育委員会 無料

【加古川市立少年自然の家のHP】
http://www.city.kakogawa.lg.jp/shis
eijoho/kakogawashinoshisetsu/kyoi
ku_bunkashisetsu/syounennsizennn
oie/index.html

加古川市立少年自然の家
079-432-5177

兵庫県 加古川市 ①③④ 無料散策日（秋の拡大イベント）
自然の家を一般開放します。野外イベントや青空の星見会、電
動糸のこ体験（材料費が必要）、本岡家住宅の見学ができま
す。

11月3日 加古川市立少年自然の家 加古川市教育委員会

【加古川市立少年自然の家のHP】
http://www.city.kakogawa.lg.jp/shis
eijoho/kakogawashinoshisetsu/kyoi
ku_bunkashisetsu/syounennsizennn
oie/index.html

加古川市立少年自然の家
079-432-5177

兵庫県 加古川市 ①③ 木工教室
一般市民を対象に、電動糸のこぎり等を使用して季節にちなん
だ組木や工作を行います。

11月20日 加古川市立少年自然の家 加古川市教育委員会

【加古川市立少年自然の家のHP】
http://www.city.kakogawa.lg.jp/shis
eijoho/kakogawashinoshisetsu/kyoi
ku_bunkashisetsu/syounennsizennn
oie/index.html

加古川市立少年自然の家
079-432-5177

兵庫県 加古川市 ①④ 宇宙講座 星や宇宙に関する学習会と観望会を行います。 11月30日 加古川市立少年自然の家 加古川市教育委員会

【加古川市立少年自然の家のHP】
http://www.city.kakogawa.lg.jp/shis
eijoho/kakogawashinoshisetsu/kyoi
ku_bunkashisetsu/syounennsizennn
oie/index.html

加古川市立少年自然の家
079-432-5177
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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23日・24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7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 こども園ウィーク 園での活動を地域や保護者に公開します。 10月23日～24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12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 音楽会 園児の音楽会を公開します。 12月7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19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23日～24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。

11月27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 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。

10月23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。

10月25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

6月～2月年間9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7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 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12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23日～24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30日，11月20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 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 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5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23日～24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24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 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25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 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14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7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12日 加西市立賀茂幼児園 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23日～24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 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9日 加西市立賀茂幼児園 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 ② 音楽会 園児達の音楽会を公開します。 12月7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 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いただきま
す。

10月23日～24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。 10月9日・11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 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。

10月16日・11月13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（4～5歳児）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9日 加西市立泉幼児園 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 給食参観・保育参観
1～2歳児の保護者の方に、園で遊んでいる姿をご覧いただい
たり、給食の試食をしながら一緒に食べていただきます。

11月20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。

10月・11月（日は未定） 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 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
【北条小学校の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23日 加西市立北条小学校 加西市立北条小学校 無料
【北条小学校の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
加西市教育委員会指定
学習指導研究発表会

研究主題をもとに学習指導についての研究発表を行います。 11月7日 加西市立北条東小学校 加西市立北条東小学校 無料
【北条東小学校のHP】
http://www.kasai.ed.jp/hojohigashi-
es/

加西市立北条東小学校
0790-42-5052

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 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
【北条東小学校の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。 11月23日 加西市立北条東小学校 加西市立北条東小学校 無料
【北条東小学校の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4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
【北条東小学校の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11日 加西市立富田小学校 加西市立富田小学校 無料
【富田小学校の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
【富田小学校の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16日，17日 加西市立賀茂小学校 加西市立賀茂小学校 無料
【加茂小学校の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。

10月16日 加西市立賀茂小学校 加西市立賀茂小学校 無料
【加茂小学校の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。 11月30日 加西市立賀茂小学校 加西市立賀茂小学校 無料
【加茂小学校の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17日，18日 加西市立下里小学校 加西市立下里小学校 無料
【下里小学校の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 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。

10月17日 加西市立下里小学校 加西市立下里小学校 無料
【下里小学校の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
【下里小学校の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20日 加西市立九会小学校 九会地区はつらつ委員会 無料
【九会小学校の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28日，29日 加西市立九会小学校 加西市立九会小学校 無料
【九会小学校の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 11月30日 加西市立九会小学校 加西市立九会小学校 無料
【九会小学校の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 ① 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
【富合小学校の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 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。 11月3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
【富合小学校の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17日～19日 加西市立日吉小学校 加西市立日吉小学校 無料
【日吉小学校の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 講演会 児童及び保護者・地域の方で講演を聞きます。 10月19日 加西市立日吉小学校 加西市立日吉小学校PTA 無料
【日吉小学校の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。 11月23日 加西市立日吉小学校 加西市立日吉小学校 無料
【日吉小学校の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17日～19日 加西市立宇仁小学校 加西市立宇仁小学校 無料
【宇仁小学校の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
加西市教育委員会指定
学習指導研究発表会

研究主題をもとに学習指導についての研究発表を行います。 11月7日 加西市立宇仁小学校 加西市立宇仁小学校 無料
【宇仁小学校の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 校内マラソン大会 全校生が長距離走に挑みます。 12月4日 加西市立宇仁小学校 加西市立宇仁小学校 無料
【宇仁小学校の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 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16日～18日 加西市立西在田小学校 加西市立西在田小学校 無料
【西在田小学校のHP】
http://www.kasai.ed.jp/nishiarita-

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18日 加西市立西在田小学校 加西市立西在田小学校 無料
【西在田小学校のHP】
http://www.kasai.ed.jp/nishiarita-

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9日 加西市立西在田小学校 加西市立西在田小学校 無料
【西在田小学校のHP】
http://www.kasai.ed.jp/nishiarita-

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。 11月30日 加西市立西在田小学校 加西市立西在田小学校 無料
【西在田小学校のHP】
http://www.kasai.ed.jp/nishiarita-

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16日～18日 加西市立泉小学校 加西市立泉小学校 無料
【泉小学校の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
【泉小学校の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
【泉小学校の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2日 加西市立北条中学校 加西市立北条中学校 無料
【北条中学校の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30日～11月1日 加西市立北条中学校 加西市立北条中学校 無料
【北条中学校の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2日 加西市立北条中学校　体育館 加西市立北条中学校 無料
【北条中学校の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13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
【善坊中学校の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。 10月31日～11月2日 加西市立善防中学校 加西市立善防中学校 無料
【善坊中学校の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2日 加西市立善防中学校 加西市立善防中学校 無料
【善坊中学校の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7日 加西市立善防中学校 加西市立善防中学校 無料
【善坊中学校の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 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1日，3日 加西市立加西中学校 加西市立加西中学校 無料
【加西中学校の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 31
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兵庫県 加西市 ①② 参観日・講演会 ＰＴＡ主催の講演会です。 10月4日 加西市立加西中学校 加西市立加西中学校PTA 無料
【加西中学校の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 道徳授業公開 道徳の授業公開を行います。 10月17日 加西市立加西中学校 加西市立加西中学校 無料
【加西中学校の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18日 加西市立加西中学校 加西市立加西中学校 無料
【加西中学校の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2日 加西市立加西中学校 加西市立加西中学校 無料
【加西中学校の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10日 加西市立加西中学校 加西市立加西中学校 無料
【加西中学校の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
【加西中学校の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
【泉中学校のHP】
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1日 加西市立泉中学校 加西市立泉中学校 無料
【泉中学校のHP】
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12日 加西市立泉中学校 加西市立泉中学校 無料
【泉中学校のHP】
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

11月15日 加西市立泉中学校 加西市立泉中学校 無料
【泉中学校のHP】
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 クリーンキャンペーン
北条高校生が日頃お世話になっている近隣地域で、保護者と
ともに清掃・奉仕活動を行うことにより、郷土を大切にする心を
育み、地域に愛される学校づくりを目指します。

11月8日
北条高校
加西市内公共施設等

北条高校 無料
【県立北条高等学校】
http://hojo.ed.jp/

北条高校
0790-48-2311

兵庫県 加西市 ②③ 芸術鑑賞会
芸術（演劇）鑑賞会を北条高校生のみならず、保護者や地域住
民に広く公開することで、伝統文化や芸術を理解し、慈しむ心
を涵養します。

11月19日 北条高校 北条高校 無料
【県立北条高等学校】
http://hojo.ed.jp/

北条高校
0790-48-2311

兵庫県 加西市 ② 播磨Agriスクール
生徒と共に楽しく農業実習を体験していただく行事を企画して
います。「畑の学校」　～サツマイモ・枝豆などの収穫と試食～

10月18日
本校
ライスセンター

県立播磨農業高等学校
【県立播磨農業高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~harima-
ahs/

0790-42-1050 500円

兵庫県 加西市 ② 播磨Agriスクール
実感！実りの秋
～秋野菜の管理と収穫～

10月23日
本校
野菜実習室

県立播磨農業高等学校
【県立播磨農業高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~harima-
ahs/

0790-42-1050 500円

兵庫県 加西市 ② 播磨Agriスクール
「手作りジャムを楽しもう」
～ブドウ・キウイフルーツでジャムづくり～

10月31日
本校 食物調理
実習室

県立播磨農業高等学校
【県立播磨農業高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~harima-
ahs/

0790-42-1050 500円

兵庫県 加西市 ② 播磨Agriスクール
生徒と共に楽しく農業実習を体験していただく行事を企画して
います。「草花の寄せ植えをしましょう！」

11月7日
農園管理棟
用土準備室

県立播磨農業高等学校
【県立播磨農業高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~harima-
ahs/

0790-42-1050 1500円

兵庫県 加西市 ② 播磨Agriスクール
生徒と共に楽しく農業実習を体験していただく行事を企画して
います。「乳加工の体験」

11月28日
本校
食品加工室

県立播磨農業高等学校
【県立播磨農業高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~harima-
ahs/

0790-42-1050 300円

兵庫県 加西市 ② 農高祭
生徒が普段学習している「農業」を、地域の皆さんに発表する
場になります。販売物、バザー、展示等いろんな催し物が開催
されます

11月23日 本校 県立播磨農業高等学校
【県立播磨農業高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~harima-
ahs/

0790-42-1050

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

研究主題をもとに学習指導についての研究発表を行います。 11月1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
【加西特別支援学校の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 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
【加西特別支援学校の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

12月13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
【加西特別支援学校の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
19（土）は、展示発表のほか、「子ども将棋大会」を開催。
20（日）は、芸能発表、料理バザー、作品バザー、子ども屋台な
どを開催。

10月19日～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 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19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
井上慶太九段による将棋特別講
座

加古川在住のプロ棋士井上慶太九段による将棋特別講座。 10月19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 旭堂南海氏　講談
善防公民館まつり記念講演。講談師：旭堂南海氏による講談。
「戦国おもしろばなし～秀吉・光秀智恵くらべ～」 10月19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 11月2日～4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

加西市南部公民館の公民館祭りは、「MKN紅白演芸合戦」と銘
打って、登録グループ学習発表会及び特別記念公演を開催す
る。特別記念公演は、歌手羽生知央氏による「一人紅白歌合
戦」のコンサートを開催。

10月26日，27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。記念講演は、
栗木剛氏「みんなで育む安らぐ未来～今つなげよう地域の力
～」。料理や農産物バザー、スポーツ吹矢体験や交流碁会も開

11月16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 ふれあい伝統芸能フェスティバル
播磨農高の郷土伝統文化継承クラブによる播州歌舞伎と、地
元伝統芸能団体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

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26日 加西市立図書館内 加西市立図書館 無料
【加西市立図書館のHP】
http://www.library.city.kasai.hyogo.j

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27日 加西市立図書館内 加西市立図書館 無料
【加西市立図書館のHP】
http://www.library.city.kasai.hyogo.j

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1日～30日 加西市立図書館内 加西市立図書館 無料
【加西市立図書館のHP】
http://www.library.city.kasai.hyogo.j

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。

12月1日 アスティアかさい　集会室 加西市立図書館 無料
【加西市立図書館のHP】
http://www.library.city.kasai.hyogo.j

加西市立図書館
0790-42-3725
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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
【加西市立図書館のHP】
http://www.library.city.kasai.hyogo.j

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
【加西市立図書館のHP】
http://www.library.city.kasai.hyogo.j

加西市立図書館
0790-42-3727

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コーナーやPTAによるゲームコー
ナーなどがあります。

11月16日 加東市立社小学校 加東市立社小学校 無料
【社小学校HP】
https://www.city.kato.lg.jp/section/
users/yashiroshogakko/

加東市立社小学校
0795-42-0004

兵庫県 加東市 ② 学校オープン（教育講演会）
学校、PTA、地域づくり協議会との共催で講演会を実施します。
元オリックスバッファローズ監督の森脇浩司氏を講師に迎え、
夢に向かう大切さ等について学びます。

11月1日 加東市立福田小学校 加東市立福田小学校 無料
【福田小学校HP】
https://www.city.kato.lg.jp/section/
users/fukudashogakko/

加東市立福田小学校
0795-42-1043

兵庫県 加東市 ② 学習発表会
学校での子どもたちの学びの成果を表現する場として学習発
表会を行います。

11月23日 加東市立福田小学校 加東市立福田小学校 無料
【福田小学校HP】
https://www.city.kato.lg.jp/section/
users/fukudashogakko/

加東市立福田小学校
0795-42-1043

兵庫県 加東市 ② 学習発表会 本年度学習してきたことを保護者や地域住民に発表します。 11月16日 加東市立米田小学校 加東市立　米田小学校 無料
【米田小学校HP】
https://www.city.kato.lg.jp/section/
users/yonedashogakko/

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 加東市立三草小学校 加東市立三草小学校 無料
【三草小学校HP】
https://www.city.kato.lg.jp/section/
users/mikusashogakko/

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
ふるさと学習として、児童・保護者・地域の人々が一緒になって
学習活動を行います。

11月3日 加東市立鴨川小学校 加東市立鴨川小学校 無料
【鴨川小学校HP】
https://www.city.kato.lg.jp/section/
users/kamogawashogakko/

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
全校児童が学年ごとに音楽発表を行います。仲間とともに心を
合わせて歌ったり合奏したりする楽しさや、音楽発表を通してや
り遂げた喜びをお届けします。

11月16日 加東市立滝野東小学校 加東市立滝野東小学校 無料
【滝野東小学校HP】
https://www.city.kato.lg.jp/section/
users/takinohigashishogakko/

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16日 加東市立滝野南小学校 加東市立滝野南小学校 無料
【滝野南小学校HP】
https://www.city.kato.lg.jp/section/
users/takinominamishogakko/

加東市立滝野南小学校
0795-48-2162

兵庫県 加東市 ②③ ふれあい音楽会
児童による音楽発表やＰＴＡのコーラス発表などを行います。ま
た、午後から芸術鑑賞を行います。

11月16日 加東市東条文化会館
加東市立
東条東小学校

無料
【東条東小学校HP】
https://www.city.kato.lg.jp/section/
users/tojohigashishogakko/

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
これまで学習してきたことを劇や音楽等を通して、発表します。
また、全校生で群読の発表もします。

11月16日
加東市立東条西
小学校

加東市立東条西小学校 無料
【東条西小学校HP】
https://www.city.kato.lg.jp/section/
users/tojonishishogakko/

加東市立東条西小学校
0795-46-0044

兵庫県 加東市 ②③
三世代交流弁論大会・合唱コン
クール

高齢者・PTA・生徒の三世代による弁論大会を行います。午後
は、合唱コンクールを開催します。

11月9日 加東市立社中学校 加東市立社中学校 無料
【社中学校HP】
https://www.city.kato.lg.jp/section/
users/yashirochugakko/

加東市立社中学校
0795-42-0152

兵庫県 加東市 ②③ 若鮎祭
滝野中学校の生徒（若鮎）たちが、主体的に創り上げる文化祭
です。毎年、多くの保護者や地域の方々にもご参加いただいて
います。

11月2日 加東市立滝野中学校 加東市立滝野中学校 無料
【滝野中学校HP】
https://www.city.kato.lg.jp/section/
users/takinochugakko/

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2日 加東市東条文化会館 加東市立東条中学校 無料
【東条中学校HP】
https://www.city.kato.lg.jp/section/
users/tojochugakko/

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 学習参観、親子ふれい活動等を行います。 11月23日
加東市立東条中学校
加東市東条文化会館

加東市立東条中学校 無料
【東条中学校HP】
https://www.city.kato.lg.jp/section/
users/tojochugakko/

加東市立東条中学校
0795-47-0024

兵庫県 加東市 ② オープンスクール
中学生、保護者、地域住民の方に授業をはじめとする教育活
動を公開します。 10月28日～11月１日 県立社高等学校 県立社高等学校 無料

教務部長
0795-42-2055

兵庫県 加東市 ② トライやる・ウィーク
加東市の中学生が本校において体験活動を行います。

10月7～11日 県立社高等学校 加東市 無料
教頭
0795-42-2055

兵庫県 加東市 ② 福祉施設の秋祭り
本校家庭クラブおよびJRC部の生徒が秋祭り運営補助のボラ
ンティア活動を行います。

11月17日 加東市立東条公民館
生活科学科長
0795-42-2055

兵庫県 加東市 ①②③
教材文化資料館令和元年度後期
展「スクールヘルス（ここから育む
みんなの健康）」(仮)

現代の子どもが抱える多様で複雑な心身の健康課題に焦点を
あて、養護教諭を中心に教職員や専門機関がチームとして課
題解決に取組む重要性を提示します。学校保健の歴史を概観
し、動画視聴や体験コーナーも設けます。

10月1日～令和2年2月28
日

兵庫教育大学
教材文化資料館

兵庫教育大学 無料
https://www.hyogo-
u.ac.jp/museum/

教材文化資料館
TEL：0795-44-2362

兵庫県 加東市 ② 友嬉祭

学習活動を発表する場として友嬉祭を実施します。舞台発表と
して，人権作文発表会，合唱コンクール，総合学習発表，科学
部発表，吹奏楽部演奏を行い，展示発表として，キャリア総合
選択授業のポスター，メディア制作部・家庭科同好会・PTAの作

10月26日 兵庫教育大学附属中学校 兵庫教育大学附属中学校 無料 https://www.hyogo-u.ac.jp/middle/
兵庫教育大学附属中学校
TEL：0795-40-2222

兵庫県 加東市 ② 令和元年度教育研究発表会
「教科の本質的なねらいとのバランスがとれたクロス・カリキュ
ラムの研究」を研究テーマに，その研究成果を発表します。公
開授業，分科会・教科会，講演会を行います。

11月1日 兵庫教育大学附属中学校 兵庫教育大学附属中学校 https://www.hyogo-u.ac.jp/middle/
兵庫教育大学
附属中学校
TEL：0795-40-2222

料金未定

兵庫県 加東市 ③
第38回兵庫教育大学大学祭「嬉
望祭」

クラブ活動発表，模擬店出店，地域の子ども向け企画など。 11月9日～10日 兵庫教育大学加東キャンパス
兵庫教育大学
嬉望祭実行委員会

無料
https://www.hyogo-
u.ac.jp/campuslife/event.php

学生支援課
学生支援チーム
TEL：0795-44-2052
FAX：0795-44-2049
office-gakusei-t@ml.hyogo-u.ac.jp

模擬店等では個別料金が必
要。

兵庫県 加東市 ①②③ ライブラリーフェスタ2019
不用図書を無償で提供するブックリサイクルなどの市民向けイ
ベントを開催する予定です。

11月9日 兵庫教育大学附属図書館 兵庫教育大学 無料 https://opac.hyogo-u.ac.jp/drupal/
研究推進課図書館チーム
0795-44-2062

兵庫県 神河町 ② おちの子発表会
今年度オープンスクール４日目に、学習発表会として、日々取
り組んできた学習成果を発表します。

11月30日 越知谷アクティブセンター 神河町立越知谷小学校 無料
【越知谷小学校のＨＰ】
http://can.town.kamikawa.hyogo.jp/
ochidani-es/

神河町立越知谷小学校
0790-33-0300

兵庫県 神河町 ② 前期オープンスクール
学校を開放することにより、保護者・地域住民に学校の教育内
容について理解していただく。

6月9 日～11日 神河町立神崎小学校 神河町立神崎小学校 無料
【神崎小学校のＨＰ】
http://can.town.kamikawa.hyogo.jp/
kanzaki-es/

神河町立神崎小学校
0790－32－0025

兵庫県 神河町 ② 夏季作品展
夏休みの作品を展示し、お互いの作品を鑑賞するだけでなく、
保護者や地域の方にも公開する。

9月3日～5日 神河町立神崎小学校 神河町立神崎小学校 無料
【神崎小学校のＨＰ】
http://can.town.kamikawa.hyogo.jp/
kanzaki-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 33



2700

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

第61回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県 神河町 ② 学習発表会
音楽や国語の授業で培った表現力を歌・合奏・群読などで発表
し、保護者や地域の方にもご覧いただく。

11月16日 神河町立神崎小学校 神河町立神崎小学校 無料
【神崎小学校のＨＰ】
http://can.town.kamikawa.hyogo.jp/
kanzaki-es/

神河町立神崎小学校
0790－32－0025

兵庫県 神河町 ② 書き初め展
新年の思いを込めた書道作品（全校生分）を体育館に集めて
掲示し、鑑賞し合機会。保護者・地域の方にもご覧いただく。

1月9日～13日 神河町立神崎小学校 神河町立神崎小学校 無料
【神崎小学校のＨＰ】
http://can.town.kamikawa.hyogo.jp/
kanzaki-es/

神河町立神崎小学校
0790－32－0025

兵庫県 神河町 ③ かるた大会
低・中・高学年に分かれ、学年に応じたかるたや百人一首遊び
を通して、日本古来からの伝統文化に親しむ。

1月9日 神河町立神崎小学校 神河町立神崎小学校 無料
【神崎小学校のＨＰ】
http://can.town.kamikawa.hyogo.jp/
kanzaki-es/

神河町立神崎小学校
0790－32－0025

兵庫県 神河町 ②
子ども伝統文化わくわく体験教室
（県補助事業）　「狂言体験」

県公益社団法人能楽協会の指導により、6年生児童が狂言を
鑑賞・体験する。

11月5日 神河町立寺前小学校 神河町立寺前小学校 無料
【寺前小学校のＨＰ】
http://can.town.kamikawa.hyogo.jp/
teramae-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23日 神河町立寺前小学校 神河町立寺前小学校 無料
【寺前小学校のＨＰ】
http://can.town.kamikawa.hyogo.jp/
teramae-es/

神河町立寺前小学校
0790-34-0024

兵庫県 神河町 ② オープン・スクール 学校の通常の教育活動を保護者・地域の方に広く公開します。 11月１４日～1６日 神河町立長谷小学校 神河町立長谷小学校 無料
【長谷小学校の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 学習発表会 日頃の学習の成果を保護者・地域の方に発表します。 11月16日 神河町立長谷小学校体育館 神河町立長谷小学校 無料
【長谷小学校の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22日 福崎町立高岡小学校体育館 神河町立長谷・福崎町立高岡小学校 無料
【長谷小学校の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 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22日～28日 市川町文化センター 神崎郡特別支援担当者会 無料
【長谷小学校の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14日 神河町立神河中学校体育館 神河中学校 無料
【神河中学校のＨＰ】
http://can.town.kamikawa.hyogo.jp/
kamikawa-jhs/

神河町立神河中学校
0790-34-0030

兵庫県 神河町 ② 中高連携文化講演会
本校体育館に講師をお招きし、本校生全員、地元中学３年生、
そして地域の方々にもお声かけし、講演会を開催します。

10月（日未定） 神崎高校体育館 県立神崎高等学校 無料
【県立神崎高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~kanzaki-hs/

0790-32-0209

兵庫県 上郡町 ①③
お楽しみ交流会（ポケット人形劇
鑑賞）

保育参観・人形劇鑑賞のみ参加自由　（その後の給食試食会
は園のみの行事となります）

11月5日 上郡町立上郡幼稚園 上郡町立上郡幼稚園 無料
上郡町立上郡幼稚園
0791-52-0499

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16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
0791-52-0073

兵庫県 上郡町 ②③ 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

兵庫県 上郡町 ①② 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。

10月24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/takatasy

上郡町立高田小学校
0791-52-1068

兵庫県 上郡町 ① 教育講演会 未定 10月24日 上郡町立高田小学校 上郡町立高田小学校ＰＴＡ 無料
【高田小のHP】
http://www.kamigori.ed.jp/takatasy

上郡町立高田小学校
0791-52-1068

兵庫県 上郡町 ②③ 学習発表会 児童の学習の成果を発表します。 11月16日 上郡町立高田小学校 上郡町立高田小学校 無料
【高田小のHP】
http://www.kamigori.ed.jp/takatasy

上郡町立高田小学校
0791-52-1068

兵庫県 上郡町 ①② 白旗城まつり

赤松地区ゆかりの武将「赤松円心」の「白旗城跡」を顕彰するイ
ベントです。上郡高校は社会人基礎Ⅲの時間に作成した甲冑
を生徒会役員が着て武者行列に参加します。また、和太鼓部
の演奏、農産物販売を行います。

11月23日 赤松自治会健康広場 赤松地区むらづくり推進委員会
①赤松公民館
②古正好晴
③0791-52-4605

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26日～11月3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
【上郡町のHP】
http://www.town.kamigori.hyogo.jp

上郡町生涯学習支援ｾﾝﾀｰ
0791-52-1125

作品出品は10月19、20日に会
場へ直接搬入

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2日～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
【上郡町の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2日～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
【上郡町の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2日～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

【上郡町の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
【上郡町の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　短歌大会
町民等から出品された作品を鑑賞するとともに講師による講評
を行います。

11月16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
【上郡町のHP】
http://www.town.kamigori.hyogo.jp

上郡町生涯学習支援ｾﾝﾀｰ
0791-52-1125

作品出品は10月6日まで

兵庫県 上郡町 ③ 上郡町文化祭　俳句大会
町民等から出品された作品を鑑賞するとともに講師による講評
を行います。

11月16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
【上郡町のHP】
http://www.town.kamigori.hyogo.jp

上郡町生涯学習支援ｾﾝﾀｰ
0791-52-1125

作品出品は10月6日まで

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17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
【上郡町の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 ①② 上郡町商工まつり

ステージ部門・模擬店等によるまちづくりをテーマにしたイベン
トです。上郡高校は、社会人基礎Ⅲの時間で行う、まちの活性
化プロジェクト案や商品開発の発表および和太鼓部・吹奏楽部
の演奏、農産物販売を行います。

11月10日 上郡町役場駐車場 上郡町商工会
【上郡町商工会ＨＰ】
http://kamigori.or.jp/

①上郡町商工会
②川畑
③0791-52-3710

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24日～25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 0796-97-2039
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17～18日 香美町立奥佐津幼稚園 香美町立奥佐津幼稚園 無料 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18日,
11月22日

香美町立奥佐津幼稚園 香美町立奥佐津幼稚園 無料 0796-38-0492

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
児とふれあいを楽しみます。

10月30日 香美町立余部幼稚園 香美町立余部幼稚園 無料 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 11月12日 余部地区公民館 香美町立余部幼稚園 無料 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11日 余部地区公民館 香美町立余部幼稚園 無料 0796-34-0258

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 34
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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30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
0796-94-0011(小)
0796-94-0241(幼)

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11日 香美町立うづか幼稚園 香美町立うづか幼稚園 無料 0796-96-0968

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。
11月14日 香美町立射添幼稚園 香美町立射添幼稚園 無料 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 12月13日 香美町立射添幼稚園 香美町立射添幼稚園 無料 0796-95-0648
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15日 香美町立香住幼稚園 香美町立香住幼稚園 無料 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。
地域の方等にも公開します。

11月22日 香美町立香住幼稚園 香美町立香住幼稚園 無料 0796-36-0416

兵庫県 香美町 ② 人形劇「劇団ぴよっこ」
劇団ぴよっこの方が手作りで人形を作っています。
人形劇を観て楽しんだり、人形や劇団の方とふれ合ったりしま

11月29日 香美町立香住幼稚園 香美町立香住幼稚園 無料 0796-36-0416

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。高校生さんに
手作りクッキーをいただきふれ合いを楽しみます。

12月12日 香美町立香住幼稚園 香美町立香住幼稚園 無料 0796-36-0416

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17～18日 香美町立奥佐津小学校 香美町立奥佐津小学校 無料 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
0796-38-0220(小)
0796-38-0492(幼)

兵庫県 香美町 ② オープンスクール
授業・保育・持久走大会（小学校のみ）等、児童・園児の活動を
保護者・地域の方に公開します。

10月25日（小学校のみ）
10月30日～11月1日

香美町立佐津幼稚園
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 0796-38-0014

兵庫県 香美町 ②
柴山っ子学習発表会
オープンスクール

園児、児童が歌や劇などを保護者や地域の方の前で発表しま
す。

10月25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
0796-37-0351(小)
0796-37-0554(幼)

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1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
0796-37-0351(小)
0796-37-0554(幼)

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のHP】
http://kasumi-es.kami-hyogo.ed.jp/

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。

10月31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のHP】
http://kasumi-es.kami-hyogo.ed.jp/

0796-36-0002
予備日
11/1

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15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のHP】
http://kasumi-es.kami-hyogo.ed.jp/

0796-36-0002

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、
米でおはぎをつくり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 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27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 0796-36-3005

兵庫県 香美町 ② 参観日･教育講演会
学校・園の授業や教育活動の様子を公開し、併せて教育講演
会を実施します。

11月22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 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。27
日は学習発表会、10月31日は持久走大会を行います。30日31
日に給食試食会を行います。

10月27日～11月1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
0796-34-0005(小)
0796-34-0258(幼)

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27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
0796-94-0011(小)
0796-94-0241(幼)

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10日～11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 0796-96-0969

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、金管演奏等を公開します。また、ＰＴ
Ａ研修会（親子学習会）を実施します。

11月14日 香美町立射添小学校 香美町立射添小学校 無料 0796-95-0004

兵庫県 香美町 ② オープンスクール
授業公開・サイバー犯罪学習会・給食試食会・校内マラソン大
会を行います。

10月30日～11月1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のHP】
http://ojiro-es.kami-hyogo.ed.jp/

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9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 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10日 香住区中央公民館 香美町立香住第一中学校 無料 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。
7日，8日は午後文化祭活動，9日は午後前日準備です。

11月7日～10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 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2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 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7～8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 0796-38-0023

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。
（10/3は校内マラソン記録会・11/2は文化祭です。）

10月2～3日
11月1～2日

香美町立村岡中学校 香美町立村岡中学校 無料 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、演劇やステージ発表等を公開します。

11月1～3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のHP】
http://ojiro-jhs.kami-hyogo.ed.jp/

0796-97-2040

兵庫県 香美町 ② 村高フォーラム

学校・地域の活性化に向けて、総合的な学習の時間で取り組
んでいる「村高発　地域元気化プロジェクト」と地域アウトドアス
ポーツ類型の学習発表を行う。地域と学校の活性化について
の講演会を行い、その後、地域と学校の代表者によるパネル
ディスカッションを行います。

10月27日 兵庫県立村岡高等学校体育館 兵庫県立村岡高等学校 無料
村岡高等学校　ホームページ
www.hyogo-c.ed.jp/^muraoka-hs/

兵庫県立村岡高等学校
0796-94-0201

兵庫県 香美町 ② あいさつ運動
香美町教育委員会・小学校・中学校・本校PTAと連携して学校
付近の道路（あいさつロード）であいさつ運動を展開します。

11月5日
香美町立村岡中学校から
兵庫県立村岡高等学校前

香美町教育委員会
兵庫県立村岡高等学校

無料
村岡高等学校　ホームページ
www.hyogo-c.ed.jp/^muraoka-hs/

兵庫県立村岡高等学校
0796-94-0201

兵庫県 香美町 ② 学習発表会
みかた校全校生による合唱や各学部の児童生徒による日ごろ
の学習成果の発表を行います。

11月13日 香美町立射添体育館 兵庫県立出石特別支援学校みかた校 無料
兵庫県立出石
特別支援学校みかた校
0796-95-1225

兵庫県 香美町 ① 球技大会 球技大会として、今年初めてのグラウンド・ゴルフ大会を行いま 10月22日 奥佐津小学校運動場 奥佐津地区公民館 無料 0769-38-0832

兵庫県 香美町 ① 地区文化祭＆交流ひろばまつり
講座（生花・パッチワーク・陶芸）や地区民の作品展、バザー等
を行います。

11月10日 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15日 奥佐津地区公民館
青少年育成推進会議
奥佐津PTA

無料 0796-38-0832

兵庫県 香美町 ② 地区文化祭
地区民による手芸、書、陶芸等の作品展示及び、即売会、バ
ザー等を行います。

10月27日 佐津地区公民館 佐津地区公民館 0796-38-0845

兵庫県 香美町 ② 地区文化祭
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26日 柴山地区公民館 柴山地区公民館 0796-37-0821

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 香美町 ③ 地区文化祭
午後から各地区のステージ発表、地区民や講座生の作品展示
を行います。

10月27日 香美町立余部小学校 余部地区公民館 無料 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27日～11月2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 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2日～4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 0796-97-3966

兵庫県 香美町 ② 花いっぱい運動
生徒会役員、保健委員がPTA役員とともにプランターに花を植
え、町内の保育園、幼稚園、小学校に贈ります。

11月6日 県立香住高校 県立香住高校 無料
【県立香住高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~kasumi-
hs/

0796-36-1181

兵庫県 川西市 ② 音楽会 各学年が、工夫を凝らして合唱や合奏を発表します。
11月22、23日
（保護者向け）

川西市立陽明小学校 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 里山体験学習
里山の自然環境を肌で感じ、春に訪れた時との違いや里山で
暮らす人々との触れ合いをします。

11月8日 黒川公民館 川西市立東谷小学校 無料
川西市立東谷小学校
072-794-0034

兵庫県 川西市 ③ 校内作品展 児童の絵画や造形（立体）作品を展示します。 12月2日～7日 川西市立東谷小学校 川西市立東谷小学校 無料
川西市立東谷小学校
072-794-0034

兵庫県 川西市 ② 作品展 児童が作成した平面作品、立体作品などを展示します。 12月2～8日
川西市立多田小学
校体育館

川西市立多田小学校
無料

川西市立多田小学校
072-793-0018

兵庫県 川西市 ② 校内音楽会
子どもたちが、日頃の音楽学習の成果を発揮し、体育館いっぱ
いに各学年の素晴らしい演奏を響かせます。

＜児童向け＞11月22日
＜保護者向け＞11月23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

一般参加できるのは
＜保護者向け＞のみとなりま
す。

兵庫県 川西市 ② 音楽会 学年ごとに音楽劇や合唱・合奏を発表します。 11月23日 川西市立川西小学校体育館 川西市立川西小学校 無料
【川西小学校の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 授業参観
参観日に公開授業を行います。授業参観後懇談会を行い、子
どもたちの学校での様子と家庭での様子の情報交換を行い、
今後の取り組みの共通理解を図ります。

10月28日 川西市立久代小学校 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 連合音楽会
市内の小学4年生が一堂に集まり、それぞれが発表・参観しあ
い、学習を深めます。

10月24日 キセラホール 川西市教育委員会 無料
川西市立久代小学校
072-759-3132

兵庫県 川西市 ② 音楽会

1年生から6年生までの児童が学習の取り組みの成果を発表・
参観し合い、今後の学習に生かします。さらに保護者、地域の
人たちを対象に発表会を行い、子供たちの成長の姿を見てもら
うとともに、学校が目指すところを共有する場とします。

11月23日 川西市立久代小学校 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 ➁ 音楽会
子どもたちは、クラスや学年の仲間とともに一生懸命に合唱や
合奏の練習に取り組んでいます。音楽会では、みんなの心を一
つにして、表現することの楽しさを歌声や演奏で披露します。

11月23日 川西市立加茂小学校体育館 川西市立加茂小学校 無料
川西市立加茂小学校
072-759-1325

兵庫県 川西市 ② 人権参観日 人権教育・道徳教育の公開授業参観を行います。 10月16日 川西市立牧の台小学校 川西市立牧の台小学校 無料
川西市立牧の台小学校
072-794-2537

兵庫県 川西市 ② 牧小まつり
２～６年生が地域の幼稚園・保育所、１～６年生、保護者、地域
の方に向けて、自分たちで創意工夫したお店を出し、楽しんで
もらいます。

10月30日 川西市立牧の台小学校 川西市立牧の台小学校 無料
川西市立牧の台小学校
072-794-2537

兵庫県 川西市 ② 音楽鑑賞会
本校児童及び保護者、地域の幼稚園・保育所、地域の方を対
象にした音楽鑑賞会を実施します。

11月14日 川西市立牧の台小学校 川西市立牧の台小学校 無料
川西市立牧の台小学校
072-794-2537

兵庫県 川西市 ② 牧の台小学校造形展
１～６年生が図工で制作した作品を展示し、本校児童・保護
者、地域の幼稚園・保育所、地域の方を対象に展覧会を催しま

12月2～6日 川西市立牧の台小学校 川西市立牧の台小学校 無料
川西市立牧の台小学校
072-794-2537

兵庫県 川西市 ② 学習発表会 全学年の合唱コンクール、吹奏楽部演奏を発表します。 10月30日 キセラホール 川西市立川西中学校 無料
川西市立川西中学校
072-759-2473

兵庫県 川西市 ② 高校生ふるさと貢献活動　地域清 学校周辺の公園等を生徒・職員で清掃します。 11月1日 学校近隣の児童公園・通学路 県立川西緑台高等学校 無料 072-793-0361

兵庫県 川西市 ② 公開授業
「授業力向上プラン」の一環として研究授業を行い、指導方法
の工夫・改善を図ります。

11月15日 川西明峰高等学校 同左 無料
教頭（赤松又は正井）
072-757-8826(代)

兵庫県 川西市 ①② 地域オープン講座（ユニット講座）
地域の方に本校の授業に参加していただき、単位認定を行い
ます。講座内容は、コンピュータを活用した情報処理（コン
ピュータデザインなど）です。

毎週木曜日 川西明峰高等学校 同左
教頭（赤松又は正井）
072-757-8827(代)

兵庫県 川西市 ①② 明峰高校英語教室
地域における国際交流活動の一環として、本校配置のALTが、
保護者と地域住民を対象に、英会話を中心とした英語を教えま

原則として水曜日、毎月2
回

川西明峰高等学校 同左 無料
教頭（赤松又は正井）
072-757-8828(代)

兵庫県 川西市
①②
③④

総合的な学習の時間
「明峰の学び」

外部講師（地域の各専門職従事者）による学ぶ力、生きる力を
育む講座を展開し、勤労、福祉、人権、国際理解など１～２年
生全員が２５講座に分かれて学習します。

11月8日,15日,22日,29日 川西明峰高等学校 同左 無料
教頭（赤松又は正井）
072-757-8829(代)

兵庫県 川西市 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2日～8日 市内各事業所 川西市立川西養護学校 無料
【川西市のHP】
http://www.kawanishi-
hyg.ed.jp/yohgoo/

市立川西養護学校
072-799-1456

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。

11月30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

【文化財資料館のHP】
http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/
shiseijoho/shokai/kankouannai/100
3058/kankou_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 川西市郷土館まつり
大学生によるアカペラや落語、ハンマーダルシマーとハープの
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9日 川西市郷土館 川西市郷土館 無料
【川西市郷土館のHP】
http://www.kawanishi-
hyg.ed.jp/kyodokan/

川西市郷土館
072-794-3354

兵庫県 川西市 ①③
水越保治能面展
「能面の魅力」～こころを観る か
たちを写す～

長霊癋見(ちょうれいべしみ)や生成（なまなり）、曲見（しゃくみ）
など日本の伝統芸能「能」に使用される面を約15点展示しま
す。

10月1日～12月8日
（休館日を除く）

川西市郷土館 川西市郷土館
【川西市郷土館のHP】
http://www.kawanishi-
hyg.ed.jp/kyodokan/

川西市郷土館
072-794-3354

兵庫県 川西市 ①③ 伝統芸能「能」と「能面」で遊ぼう
「謡」や「能」の体験と仕舞鑑賞、能面についての話などで日本
の伝統芸能を楽しむイベントです。

11月23日 川西市郷土館 川西市郷土館
【川西市郷土館のHP】
http://www.kawanishi-
hyg.ed.jp/kyodokan/

川西市郷土館
072-794-3354

兵庫県 川西市 ①③
川西市文化財資料館テーマ展示
「弥生高地性集落“鼓ヶ滝遺跡”
を探る」

弥生時代の高地性集落と考えられる鼓ヶ滝遺跡の土器や勾玉
を展示します。

9月11日～11月10日
（休館日を除く）

川西市文化財資料館 川西市文化財資料館 無料

【文化財資料館のHP】
http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/
shiseijoho/shokai/kankouannai/100
3058/kankou_bu.html

川西市文化財資料館
072-757-8624

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11日～24日
11月25日～29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
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兵庫県 川西市 ① かわにし子育てフェスティバル
未就学児と保護者を対象に遊びや舞台、子育て相談等を行い
ます。

11月10日
川西市アステ市民プラザアステ
ホール

川西市こども・若者ステーション 無料
川西市こども・若者ステーション
072-740-1248

兵庫県 川西市 ③ 大和文化祭
大和自治会主催の文化祭。大和自治会で活動されている方々
及び地域の小中高が連携し、文化祭を実施します。

11月2～3日 川西市立牧の台小学校 大和自治会 無料
大和自治会
072-974-0906

兵庫県 川西市 ① みんなの体育祭
一般市民の障がい理解を促進するとともにいい期の障がい者
の交流を図ります。

10月26日 川西市総合体育館 市障害者団体連合会 無料
市障害者団体連合会
072-759-5200

兵庫県 川西市 ①③ 天皇の書～宸翰～（仮） 大阪青山学園所蔵の天皇の書を展示します 11月1日～30日 大阪青山歴史文学博物館
大阪青山大学・大阪青山大学短期大学
部

大阪青山歴史文学博物館HP
https://www.osaka-
aoyama.ac.jp/facility/museum/

大阪青山歴史文学博物館
072-790-3535

休館日等はHP等で確認してくだ
さい。

兵庫県 川西市 ①③

大阪青山大学・大阪青山大学短
期大学部
公開講座「天皇の書～宸翰～
（仮）」

「天皇の書～宸翰～（仮）」　主任学芸員による展示解説と見学 11月14日 大阪青山歴史文学博物館
大阪青山大学・大阪青山大学短期大学
部

https://www.osaka-aoyama.ac.jp/

大阪青山大学
大阪青山大学短期大学部
学生支援センター・地域連携課
072-724-1836

兵庫県 川西市 ①
東洋食品工業短期大学
第15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、食のはてしない多様性を
テーマに、第1部では、「冷凍食品とは何か、その知られざる魅
力」について。第2部では、「宇宙食の歴史と現状ならびに災害
時の食への活用」についてそれぞれ専門家が講演を行いま

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 https://www.toshoku.ac.jp/ 事務室

兵庫県 神戸市 ③ うはら音楽祭 本校吹奏楽部、弦楽部が演奏を行います 10月27日 うはらホール 東灘区 無料
【県立御影高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~mikage-
hs/

県立御影高等学校

兵庫県 神戸市 ③ 成徳祭り 本校応援部が演技を行います 11月3日 成徳小学校
成徳ふれあ
いのまちづ
くり協議会

無料
【県立御影高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~mikage-
hs/

県立御影高等学校

兵庫県 神戸市 ③ 区民文化祭 本校応援部が演技を行います 11月10日 うはらホール
東灘区民文
化祭実行委
員会

無料
【県立御影高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~mikage-
hs/

県立御影高等学校

兵庫県 神戸市 ② 学校説明会 今年度最後の説明会となります 11月9日 御影高校 御影高校 無料
【県立御影高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~mikage-
hs/

県立御影高等学校

兵庫県 神戸市 ② 公開授業週間
保護者や地域の方に本校の授業を自由に見学していただきま
す。

11月5日～8日 県立東灘高校 無料
【兵庫県立東灘高等学校ＨＰ】
https://www2.hyogo-
c.ed.jp/~higashinada-hs/weblog2/

県立東灘高等学校
078-452-9600

兵庫県 神戸市 ② 開設50周年　東部市場フェスタ 本校の吹奏楽部・空手部・ボランティア部が参加する。 11月23日 神戸市東部中央卸売市場 神戸市東部中央卸売市場協会 無料
東部市場管理事務所
定森・阪裏
078-413-7077

兵庫県 神戸市 ② 学校説明会･創造科学科説明会
本校の教育活動の特色について保護者や中学生を対象に説
明

11月9日
兵庫県立兵庫
高等学校

兵庫県立兵
庫高等学校

無料
【県立兵庫高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~hyogo-
hs/

078-691-1135

兵庫県 神戸市 ② 学校説明会
中学生・保護者と中学校教員を対象に、夢野台高校の学校説
明会を実施します。

11月9日 県立夢野台高等学校 県立夢野台高等学校 無料
【夢野台高校HP】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~yumenodai-hs/

県立夢野台高等学校
078-691-1546

兵庫県 神戸市 ③
日独親善ベルリンカニジウス校
オーケストラ演奏会

○　ベルリンカニジウス校によるオーケストラ演奏
○　中高生との合同演奏、参加者全員での合唱

10月12日
14:00開演

県立神戸鈴蘭台高等学校　体育
館

兵庫県世界青年友の会 無料
【兵庫県世界青年友の会】
https://hyogo-world-youth.org/

兵庫県世界青年友の会
office@hyogo-world-youth.org

問い合わせはメール対応

兵庫県 神戸市 ② 学校説明会 中学生やその保護者を対象に、学校の説明を行う。 11月9日 県立神戸甲北高等学校 県立神戸甲北高等学校 無料
県立神戸甲北高等学校
078-593-7291

兵庫県 神戸市 ② 特色類型説明会 本校の「人文・数理探究類型」の説明会を行います。 11月16日 県立長田高校 県立長田高校 無料 078-621-4101
兵庫県 神戸市 ③ 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 県立長田高校 県立長田高校 無料 078-621-4101

兵庫県 神戸市 ②③ SERYO ART FESTA
本校文化部が、ステージ部門、展示部門に分かれて、日頃の
活動の成果を発表します。PTAコーラスも参加し、地域の方々
に公開します。

11月5～17日 星陵高校 星陵高校 無料
県立星陵高等学校
http://www.hyogo-c.ed.jp/~seiryo-
hs/

総務部 詳細は未定です。

兵庫県 神戸市 ② 生命科学類型説明会
本校の生命科学類型の入試説明会を実施します。学校説明、
生命科学類型の説明の後、数学・理科の授業を体験していた
だきます。

10月12日 星陵高校 星陵高校 無料
県立星陵高等学校
http://www.hyogo-c.ed.jp/~seiryo-
hs/

探究科学推進部

兵庫県 神戸市 ② ラグビーカーニバル

地域を中心にジュニアラグビークラブやスクール、中学生ラグ
ビースクールが一堂に集い、交流戦を実施します。星陵高校
OBによる技術指導や保護者による模擬店も行い、技術の向上
や親睦を深めます。

10月14日 星陵高校 星陵高校 無料
県立星陵高等学校
http://www.hyogo-c.ed.jp/~seiryo-
hs/

ラグビー部顧問

兵庫県 神戸市 ② 公開授業
本校の保護者、中学生の保護者、地域住民、学校関係者に授
業を公開します。

11月1日 県立舞子高校 県立舞子高校 無料
【県立舞子高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~maiko-
hs/

県立舞子高校

兵庫県 神戸市 ② 学校説明会 教育課程等説明・授業見学・部活動体験 11月4日 兵庫県立北須磨高等学校 兵庫県立北須磨高等学校 無料
【兵庫県立北須磨高等学校のHP】
https://dmzcms.hyogo-
c.ed.jp/kitasuma-hs/

兵庫県立北須磨高等学校
078-792-7661

兵庫県 神戸市 ② 花いっぱい運動 生徒が中心となって校門付近の花壇に花の植え付けをします。 10月中旬 兵庫県立須磨東高等学校 兵庫県立須磨東高等学校 無料
【県立須磨東高等学校ＨＰ】
http://dmzcms.hyogo-
c.ed.jp/sumahigashi-hs/htdocs/

兵庫県立須磨東高等学校

兵庫県 神戸市 ② ひょうご産業教育フェア
職業学科の学びを県民や小中学生、その保護者に発信すると
ともに.、地域産業を広く高校生に紹介します。本校も「木製パ
ズルで遊ぼう」などのイベントを行います。

11月2日
神戸ハーバーランド スペースシ
アター・umieセンターストリート

兵庫県教育委員会 兵庫県教育委員会

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、ステージ発表等を行い
ます。

11月8日・9日 本校 兵庫県立兵庫工業高等学校
【兵庫工業高等学校のHP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~hyogo-
ths/

兵庫県立兵庫工業高等学校 一般公開は11月9日のみ

兵庫県 神戸市 ② 文化祭
長田商業高校（定時制）、青雲高校（通信制）合同の文化祭を
「せいうん長商ふれあい祭」として毎年実施しています。

11月3日 長田商業高校・青雲高校 長田商業高校・青雲高校 無料
【県立長田商業高等学校ＨＰ】
https://www.hyogo-
c.ed.jp/~nagata-chs/

長田商業高校
　078-631-0616

兵庫県 神戸市 ③ せいうん長商ふれあい祭
地域住民との交流を深める文化祭です。部活動の発表やクラ
スの模擬店をメインとし、同窓会や近隣の福祉施設・高等学校
等も参加します。

11月3日 長田校舎ピロティ
県立青雲高等学校・県立長田商業高等
学校

無料
【県立星雲高等学校】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~seiun-
hs/index.html

県立青雲高等学校
078-641-4200
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兵庫県 神戸市 ② 日曜スクーリング授業参観
保護者、地域住民を対象に、スクーリングの状況を参観してい
ただくとともに、本校教育活動についてご理解をお願いする行
事です。

11月10日 長田校舎 県立青雲高等学校 無料
【県立星雲高等学校】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~seiun-
hs/index.html

県立青雲高等学校
078-641-4200

兵庫県 神戸市 ② ひょうご産業教育フェア
生徒作品展示、工作教室などで工業を通して地域交流を図り
ます。

11月2日
神戸ハーバーランド・スペースシ
アター

兵庫県高等学校教育研究会工業部会 無料
【ひょうご産業教育フェアＨＰ】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~kogyo/fair.html

兵庫県高等学校
教育研究会工業部会

兵庫県 神戸市 ②③ 県総合文化祭合同発表会
県総合文化祭の合同発表会に「ギター部」「イラスト部」「家庭部
（ファッション・ショー、作品展示、小物販売等）」が参加します

11月16日 神戸ハーバーランド 総合文化祭実行委員会 無料
西脇高校
0795-22-3566

兵庫県 神戸市 ② ひょうご産業教育フェア
兵庫県の農水産高校12校が、展示や体験を通して学習成果を
発表します。実習で生産した農作物や加工品の販売も行う予
定です。

11月2日 神戸ハーバーランド 兵庫県教育委員会
兵庫県立農業高等学校
研究連携推進部
079-424-3341

兵庫県 神戸市 ② ひょうご産業教育フェア
準備から運営まで全て生徒が主体となって行うことにより、自
己有用感や協働の体験をし、社会性をさらに養うことを目的とし
ています。

未定 未定 兵庫県教育委員会
県立網干高等学校通信制
079-274-2014

兵庫県 神戸市 ② 工業教育フェア 県下の工業高校が一同に会し、「工業教育フェア」を実施する。 11月2日 神戸市 兵庫県 無料 0796-22-7177

兵庫県 神戸市 ② 運動会
保護者や地域住民・学校関係者に案内を出し、学習成果として
の演技をご覧いただきます。

5月25日 県立神戸特別支援学校 県立神戸特別支援学校 無料
【神戸特別支援学校のHP】
https://www.hyogo-c.ed.jp/~kobe-
sn/

県立神戸特別支援学校教頭
078-592-6767

兵庫県 神戸市 ② オープンスクール（前期：月・火）
保護者や地域住民・学校関係者に案内を出し、日常の授業を
参観いただきます。

6月11日,12日 県立神戸特別支援学校 県立神戸特別支援学校 無料
【神戸特別支援学校のHP】
https://www.hyogo-c.ed.jp/~kobe-
sn/

県立神戸特別支援学校教頭
078-592-6767

兵庫県 神戸市 ②
オープンスクール（後期：水・木・
金）

保護者や地域住民・学校関係者に案内を出し、日常の授業を
参観いただきます。

10月16日～18日 県立神戸特別支援学校 県立神戸特別支援学校 無料
【神戸特別支援学校のHP】
https://www.hyogo-c.ed.jp/~kobe-
sn/

県立神戸特別支援学校教頭
078-592-6767

兵庫県 神戸市 ② 神養まつり
PTAと学校が共催し、ステージ発表や販売活動を行います。ま
た、PTA及び学校関係者の出店もあります。

10月26日 県立神戸特別支援学校 県立神戸特別支援学校及びPTA 無料
【神戸特別支援学校のHP】
https://www.hyogo-c.ed.jp/~kobe-
sn/

県立神戸特別支援学校教頭
078-592-6767

兵庫県 神戸市 ② 学習発表会&こうべマルシェ
保護者や地域住民・学校関係者に案内を出し、ステージ発表を
ご覧いただきます。また、学習の成果物（野菜・革製品・木工製
品・さをり織等）の販売も行います。

11月23日 県立神戸特別支援学校 県立神戸特別支援学校 無料
【神戸特別支援学校のHP】
https://www.hyogo-c.ed.jp/~kobe-
sn/

県立神戸特別支援学校教頭
078-592-6767

兵庫県 神戸市 ② オープンスクール
保護者、地域をはじめ、関係教育機関や企業などに、本校の授
業の様子を公開する。

10月21～25日 兵庫県立のじぎく特別支援学校 兵庫県立のじぎく特別支援学校 無料
【兵庫県立のじぎく特別支援学校
HP】
http://www.hyogo-

兵庫県立のじぎく特別支援学校
℡078-994-0196

兵庫県 神戸市 ②③ 作品展示会
児童生徒が制作した美術作品や作業学習で作成した木工製品
など、オープンスクールに合わせ、作品展を開催する。

10月21～25日 兵庫県立のじぎく特別支援学校 兵庫県立のじぎく特別支援学校 無料
【兵庫県立のじぎく特別支援学校
HP】
http://www.hyogo-

兵庫県立のじぎく特別支援学校
℡078-994-0196

兵庫県 神戸市 ①②③ 学習発表会
合唱・合奏・演劇・ダンスなど、日頃の学習の成果を発表する。
本校、分教室の児童生徒が一同に集まり、６つのグループに分
かれ、日頃の学習の成果を披露する。

11月23日
兵庫県立のじぎく
特別支援学校東体育館

兵庫県立のじぎく特別支援学校 無料
【兵庫県立のじぎく特別支援学校
HP】
http://www.hyogo-

兵庫県立のじぎく特別支援学校
℡078-994-0196

兵庫県 神戸市 ② 西神戸祭
ステージ等での学習発表や授業やクラブ活動で制作した作品
展示、クラスの催し等を開催します。

11月23日
兵庫県立西神戸
高等特別支援学校

兵庫県立西神戸高等特別支援学校
県立西神戸高等特別支援学校
078－991－2050

参加は事前申込みをした保護
者等のみとしています。

兵庫県 神戸市 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、ファッションショー等のステージ発表を行います。）

11月2日
神戸ハーバーランド
スペースシアター
umieセンターストリート

兵庫県教育委員会 無料
高校教育課
赤沼幸一
（078）362-3898

兵庫県 神戸市 ④ 数学・理科甲子園2019

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、科学好きな生徒らが集い、競い合い、活躍できる場を
構築し、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」の兵庫県予選となる「数学・理科甲子

10月12日 甲南大学 兵庫県教育委員会 無料
高校教育課
脇本
（078）362-9444

兵庫県 神戸市 ③
第43回兵庫県高等学校総合文化
祭郷土芸能部門発表会

郷土芸能部門生徒による発表を行います。 11月2日 すずらんホール
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43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7～10日
KIITOデザインクリエイティブセン
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43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15～17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43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15～17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43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8～10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43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9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43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、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 ②
青空市場（県立特別支援学校高
等部作品販売会）

授業で作成した商品の販売活動を通して、自立と社会参加に
つながる実践的な学習を充実させるとともに、一般就労へ向け
た県立特別支援学校における教育について、県民の皆さんへ
の理解を図ります。

11月3日 しあわせの村 兵庫県教育委員会 無料
兵庫県教育委員会事務局
特別支援教育課
078-362-3774

パラ・スポーツ王国 HYOGO &
KOBE“夢プロジェクト2019”（仮）
の会場内で開催

兵庫県 神戸市 ③
第15回みんなのアート展（兵庫県
特別支援学校等作品展）

作品を発表することの喜びを感じられる機会、および作品発表
を通じて県民に特別支援教育への理解を深める機会をつくり、
障害のある幼児児童生徒の自立と社会参加の促進、共生社会
の実現に寄与します。

12月11日～15日
兵庫県立美術館ギャラリー棟３
階

兵庫県教育委員会 無料
兵庫県教育委員会事務局
特別支援教育課
078-362-3774

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 38
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第61回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県 神戸市 ③
横尾忠則　自我自損展　ゲスト・
キュレーター：横尾忠則

　横尾忠則自らが、自身の個展でゲスト・キュレーター（学芸員）
として作品を選定し、展示プランを考案するという、公立美術館
では初の試みです。 タイトルの「自我自損」は、エゴに固執する
と損をする、という意味の造語です。その背景には自らの旧作
に手を加えて新たな作品へと変貌させたり、大胆にスタイルを
変化させる、横尾の絶えざる自己否定、そして一貫したテーマ
である「自我からの開放」があります。
現役アーティストの名を冠した美術館ならではの野心的な試み
に、どうぞご期待ください。

9月14日～12月22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、産経新聞社

【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
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/
culture/folk/estate/

神戸市教育委員会事務局
文化財課
078-984-0741

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19日～11月23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/
culture/folk/estate/

神戸市教育委員会事務局
文化財課
078-984-0741

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27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/
culture/folk/estate/

神戸市教育委員会事務局
文化財課
078-984-0741

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。

11月9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/
culture/folk/estate/

神戸市教育委員会事務局
文化財課
078-984-0741

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30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/
culture/folk/estate/

神戸市教育委員会事務局
文化財課
078-984-0741

要事前申し込み

兵庫県 神戸市 ①③ おおとし山まつり2019
遺跡公園内において復元住居の公開や「勾玉づくり」「土器づく
り」などの古代体験もできる地域イベント。

11月3日 大歳山遺跡公園 神戸市教育委員会

【神戸市埋蔵文化財センターホーム
ページ】
http://www.city.kobe.lg.jp/culture/
culture/institution/center/

神戸市埋蔵文化財センター
078-992-0656

兵庫県 神戸市 ①③ 竪穴住居を建てよう
茅葺職人さんに、稲ワラから縄の編み方や結び方を教わり、実
際に組み上げた竪穴住居の屋根を葺く体験講座。

11月17日 神戸市埋蔵文化財センター 神戸市教育委員会

【神戸市埋蔵文化財センターホーム
ページ】
http://www.city.kobe.lg.jp/culture/
culture/institution/center/

神戸市埋蔵文化財センター
078-992-0656

兵庫県 神戸市 ④ 「メカライフの世界」展2019

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16日～17日 バンドー神戸青少年科学館
日本機械学会 関西学生会・バンドー神
戸青少年科学館

https://www.kansai.jsme.or.jp/mech
alife/top.html

バンドー神戸青少年科学館
078-302-5177

兵庫県 神戸市 ① 秋期公開講座
今回のテーマは、「人生100年時代を健康で生きる脳科学」で
す。私たちが日々を健康で長生きするには、どのようなことを実
践すればよいかを、脳科学に基づいて4回にわたって解説しま

11月9日、16日、23日、12
月7日

甲南大学岡本キャンパス 甲南大学
https://www.konan-
u.ac.jp/korec/lecture/autumn.html

地域連携センター事務室
078-435-2276

兵庫県 神戸市 ④
学術フォーラム：心理学実験デモ
ンストレーション（無意識に判断し
てしまう心理学の効果）

心理学部生による心理学体験デモンストレーションを通じて、心
理学について理解を深めてもらいます。

11月4日 神戸学院大学　有瀬キャンパス 神戸学院大学　大学祭中央実行委員会 無料 https://www.kobegakuin.ac.jp/
心理学部：村井
（078）974-1551（代表）
内線：34427

兵庫県 神戸市 ①④ 理化学研究所神戸地区一般公開

理化学研究所神戸地区では、科学に対する理解を深めていた
だくため、研究施設の一般公開を行っています。最新鋭の研究
設備の公開や講演会、子どもを対象にした楽しいイベントなど
科学に親しめるイベントです。

11月9日
理化学研究所神戸地区東エリ
ア、西エリア、南エリア

国立研究開発法人理化学研究所 無料
https://www.kobe.riken.jp/openhou
se/19/

神戸事業所研究支援部総務課
078-306-0111

神戸医療産業都市一般公開の
一環として実施。

兵庫県 神戸市 ①③
第14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、災害ボランティア団体写真
展、神戸大学史特別展、山口誓子記念館見学、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

10月26日
神戸大学六甲台・深江・楠・名谷
キャンパス

神戸大学
http://www.kobe-
u.ac.jp/campuslife/alumni/hcd/201
9/index.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 ④ 神戸医療産業都市　一般公開
神戸大学統合研究拠点において、施設見学・研究紹介パネル
展示・大学に関するクイズラリーを行います。

11月9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HP
https://www.fbri-kobe.org/kbic/

神戸大学研究推進部
先端融合推進課
078-599-6710

兵庫県 神戸市 ①③ 公開講座「和船の活躍した時代」

　江戸～明治時代、日本海から西日本沿岸で廻船物流を支え
た北前船の寄港地や船主集落が16道府県45市町の広域日本
遺産として誕生しました。これに関連して公開講座（海事博物館
市民セミナー）を開講します。

11月2日
神戸大学深江キャンパス・総合
学術交流棟１Ｆ梅木Ｙホール

神戸大学 無料
http://www.kobe-
u.ac.jp/campuslife/edu/exlecture/i
ndex.html#maritime-2019

神戸大学海事科学研究科
海事博物館
TEL：078-431-3564
（月・水・金の午後のみ）
FAX：078-431-3564
siryokan@maritime.kobe-u.ac.jp
（海事博物館不在の場合）
神戸大学 海事科学研究科
総務企画グループ
TEL：078-431-6200

募集人数：90名
募集対象：一般市民・学生（高校
生以上）
定員に達し次第、募集を締め切
ります。
開講日の11月2日(土)は11:30～
12:40の間、海事博物館を開館し
ます。

兵庫県 神戸市 ①③
神戸大学附属図書館資料展「阪
神・淡路大震災25年　あのときと
これから」

来年1月に阪神・淡路大震災から25年を迎えるにあたり、当館
「震災文庫」を中心に、所蔵する関連資料を展示します。

 10月11日～2月4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
https://lib.kobe-
u.ac.jp/support/exhibition/
（9月下旬に今年度の情報掲載予

神戸大学附属図書館
情報リテラシー係
078-803-5313

兵庫県 神戸市 ①②③
神戸大学史・特別展
「新制「神戸大学」の誕生―新制
大学発足70周年記念―」

今年は新制大学発足70周年にちなみ、1949（昭和24）年に誕生
した新制「神戸
大学」黎明期の諸相を貴重な歴史資料や写真などで振り返りま

10月24日～11月15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
078-803-5035

兵庫県
神戸市東灘
区

① 第11回くすりと健康セミナー

講演会のテーマは「糖尿病」です。
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26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

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 39



2700

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

第61回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県
神戸市東灘
区

① 第21回健康サポートセミナー

講演会のテーマは「感染症」です。
講演会開催後に、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18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 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26～30日 佐用町立佐用小学校 佐用町立佐用小学校 無料

【佐用小の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25～29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11～15日 佐用町立上月小学校 佐用町立上月小学校 無料
【上月小のHP】
http://www.town.sayo.lg.jp/cms-
sypher/www/section/detail.jsp?id=

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
NPO法人生涯学習サポート兵庫の講師による子育て講演会を
行います。

11月12日 佐用町立上月小学校 佐用町立上月小学校 無料
【上月小のHP】
http://www.town.sayo.lg.jp/cms-
sypher/www/section/detail.jsp?id=

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。15日（金）午後にはＰＴＡ主催の人権啓発映
画「君が、いるから」上映会を開催します。

11月11～15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
0790-78-0533

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11～15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 餅つき大会 地域の方々と餅つきを行います。 11月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 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11～15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 オープンスクール
学校及び生徒の日常の活動の様子を保護者地域住民に幅広
く公開します。

11月11日～17日 佐用町立佐用中学校 佐用町立佐用中学校 無料
佐用町立佐用中学校
0790-82-2102

17日(日)は
文化発表会ｐｍ

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2日 佐用町立上月中学校 佐用町立上月中学校 無料

【上月中の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2日
11月6～8日

佐用町立上月中学校 佐用町立上月中学校 無料

【上月中の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 サイバー犯罪講演会
通信関連企業より講師を招き、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

【上月中の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 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23日 佐用町立上津中学校 佐用町立上津中学校 無料

【上津中の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 日常の教育活動の様子を広く公開します。 11月5日～8日 佐用町立上津中学校 佐用町立上津中学校 無料

【上津中の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16日 校区内の6ヶ所の福祉施設 佐用町立上津中学校 無料

【上津中の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 日常の教育活動の様子を広く公開します。 10月28日～11月2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 ④ インスパイア事業
甲南大学大学教授による楽しい物理化学についての講演会を
実施します。

9月18日5･6限 県立佐用高等学校 保育大教室 県立佐用高等学校 無料
【県立佐用高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~sayo-

県立佐用高等学校
0790-82-2434

兵庫県 佐用町 ② 東北復興支援ボランティア報告会
7月に実施した11回目となる東北復興支援ボランティア活動の
意義と概要について、映像や参加生徒の感想等を交えて報告

10月上旬 県立佐用高等学校体育館 県立佐用高等学校 無料
【県立佐用高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~sayo-

県立佐用高等学校
0790-82-2434

兵庫県 佐用町 ① 駅清掃ボランティア
生徒会がJR佐用駅前の清掃活動を実施し、地域の環境を整備
します。

10月中旬 佐用駅前 県立佐用高等学校 無料
【県立佐用高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~sayo-

県立佐用高等学校
0790-82-2434

兵庫県 佐用町 ② 収穫感謝試食会
秋に収穫した農産物を保護者の方々に試食して、味わってい
ただきます。

11月上旬
県立佐用高等学校体育館1Ｆ雨
天練習場

県立佐用高等学校 無料
【県立佐用高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~sayo-

県立佐用高等学校
0790-82-2434

兵庫県 佐用町 ① 駅清掃ボランティア
生徒会がJR佐用駅前の清掃活動を実施し、地域の環境を整備
します。

12月中旬 佐用駅前 県立佐用高等学校 無料
【県立佐用高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~sayo-

県立佐用高等学校
0790-82-2434

兵庫県 佐用町 ② 収穫感謝即売会
秋に収穫した農産物を保護者や地域の方々に販売して、味
わっていただきます。

12月中旬
県立佐用高等学校体育館1Ｆ雨
天練習場

県立佐用高等学校
【県立佐用高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~sayo-

県立佐用高等学校
0790-82-2434

兵庫県 佐用町 ③ 佐用町文化祭

【ステージイベント】芸能発表11月3日、MUSIC＆DANCE
STAGE11月4日
【作品展示】前期11月1日～3日、後期11月4日～6日
【文芸大会】11月1日

11月1日～6日 さよう文化情報センターほか 佐用町文化協会 無料
教育委員会生涯学習課
0790-82-3336

兵庫県 佐用町 ③ 第39回佐用郡美術展
「日本画」「洋画」「書」「写真」「工芸」部門の美術作品の展示を
行います。

11月14～17日 さよう文化情報センター 佐用郡美術協会 無料
教育委員会生涯学習課
0790-82-3336

兵庫県 佐用町 ①
人権まちづくりフェスタｉｎさよう
2019

人権ポスターの展示や人権啓発作品入賞者表彰、人権作文朗
読、ＰＴＣＡ実践発表のほか、人権に関する映画を上映します。

11月30日 さよう文化情報センター
佐用町・佐用町教育委員会・人権文化
を進める町民運動推進会議

無料
教育委員会生涯学習課
0790-82-3336

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29日 三田市立三田幼稚園 三田市立三田幼稚園 無料
三田市立三田幼稚園
079-563-2343

兵庫県 三田市 ② 園庭開放
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。

11月7日 三田市立三田幼稚園 三田市立三田幼稚園 無料
【三田幼稚園のHP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodat
e/kosodate/youchien/sanda/index.

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21日 三田市立三田幼稚園 三田市立三田幼稚園 無料
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
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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25日 三田市立三田幼稚園 三田市立三田幼稚園 無料
【三田幼稚園のHP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodat
e/kosodate/youchien/sanda/index.

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2～4日 三田市立三田幼稚園 三田市立三田幼稚園 無料
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） 未就園児と保護者が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
【三田幼稚園のHP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodat
e/kosodate/youchien/sanda/index.

三田市立三田幼稚園
079-563-2343

兵庫県 三田市 ② （子育て支援）ミニ運動会 園児と一緒に運動会ごっこをします。 10月3日 三田市立三輪幼稚園 三田市立三輪幼稚園 無料
【三輪幼稚園のHP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodat
e/kosodate/youchien/miwa/index.h

三田市立三輪幼稚園
079-563-6529

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8日 三田市立三輪幼稚園 三田市立三輪幼稚園 無料
【三輪幼稚園のHP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodat
e/kosodate/youchien/miwa/index.h

三田市立三輪幼稚園
079-563-6529

兵庫県 三田市 ② （子育て支援）なかよしひろば
保育終了後、園児や未就園児が一緒に絵本の読み聞かせや
芝生の園庭で体を動かして遊びます。

11月12日 三田市立三輪幼稚園 三田市立三輪幼稚園 無料
【三輪幼稚園のHP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodat
e/kosodate/youchien/miwa/index.h

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2～4日 三田市立三輪幼稚園 三田市立三輪幼稚園 無料
【三輪幼稚園のHP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodat
e/kosodate/youchien/miwa/index.h

三田市立三輪幼稚園
079-563-6529

兵庫県 三田市 ②
（子育て支援）一緒に遊ぼう～お
たのしみ会～

2・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5日 三田市立三輪幼稚園 三田市立三輪幼稚園 無料
【三輪幼稚園のHP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodat
e/kosodate/youchien/miwa/index.h

三田市立三輪幼稚園
079-563-6529

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1日 三田市立志手原幼稚園 三田市立志手原幼稚園 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 未就園児が園児と一緒にだっこ座公演を観劇します。 11月6日 三田市立志手原幼稚園 三田市立志手原幼稚園 無料
三田市立志手原幼稚園
079‐563‐2854

兵庫県 三田市 ②
音楽会(オープンスクール,作品
展)

園児による合唱や合奏、また保護者による合唱を行います。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。

11月28日 三田市立志手原幼稚園 三田市立志手原幼稚園 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29、31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 いっしょにあそぼう 未就園児と在園時が交流しながら一緒に活動します。 11月8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30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 オープンスクール 園での遊びの様子や生活の様子を参観していただきます。 10月11～12日 母子幼稚園 三田市立母子幼稚園 無料
三田市立母子幼稚園
079-566-0549

兵庫県 三田市 ②③ 母子芸術の集い
園児・児童及び地域住民が集い、日ごろの成果を展示・発表し
ながら園学校と地域との交流を行います。

11月23日
母子小学校
体育館

母子区・永沢寺区（共催：母子小学校） 無料
三田市立母子幼稚園
079-566-0549

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15日 三田市立広野幼稚園 三田市立広野幼稚園 無料

【広野幼稚園のHP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodat
e/kosodate/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29日 三田市立広野幼稚園 三田市立広野幼稚園 無料

【広野幼稚園のHP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodat
e/kosodate/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25日
11月25日

三田市立広野幼稚園 三田市立広野幼稚園 無料

【広野幼稚園のHP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodat
e/kosodate/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

【広野幼稚園のHP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodat
e/kosodate/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

【広野幼稚園のHP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodat
e/kosodate/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、また、保護者と一緒に歌をうたいます。 11月23日 三田市立本庄幼稚園 三田市立本庄幼稚園 無料
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29日 三田市立本庄幼稚園 三田市立本庄幼稚園 無料
三田市立本庄幼稚園
079-568-1039

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。 10月31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
子育て支援
「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。

11月27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 子育て支援
保育終了後、腹話術サークルの皆さまを招いて、未就園児や
在園児が腹話術やマジックを楽しみます。

11月6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16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22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
子育て支援（未就園児との交流）
「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11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、合奏等を行います。 11月23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

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 41



2700

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

第61回「教育・文化週間」関連行事

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5～6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17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。 11月2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26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
児童会主催の活動として、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、全校生で感謝の会を行い

11月12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 人権参観日 人権教育に関わる授業参観を行います。 1月17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4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。 11月2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21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
藍小学校HP
https://www.city.sanda.lg.jp/kosoda
te/kyouiku/shougakkou/ai/index.ht

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2日 三田市立藍小学校 三田市立藍小学校 無料
藍小学校HP
https://www.city.sanda.lg.jp/kosoda
te/kyouiku/shougakkou/ai/index.ht

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26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21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26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14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7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 音楽会 児童による合唱・合奏を行います。 10月26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12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26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13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20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11～12日 三田市立母子小学校
三田市立
母子小学校

無料

【母子小学校のHP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodat
e/kyouiku/shougakkou/moshi/index
.html

三田市立母子小学校
079‐566‐0200

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12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

【母子小学校のHP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodat
e/kyouiku/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

【母子小学校のHP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodat
e/kyouiku/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 低学年の人権教育に関する授業参観を行います。 10月4日 三田市立武庫小学校 三田市立武庫小学校 無料

【武庫小学校のHP】
https://www.city.sanda.lg.jp/kosoda
te/kyouiku/shougakkou/muko/inde
x.html

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26日 三田市立武庫小学校 三田市立武庫小学校 無料

【武庫小学校のHP】
https://www.city.sanda.lg.jp/kosoda
te/kyouiku/shougakkou/muko/inde
x.html

三田市立武庫小学校
079-563-1761

兵庫県 三田市 ② 授業参観 高学年の人権教育に関する授業参観を行います。 11月6日 三田市立武庫小学校 三田市立武庫小学校 無料

【武庫小学校のHP】
https://www.city.sanda.lg.jp/kosoda
te/kyouiku/shougakkou/muko/inde
x.html

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

【武庫小学校のHP】
https://www.city.sanda.lg.jp/kosoda
te/kyouiku/shougakkou/muko/inde
x.html

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4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

【松が丘小学校のHP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodat
e/kyouiku/shougakkou/matsugaoka
/index.html

三田市立松が丘小学校
079-563-4320
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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19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

【松が丘小学校のHP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodat
e/kyouiku/shougakkou/matsugaoka
/index.html

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
1・4・5年教室

三田市立松が丘小学校 無料

【松が丘小学校のHP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodat
e/kyouiku/shougakkou/matsugaoka
/index.html

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26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14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20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11日 狭間小学校 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 児童による合唱・合奏を行います。 10月26日 狭間小学校 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 狭間が丘地域防災訓練 地域自治会、中学校と一緒に防災訓練を行います。 11月30日 狭間小学校 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 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参観していただきま
す。

1月25日 狭間小学校 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 人権参観日 高学年の人権教育参観を行います。 10月18日 富士小学校 富士小学校 無料
三田市立富士小学校
079-562-8245

低学年は10/3

兵庫県 三田市 ② 音楽会 児童による合唱・合奏を行います。 1月31日 富士小学校 富士小学校 無料
三田市立富士小学校
079-562-8246

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26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 ②③ 芸術鑑賞会 太鼓の演奏学団を招いて、保護者と一緒に鑑賞します。 11月13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 ②
ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ・創立30周年記念行
事

全学年の授業、休み時間の様子を公開します。
創立30周年記念行事を行います。

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
079-565-2713

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26日 三田市立弥生小学校体育館 三田市立弥生小学校 無料

【弥生小学校のHP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodat
e/kyouiku/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19日 三田市立弥生小学校体育館 三田市立弥生小学校 無料

【弥生小学校のHP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodat
e/kyouiku/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。 10月26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
三田市立つつじが丘小学校
079-568-3771

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14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
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12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
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
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29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
三田市立つつじが丘小学校
079-568-3771

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26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
【けやき台小学校のHP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodat
e/kyouiku/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9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
【けやき台小学校のHP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodat
e/kyouiku/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15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
【けやき台小学校のHP】
http://www.city.sanda.lg.jp/kosodat
e/kyouiku/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26日 三田市立学園小学校　体育館 三田市立学園小学校 無料

【学園小学校のHP】
https://www.city.sanda.lg.jp/kosoda
te/kyouiku/shougakkou/gakuen/ind
ex.html

三田市立学園小学校
079-565-8100.

兵庫県 三田市 ② 学園オープンスクール 授業参観を行います。 11月14日 三田市立学園小学校　各教室 三田市立学園小学校 無料

【学園小学校のHP】
https://www.city.sanda.lg.jp/kosoda
te/kyouiku/shougakkou/gakuen/ind
ex.html

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28日 三田市立学園小学校　敷地内 三田市立学園小学校 無料

【学園小学校のHP】
https://www.city.sanda.lg.jp/kosoda
te/kyouiku/shougakkou/gakuen/ind
ex.html

三田市立学園小学校
079-565-8100.

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26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

【ゆりのき台小学校のHP】
https://www.city.sanda.lg.jp/kosoda
te/kyouiku/shougakkou/yurinokidai
/index.html

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16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

【ゆりのき台小学校のHP】
https://www.city.sanda.lg.jp/kosoda
te/kyouiku/shougakkou/yurinokidai
/index.html

三田市立ゆりのき台小学校
079-565-7145

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 43



2700

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

第61回「教育・文化週間」関連行事

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21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

【ゆりのき台小学校のHP】
https://www.city.sanda.lg.jp/kosoda
te/kyouiku/shougakkou/yurinokidai
/index.html

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18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

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27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
（和文化体験）

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。
（和菓子、盆点前、琴演奏、屏風等を用意し、和文化体験をご
覧いただけます。）

10月25日 三田市立上野台中学校
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
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26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

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9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/kosodat
e/kyouiku/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 プロから学ぶ創造力育成事業
講師による講演や実演を通して、プロの技術や仕事へのこだわ
りを学びます。

11月28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を予定しています 10月26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

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　詳細は8月末決定 11月21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、3年生の舞台発表、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
【藍中学校のHP】
https://www.city.sanda.lg.jp/kosoda
te/kyouiku/chuugakkou/ai/index.ht

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
平和教育に係る講演会を実施します。
講師　　西谷　文和 　氏

10月23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 ②③
高校生ふるさと貢献活動
県立上野ケ原特別
支援学校訪問交流

創作劇や歌を披露し、ゲームやプレゼント交換で交流を行いま
す。

11月23日
兵庫県立上野ケ原
特別支援学校

兵庫県立宝塚北高等学校 無料
宝塚北高校ＨＰ
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~takarakita-hs/

兵庫県立宝塚北高等学校
0797-86-3291

兵庫県 三田市 ①③④
春の農業祭
秋の農業祭

人と自然科の生徒が育てた作物を地域の方々に販売する。ま
た、日ごろの学習の成果を展示する。

4月20日
11月9日

本校 本校 無料
【県立有馬高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~arima-

079-563-2881

兵庫県 三田市 ①③④ フローラルアート
フラワーアレンジメント教室の授業を生徒と市民がともに受講
する。

6月～11月 本校 本校 無料
【県立有馬高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~arima-

079-563-2881

兵庫県 三田市 ①③④ クラインガルテン
農園の作り方と管理についての授業を生徒と市民がともに受
講する。

5月～12月 本校 本校 無料
【県立有馬高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~arima-

079-563-2881

兵庫県 三田市 ①③ 吹奏楽部の地域活動 吹奏楽部が地域の催しに参加し、演奏を披露する。 6月～12月
人と自然の博物館
高等特別支援学校

本校 無料
【県立有馬高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~arima-

079-563-2881

兵庫県 三田市 ①③ ボランテイア部の地域貢献
三田国際マスターズマラソンの支援員として参加する。
地域の高齢者施設を訪問する。

6月～2月
本校
高齢者施設

本校 無料
【県立有馬高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~arima-

079-563-2881

兵庫県 三田市 ①③ 演劇部の地域貢献
演劇部が北摂福祉の里（医療福祉センターさくら）を訪問し、演
劇を披露する。

9月 医療福祉センター 本校 無料
【県立有馬高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~arima-

079-563-2881

兵庫県 三田市 ①③ 学校家庭クラブの地域貢献
三田警察と共同して交通安全の訴えをする。
高齢者施設を訪問する。

6月～12月
三田市街頭
高齢者施設

本校 無料
【県立有馬高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~arima-

079-563-2881

兵庫県 三田市 ①②④ 小高連携活動
生徒による小学校での英語授業
生徒による小学校での理科実験授業

6月～12月
三田小学校
三輪小学校

本校 無料
【県立有馬高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~arima-

079-563-2881

兵庫県 三田市 ② 有馬高校生が考える特産品発掘
三田市の農産物の調査、研究に取り組み、特産品の発掘及び
栽培、販売、食材の活用を提案する。

4月～2月 本校 本校 無料
【県立有馬高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~arima-

079-563-2881

兵庫県 三田市 ②
学校公開
オープン・ハイスクールと同日開
催

本校を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。
(下段の学校公開週間初日に、学校説明等を含めて実施するも

11月9日
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

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/

県立北摂三田高等学校
教頭　藤井　俊

兵庫県 三田市 ② 学校公開週間
本校の授業を中学生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。

11月9～15日
県立北摂三田高等学校体育館
及び教室

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/

県立北摂三田高等学校
教頭　藤井　俊

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。当日
は、学校説明コーナーも開設します。

11月23日 フラワータウン市民センター 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/

県立北摂三田高等学校
教頭　藤井　俊

兵庫県 三田市 ① ボランティア清掃
第1学年生徒約200名が学校周辺の通学路を中心に地域の清
掃をします。

11月14日
県立三田西陵高
等学校周辺地域

三田西陵高等学校
三田西陵高等学校のHP
http://dmzcms.hyogo-
c.ed.jp/sandaseiryo-hs/htdocs/

県立三田西陵高等学校
教頭　谷口　芳正
079-565-5287

兵庫県 三田市 ③ FMラジオ出演
HONEY　FM82.2Hｚの番組「ハイスクール特派員登場」に本校
放送部員が出演し、学校行事、運動部、文化部の活動状況、
日頃の学校生活などを地域に発信します。

11月19日
HONEY FM
収録スタジオ

株式会社FMさんだ
（HONEY FM）

三田西陵高等学校のHP
http://dmzcms.hyogo-
c.ed.jp/sandaseiryo-hs/htdocs/

県立三田西陵高等学校
教頭　谷口　芳正
079-565-5287
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兵庫県 三田市 ① 令和元年度　第2回防災学習会
人と防災未来センター　河田　慈人　研究員を講師としてお迎
えし、防災学習会を実施します。地元自治会の方々をお招き
し、地域のみなさんと共に自助・共助の力を高めていきたいと

11月21日
県立三田西陵高
等学校体育館２階
フロア

三田西陵高等学校
三田西陵高等学校のHP
http://dmzcms.hyogo-
c.ed.jp/sandaseiryo-hs/htdocs/

県立三田西陵高等学校
教頭　谷口　芳正
079-565-5287

兵庫県 三田市 ③ 芸術鑑賞会 ミュージカルを鑑賞します。 11月22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
【県立三田祥雲館高等学校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 三田市 ② SSH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よいかを学
びます。

12月16日
兵庫県立三田祥雲館高等学校
他

兵庫県立三田祥雲館高等学校 無料
【県立三田祥雲館高等学校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 ② 創作祭
県立上野ケ原特別支援学校の児童生徒がこの日のために取り
組んできた成果をステージや展示・バザー等で発表します。

10月12日 県立上野ケ原特別支援学校 県立上野ケ原特別支援学校 無料
【県立上野が原特別支援学校】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~uenogahara-sn/

県立上野ケ原特別支援学校
079-563-3434

兵庫県 三田市 ②
宝塚北高等学校との交流及び共
同学習

歌やダンス等を通して、県立上野ケ原特別支援学校の児童生
徒と宝塚北高等学校演劇科の生徒との交流を深める。

11月23日 県立上野ケ原特別支援学校 県立上野ケ原特別支援学校 無料
【県立上野が原特別支援学校】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~uenogahara-sn/

県立上野ケ原特別支援学校
079-563-3434

兵庫県 三田市 ②
令和元年度兵庫県立高等特別支
援学校文化鑑賞会

「雅楽公演会」（雅楽～神楽～雅楽講話～衣装体験・雅楽器体
験の4構成で実施）改元が行われた年度ということもありわが国
の伝統文化に親しむ機会として実施する。

11月1日
兵庫県立高等特別支援学校体
育館

兵庫県立高等特別支援学校 無料
【県立高等特別支援学校】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~koto-
sn/2life/life%20top.html

兵庫県立高等
特別支援学校　総務部
079-563-0689

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 三田市立ひまわり特別支援学校 三田市立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 葉っぱでお面作り 葉っぱでお面を作ります。 10月5,27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
ターの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
木の実やドングリなどの自然の素材を使って、自由に工作しま
す。

10月6日,27日
11月3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
ターの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 けん玉や、独楽回し等の昔ながらの遊びを体験します。 10月12日
三田市有馬富士自然学習セン
ター

三田市有馬富士自然学習センター 無料

【三田市有馬富士自然学習セン
ターの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 蛙の絵馬とお守り根付
竹の節を利用したカエルを絵馬に貼り、カエルのストラップを作
ります。

10月14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
ターの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
秋フェス
「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、お気に入りのペンダントを作
ります。

10月19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
ターの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
秋フェス
「どんぐりクッキーを作ろう」

日本人は昔どんぐりを主食にしていたことを知りドングリを通し
て森の楽しさ大切さを体験します。

10月19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
ターの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
秋フェス
「むしむしぬりえ屋さん」

素焼きの「むしさん」に思い思いの色を塗ってもらい、かわいい
むしさんを作ります。

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
ターの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
秋フェス
「楽しい紙芝居」

小さなお子さんにも、お兄ちゃんにも、お姉ちゃんにも楽しんで
もらえるお話をします。

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 無料

【三田市有馬富士自然学習セン
ターの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
秋フェス
「貯金箱を作ろう」

ハウス型貯金箱を作ります。 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
ターの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 風にゆらゆらカラフルモビール 風にゆらゆら揺れまわるカラフルなモビールを作ります。 10月26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
ターの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 あさムシ！ 朝から有馬富士公園でむし取りを体験します。 10月26日,11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 無料

【三田市有馬富士自然学習セン
ターの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
おもしろ実験「アラカルトⅢ」 鳴らしてみよう!(手づくりおもちゃ：楽器を作ります）

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
ターの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
有馬富士ウォーキングコース
「紅葉の森５㎞をのんびり歩こう」

三田市が指定した「三田ウォーキングマップ」の「有馬富士
ウォーキングコース」の森をのんびり歩きます。森林インストラク
ターが案内します。

11月4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
ターの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 ミニ額縁を作ろう 額縁の中に自然の木の実や枝をつけて額縁を完成させます。 11月4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
ターの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
つみきでタワーや、お城、ドミノたおしもできます。つみきでいろ
いろな遊びをしてみましょう。

11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 無料

【三田市有馬富士自然学習セン
ターの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
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兵庫県 三田市 ① 折り紙「万華鏡Ⅱ」 折り紙でくるくる回して遊べる万華鏡をるくります。 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

【三田市有馬富士自然学習セン
ターの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
紅葉の公園に飛来した冬の鳥を探します。

11月16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
ターの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 クリスマスの飾りを作ろう
自然の素材と手作りグッズとの組み合わせでクリスマスの飾り
を作ります。

11月16日
,30日

三田市有馬富士自然学習セン
ター

三田市有馬富士自然学習センター

【三田市有馬富士自然学習セン
ターの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 紅葉した押し葉を使って、動物や風景を描きます。 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
ターの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 紅葉の有馬富士登山 紅葉した有馬富士に登ります。 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
ターの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 キッピーフレンズまつり
キッピーフレンズのお祭りです。
キッピーフレンズと楽しい一日を過ごしましょう。

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
ターの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：JR新三田駅～大池川～
福島大池～茅葺民家～有馬富士自然学習センター～JR新三
田駅

11月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
ターの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 落ち葉でアート 落ち葉で自由に絵を描きます。 11月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
ターの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 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。

10月27日
11月17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
【三田市三輪明神窯史跡園の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「ネズミ」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10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
【三田市三輪明神窯史跡園のHP】
http://kukike.jimdo.com

三輪明神窯史跡園
079-563-8211

兵庫県 三田市 ①④ プラネタリウム工作教室 ビニール傘を使ったプラネタリウムを作ります。 11月16日 三田市野外活動センター 三田市野外活動センター
【三田野外活動センターの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 ④ 天体観望会
天体望遠鏡を使って観望会をします。
夏から秋にかけての星座などの観望をします。

10月12日
11月16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
【三田野外活動センターの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 ③ 市庁舎コンサート

市民文化活動の普及・振興や開かれた市役所をめざし、市役
所庁舎を活用した各種ステージを行います。入場、駐車場無
料、約30分間のコンサートです。

10月10日
11月14日

三田市役所 三田市文化スポーツ課 無料
【三田市のHP】
https://www.city.sanda.lg.jp/

三田市文化スポーツ課
079-559-5022

兵庫県 三田市 ① おはなし会（あかちゃん向け）
読み聞かせグループ「かたつむり」によるあかちゃん向けのお
はなし会です。

11月4,11日
18,25日

三田市立図書館本館 三田市立図書館 無料
【三田市立図書館のHP】
https://sanda-city-lib.jp/

三田市立図書館079-562-7300

兵庫県 三田市 ① おはなし会（乳幼児向け）
読み聞かせグループ「かたつむり」による乳幼児向けのおはな
し会です。

11月6,13日
20,27日

三田市立図書館本館 三田市立図書館 無料
【三田市立図書館のHP】
https://sanda-city-lib.jp/

三田市立図書館079-562-7300

兵庫県 三田市 ① ストーリーテリング
「三田おはなしを語る会」によるストーリーテリングとおはなし会
です。

11月16日 三田市立図書館本館 三田市立図書館 無料
【三田市立図書館のHP】
https://sanda-city-lib.jp/

三田市立図書館
079-562-7300

兵庫県 三田市 ③ みんなで楽しむコンサート♪
日本センチュリー交響楽団による「観て！」「聴いて！」「参加し
て！」迫力のオーケストラをみんなで楽しもう！

10月6日 三田市総合文化センター 三田市総合文化センター
【三田市総合文化センターのHP】
http://sanda-bunka.jp/

三田市総合文化センター
079-559-8100

兵庫県 三田市 ③ さとのね歌声ひろばvol.19
フォーク、演歌、歌謡曲、唱歌、懐メロ…など生演奏にあわせて
思いっきり歌いましょう。

11月8日 三田市総合文化センター 三田市総合文化センター
【三田市総合文化センターのHP】
http://sanda-bunka.jp/

三田市総合文化センター
079-559-8100

兵庫県 三田市 ③
第43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26日
三田市総合文化センター
（郷の音ホール）

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 三田市 ③
第43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16日
三田市総合文化センター
（郷の音ホール）

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 三田市 ③
第43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26日
三田市総合文化センター
（郷の音ホール）

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 三田市 ③
第43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26日
三田市総合文化センター
（郷の音ホール）

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
三田市
丹波篠山市

①③④
地域、公共施設の花壇整備
福祉施設の花壇整備

三田市の警察署、消防署、公園等の花壇を整備するとともに花
の定植作業を行う。

4月～12月
本校
丹波清明園他

本校 無料
【県立有馬高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~arima-

079-563-2881

兵庫県 宍粟市 ② 学習発表会 器楽演奏・合唱・学習発表等 11月2日 宍粟市立山崎小学校 宍粟市立山崎小学校 無料
【山崎小のHP】
http://www.shiso-
school.net/yamasaki-es/

宍粟市立山崎小学校
教頭：廣居　克彦
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 11月17日（日） 宍粟市立山崎西小学校 宍粟市立山崎西小学校 無料
【山崎西小のHP】
http://www.shiso-
school.net/yamasakinishi-es/

宍粟市立山崎西小学校
教頭：土居　清史
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 11月13日、17日 宍粟市立城下小学校 宍粟市立城下小学校 無料
【城下小のHP】
http://www.shiso-
school.net/joshita-es/

宍粟市立城下小学校
教頭：大西　宏之
0790-62-0881

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
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

10月29日、11月23日
12月5～6日

宍粟市立戸原小学校 宍粟市立戸原小学校 無料
【戸原小のHP】
http://www.shiso-
school.net/tohara-es/

宍粟市立戸原小学校
教頭：春名　隆行
0790-62-0273

兵庫県 宍粟市 ② 学習発表会
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

11月16日 宍粟市立河東小学校
宍粟市立
河東小学校

無料
【河東小のHP】
http://www.shiso-
school.net/kawahigashi-es/

宍粟市立河東小学校
教頭：高井　和也
0790-62-0450

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール 全学級一斉の道徳授業参観や福祉体験教室などの体験活動
10月29日
11月27日～28日

宍粟市立河東小学校
宍粟市立
河東小学校

無料
【河東小のHP】
http://www.shiso-
school.net/kawahigashi-es/

宍粟市立河東小学校
教頭：高井　和也
0790-62-0450

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール すべての学級での授業公開 10月23日、24日 宍粟市立神野小学校 宍粟市立神野小学校 無料
【神野小のHP】
http://www.shiso-
school.net/kanno-es/

宍粟市立神野小学校
教頭：井原　幸嗣
0790－62－0649

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール 学習発表会　（劇や音楽等の発表） 11月15日 宍粟市立神野小学校 宍粟市立神野小学校 無料
【神野小のHP】
http://www.shiso-
school.net/kanno-es/

宍粟市立神野小学校
教頭：井原　幸嗣
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 12月4日 宍粟市立神野小学校 宍粟市立神野小学校 無料
【神野小のHP】
http://www.shiso-
school.net/kanno-es/

宍粟市立神野小学校
教頭：井原　幸嗣
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（11/6～11/8）、学習発表会
（11/23）

10月11日
11月 6～8、23日

宍粟市立伊水小学校
宍粟市立
伊水小学校

無料
【伊水小のHP】
http://www.shiso-school.net/isui-
es/

宍粟市立伊水小学校
中尾　靖
0790-65-0006

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール
授業参観・学習発表会・ふるさと学習の日（ようこそ先輩講演
会）・マラソン大会・福祉体験

10月29日
11月17、27日
12月4日

宍粟市立都多小学校 宍粟市立都多小学校 無料
【都多小のHP】
http://www.shiso-
school.net/tsuta-es/

宍粟市立都多小学校
教頭：上林　幸憲
0790-65-0007

兵庫県 宍粟市 ②
オープンスクール（授業参観・教
育講演会）

親子教育講演会 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
【はりま一宮小のHP】
http://www.shiso-
school.net/harimaichinomiya-es/

宍粟市立はりま一宮小学校
教頭：下段　庄司
0790-72-0012

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール（学習発表会） 学年ごとに劇や合唱、合奏の発表 11月17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
【はりま一宮小のHP】
http://www.shiso-
school.net/harimaichinomiya-es/

宍粟市立はりま一宮小学校
教頭：下段　庄司
0790-72-0012

兵庫県 宍粟市 ②
オープンスクール（高齢者との交
流会）

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

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
【はりま一宮小のHP】
http://www.shiso-
school.net/harimaichinomiya-es/

宍粟市立はりま一宮小学校
教頭：下段　庄司
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）

校内マラソン大会 12月4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
【はりま一宮小のHP】
http://www.shiso-
school.net/harimaichinomiya-es/

宍粟市立はりま一宮小学校
教頭：下段　庄司
0790-72-0012

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール（しめ縄づくり） 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 12月13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
【はりま一宮小のHP】
http://www.shiso-
school.net/harimaichinomiya-es/

宍粟市立はりま一宮小学校
教頭：下段　庄司
0790-72-0012

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール 老人クラブとの地域文化伝承体験型交流活動 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
【一宮北小のHP】
http://www.shiso-
school.net/ichinomiyakita-es/

宍粟市立一宮北小学校
教頭：浅田　和典
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 11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
【一宮北小のHP】
http://www.shiso-
school.net/ichinomiyakita-es/

宍粟市立一宮北小学校
教頭：浅田　和典
0790-74-0004

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール 校内マラソン大会 12月4日 宍粟市立一宮北小学校校区 宍粟市立一宮北小学校 無料
【一宮北小のHP】
http://www.shiso-
school.net/ichinomiyakita-es/

宍粟市立一宮北小学校
教頭：浅田　和典
0790-74-0004

兵庫県 宍粟市 ② ふれあい餅つき
学校田で収穫した餅米を使い各自治会ごとに、地域の方との
ふれあい餅つき

12月6日 宍粟市立一宮北小学校校区 宍粟市立一宮北小学校 無料
【一宮北小のHP】
http://www.shiso-
school.net/ichinomiyakita-es/

宍粟市立一宮北小学校
教頭：浅田　和典
0790-74-0004

兵庫県 宍粟市 ②
オープンスクール（国際交流
デー）

ふるさと波賀のよさや昔の遊びを通してオーストラリアのアイア
ンサイド小学校の子どもたちと異文化交流

10月1日 宍粟市立波賀小学校 宍粟市立一宮北小学校 無料
【一宮北小のHP】
http://www.shiso-school.net/haga-
es/

宍粟市立波賀小学校
教頭：田中　美和子
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）

日頃の体力づくりの成果を発表 11月13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
【波賀小のHP】
http://www.shiso-school.net/haga-
es/

宍粟市立波賀小学校
教頭：田中　美和子
0790－75－2354

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール（学習発表会）
生活科、総合的な学習の時間、音楽科等で学んだことの発表
会

12月1日 宍粟市立波賀小学校 宍粟市立波賀小学校 無料
【波賀小のHP】
http://www.shiso-school.net/haga-
es/

宍粟市立波賀小学校
教頭：田中　美和子
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

11月2日 宍粟市立千種小学校

ちくさ杉の子こども園
宍粟市立千種小学校
宍粟市立千種中学校
兵庫県立千種高等学校

無料
【千種小のHP】
http://www.shiso-
school.net/chikusa-es/

宍粟市立千種小学校
教頭：三木　寿和
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、福祉体験学習や租税教室など
学年に応じた学習内容を公開・親子給食

11月22日
宍粟市立千種小学校 宍粟市里宇t千種小学校 無料

【千種小のHP】
http://www.shiso-
school.net/chikusa-es/

宍粟市立千種小学校
教頭：三木　寿和
0790-76-2012

兵庫県 宍粟市 ② 人権教育実践発表会
ちくさ杉の子こども園、千種小学校、千種中学校が人権に関わ
る保育や授業を公開・人権講演会

11月14日
宍粟市立千種小学校 宍粟市人権教育研究協議会 無料

【千種小のHP】

http://www.shiso-
school.net/chikusa-es/

宍粟市立千種小学校
教頭：三木　寿和
0790-76-2012

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
校合同での文化祭

11月2日 宍粟市立千種小学校
ちくさ杉の子こども園、千種小学校、千
種中学校、千種校等学校

無料
【千種中のHP】
http://www.shiso-
school.net/chikusa-jhs/

宍粟市立千種中学校
教頭：眞嶋　弘行
0790-76-2003

兵庫県 宍粟市 ② 人権教育実践発表会
ちくさ杉の子こども園、千種小学校、千種中学校が、人権にか
かる保育、授業の公開し、その後千種小学校において人権講
演会を行います。

11月14日 宍粟市立千種中学校 宍粟市立千種中学校 無料
【千種中のHP】
http://www.shiso-
school.net/chikusa-jhs/

宍粟市立千種中学校
教頭：眞嶋　弘行
0790-76-2003

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール 公開授業 11月5日～8日 宍粟市立山崎西中学校 宍粟市立山崎西中学校 無料
【山崎西中のHP】
http://www.shiso-
school.net/yamasakinishi-jhs/

宍粟市立山崎西中学校
教頭：西村　潤
0790-62-8206

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 第36回文化祭 合唱コンクール・吹奏楽演奏他 11月9日 山崎文化会館 宍粟市立山崎西中学校 無料
【山崎西中のHP】
http://www.shiso-
school.net/yamasakinishi-jhs/

宍粟市立山崎西中学校
教頭：西村　潤
0790-62-8206

兵庫県 宍粟市 ② 文化祭 合唱コンクールや吹奏楽部の演奏等 11月2日 宍粟市立山崎南中学校 宍粟市立山崎南中学校 無料
【山崎南中のHP】
http://www.shiso-
school.net/yamasakiminami-jhs/

宍粟市立山崎南中学校
教頭：伊野　克実
0790-62-0461

兵庫県 宍粟市 ② お茶会 茶道教室、料理教室 11月14日 宍粟市立山崎南中学校 宍粟市立山崎南中学校 無料
【山崎南中のHP】
http://www.shiso-
school.net/yamasakiminami-jhs/

宍粟市立山崎南中学校
教頭：伊野　克実
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 11月10日 山崎文化会館 宍粟市立山崎東中学校 無料
【山崎東中のHP】
http://www.shiso-
school.net/yamasakihigashi-jhs/

宍粟市立山崎東中学校
教頭：福本　朗
0790-62-8616

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール 授業公開並びに部活動公開 11月5日～10日 宍粟市立山崎東中学校 宍粟市立山崎東中学校 無料
【山崎東中のHP】
http://www.shiso-
school.net/yamasakihigashi-jhs/

宍粟市立山崎東中学校
教頭：福本　朗
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 11月2日 宍粟市立一宮南中学校 宍粟市立一宮南中学校 無料
【一宮南中のHP】
http://www.shiso-
school.net/ichinomiyaminami-jhs/

宍粟市立一宮南中学校
教頭：谷川　和重
０７９０－７２－０６０７

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール 授業公開・部活動参観・給食試食会等 11月6日～11月8日 宍粟市立一宮南中学校 宍粟市立一宮南中学校 無料
【一宮南中のHP】
http://www.shiso-
school.net/ichinomiyaminami-jhs/

宍粟市立一宮南中学校
教頭：谷川　和重
０７９０－７２－０６０７

兵庫県 宍粟市 ② 教育講演会 スマホやネットとの適切なつきあい方についての講演会 11月26日 宍粟市立一宮南中学校 宍粟市立一宮南中学校 無料
【一宮南中のHP】
http://www.shiso-
school.net/ichinomiyaminami-jhs/

宍粟市立一宮南中学校
教頭：谷川　和重
０７９０－７２－０６０７

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール 公開授業・地域に学ぶ体験活動・福祉体験・文化祭 １１月１日、4日 宍粟市立一宮北中学校 宍粟市立一宮北中学校 無料
【一宮北中のHP】
http://www.shiso-
school.net/ichinomiyakita-jhs/

宍粟市立一宮北中学校
教頭：平田　新二
0790-74-0019

兵庫県 宍粟市 ② 情報教育講演会
篠原嘉一氏による小中児童生徒、保護者、地域住人向け情報
教育講演会

11月12日 宍粟市立一宮北中学校 宍粟市立一宮北中学校 無料
【一宮北中のHP】
http://www.shiso-
school.net/ichinomiyakita-jhs/

宍粟市立一宮北中学校
教頭：平田　新二
0790-74-0019

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 10月28日～11月2日 宍粟市立波賀中学校 宍粟市立波賀中学校 無料
【波賀中のHP】
http://www.shiso-school.net/haga-
jhs/

宍粟市立波賀中学校
教頭：城内　泰郎
0790-75-2015

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6日～8日 宍粟市立千種中学校 宍粟市立千種中学校 無料
【千種中のHP】
http://www.shiso-
school.net/chikusa-jhs/

宍粟市立千種中学校
教頭：眞嶋　弘行
0790-76-2003

兵庫県 宍粟市 ③ 播磨 山崎 本多まつり
山崎城跡地の本多公園において山崎藩本多家
の歴史イベントが行われます。甲冑着付体験等、
様々な体験活動に参加します。

11月4日
本多公園（山崎城本丸跡）
駐車場

山崎本多まつり実行委員会
【しそう森林王国観光協会のHP】
http://www.shiso.or.jp/event/?id=3
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しそう森林王国観光協会
0790-64-0923

兵庫県 宍粟市 ②
山崎高等学校
オープンスクール

開催期間中、授業参観・部活動見学等を行っています。 11月5日～11日 兵庫県立山崎高等学校 兵庫県立山崎高等学校 無料
【兵庫県立山崎高等学校HP】
http://dmzcms.hyogo-
c.ed.jp/yamasaki-hs/htdocs/

兵庫県立山崎高等学校
0790—62-1730

兵庫県 宍粟市 ① 山学祭
県立山の学校の山学祭に本校森林環境科学科生徒が
参加し、木工作品を販売します。

11月9日 兵庫県立山の学校 兵庫県立山の学校
【兵庫県立山の学校HP】
http://www.seishonen.or.jp/yamano
gakkou/katudounaiyou.html

兵庫県立山の学校
0790-62-8088

兵庫県 宍粟市 ①②
最上山もみじ祭りでの
山高街の駅の出店

最上山もみじ祭りに山高街の駅を出店します。
ゆずしそしょうゆをはじめ、カップケーキ等の
スイーツや木工作品等を販売する予定です。

11月23日
最上山公園
弁天池駐車場

しそう森林王国観光協会
【しそう森林王国観光協会のHP】
www.shiso.or.jp/event/?id=321

しそう森林王国観光協会
0790-64-0923

兵庫県 宍粟市 ①② 第3回 高校生レストラン

本校生活創造科3年栄養選択生徒14名が学び得た
知識・技術を駆使して健康的な献立を作成し、調理
したモーニング(400円)・ランチ(700円コーヒー付き)を
提供します。(電話予約も受け付けています。）

11月28日
兵庫県立山崎高等学校
特別教室棟　1階
調理実習室及び試食室

兵庫県立山崎高等学校

【兵庫県立山崎高等学校のHP】
http://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/
yamasaki-hs/htdocs/
index.php?page_id=0
【宍粟市のHP】
http://www.city.shiso.lg.jp/

兵庫県立山崎高等学校
0790—62-1730

兵庫県 宍粟市 ③ いちのみやふるさとまつり
手作りお菓子の販売や、美術部作品展示の他、ステージでは
よさこい踊りを披露します。

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（探究）の時間発表
会

総合的な学習（探究）の時間に取り組んだ体験講座（太鼓、ダ
ンス、よさこい、ESSなど）の成果を発表します。

11月23日 県立伊和高等学校 兵庫県立伊和高等学校 無料
県立伊和高等学校
0790-72-0240

兵庫県 宍粟市 ②
千種町園小中高合同ふれあい文
化祭

宍粟市千種町内のこども園、小学校、中学校、高等学校の園
児・児童・生徒が合同で文化祭（演劇、合奏、合唱、ダンス等）
を行います。

11月2日 宍粟市立千種小学校
千種町園小中高連携一貫教育推進委
員会

無料
県立千種高等学校
0790-76-2033

兵庫県 宍粟市 ①②
高校生ふるさと貢献活動　ボラン
ティア

山楽祭にて、特産品販売を行います。 11月9日 県立山の学校 県立山の学校
県立相生産業高等学校
0791-22-0595

地域の特産物を活かして、相生
産業高校の生徒が新しく開発し
た商品を販売します。

兵庫県 宍粟市 ② オープンスクール 県立千種高等学校の授業を一般公開します。 11月19日～22日 県立千種高等学校 県立千種高等学校 無料
【県立千種高等学校ＨＰ】
http://www.chikusa-hs.jp/

県立千種高等学校
0790-76-2033

兵庫県 新温泉町 ② オープンスクール
地域・関係機関の方に来ていただき、園理解を深めていただき
ます。

10月17日～18日
新温泉町立
ゆめっこ認定こども園

新温泉町立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 ② お楽しみ発表会 園児の生活や成長の様子を見ていただきます。 11月30日
新温泉町立
ゆめっこ認定こども園

新温泉町立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 ② 収穫祭 地域の方々と秋の収穫を祝って、収穫祭を行います。 10月中旬
新温泉町立
浜坂認定こども園

新温泉町立浜坂認定こども園 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 ①
一人暮らしの方々との
交流会

一人暮らしの方と園児との交流会を行います。 11月7日 ユートピア浜坂
新温泉町
社会福祉協議会・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 オープンスクール 保護者・地域の方々に園児の様子を公開します。 11月21日～22日
新温泉町立
浜坂認定こども園

新温泉町立浜坂認定こども園 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 ① もちつき会 もちつき会を通して、祖父母と園児との交流を深めます。
12月12日 新温泉町立

浜坂認定こども園
新温泉町立浜坂認定こども園 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 オープンスクール
保護者や地域、関係機関の方々に園児の様子を見ていただ
き、知っていただきます。

11月7日～8日
新温泉町立
大庭認定こども園

新温泉町立大庭認定こども園 無料
新温泉町立大庭認定こども園
0796-82-1239
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兵庫県 新温泉町 ① 祖父母交流会
祖父母との交流会で園児の様子を見ていただいたり、一緒に
遊んだりします。

11月22日
新温泉町立
大庭認定こども園

新温泉町立大庭認定こども園 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 ① 子育て支援センターとの交流会
子育て支援センター利用の親子がこども園との園児と交流をし
ます。

11月14日
新温泉町立
大庭認定こども園

新温泉町立大庭認定こども園 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 ① まちの子育て広場
豊岡保健福祉事務所派遣の保健師による保護者の健康チェッ
クと子育て相談を行います。

11月21日
新温泉町立
大庭認定こども園

新温泉町立大庭認定こども園 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 ③ 新温泉町町民文化祭
認定こども園・小学校・中学校の絵画や書道作品、および町民
の生涯学習の成果作品などを展示します。

11月1日～4日
新温泉町
多目的集会施設及び町民セン
ター

新温泉町教育委員会 無料
【新温泉町教育委員会のHP】
https://www.town.shinonsen.hyogo.j
p/

新温泉町教育委員会浜坂公民館
0796-82-4339
温泉公民館0796-92-1870

兵庫県 新温泉町 ② 祖父母参観日 祖父母とふれあいの機会をもちます。 12月18日
新温泉町立
ゆめっこ認定こども園

新温泉町立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 ② 獅子舞パレード 地域のまつりに参加し、獅子舞、神輿でパレードをします。 10月15日
地域の広場
(郵便局前広場)

私立明星認定こども園 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 体験したこと、考えたこと等を言葉で表現し発表します。 12月14日
明星認定こども園
遊戯室

私立明星認定こども園 無料
私立明星認定こども園
0796-82-4831

兵庫県 新温泉町 ②
教育講演会
（オープンスクール）

教育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。

10月24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の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
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。

10月25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の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
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16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の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
PTA人権講演会
（オープンスクール）

人権授業参観と、講師を招聘しての人権についての講演会を
行います。

10月5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の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
日頃の学習成果や児童の生活を地域及び保護者に公開しま
す。

10月29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の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16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の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 ＰＴＡ人権講演会 講師を招聘し、様々な人権課題についてのお話を聞きます。 10月18日 新温泉町立浜坂東小学校 新温泉町立浜坂東小学校PTA 無料
【新温泉町立浜坂東小学校の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 保護者・地域住民への学校公開を行います。
10月31日，
11月1日～3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の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 校内マラソン大会
低・中・高学年ごとに走る様子を関係者・地域住民に公開しま
す。

11月1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の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
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3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の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18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の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1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の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の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 授業公開を実施します。 10月24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の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 人権参観日、引き渡し訓練を実施します。 10月25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の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
午前に学習発表会を行います。
午後に親子ふれあいイベントを行います。

11月16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の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。

10月23日～25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の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14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の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。 10月31日～11月1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の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 焼き芋大会 全園児でサツマイモを焼いて収穫祭を行います。 10月上旬
新温泉町立ゆめっこ認定こども
園

新温泉町立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 ②
文化祭 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体育
館

新温泉町立夢が丘中学校 無料
【新温泉町立夢が丘中学校のHP】
http://www.shinonsen-
kyouiku.jp/yumegaoka-jh/

新温泉町立夢が丘中学校
0796-92-1090

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 オープンスクール
授業参観を中心に学校生活全般を地域・保護者に公開しま
す。

10月21日～26日 新温泉町立浜坂中学校 新温泉町立浜坂中学校 無料
【新温泉町立浜坂中学校】
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 ③ 文化祭
生徒たちが練り上げたステージ発表（舞台・展示）・吹奏楽部の
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27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】
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12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】
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 県民芸術劇場 優れた舞台芸術を身近に鑑賞し、参加・体験します。 11月15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】
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 オープンスクール 校内見学・授業見学できます 11月1日 浜坂高等学校 浜坂高等学校 無料
【県立浜坂高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~hamasaka-hs/

浜坂高等学校事務室
0796-82-3174

兵庫県 新温泉町 ② オープンスクール 校内見学・授業見学できます １１月５日～７日 浜坂高等学校 浜坂高等学校 無料
【県立浜坂高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~hamasaka-hs/

浜坂高等学校事務室
0796-82-3174

兵庫県 新温泉町 ② 教育講演会 講師　稲田尚久氏　アンガーマネジメントについて 11月6日 浜坂高等学校 浜坂高等学校 無料
【県立浜坂高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~hamasaka-hs/

浜坂高等学校事務室
0796-82-3175

午後体育館の予定
参加の場合はお問い合わせくだ
さい

兵庫県 新温泉町 ①
新温泉町
青少年育成町民大会

新温泉町内の学校・地域などの団体が日ごろ実践している青
少年の健全育成の取り組みなど発表、また講演会なども開催
します。

11月9日
新温泉町
多目的集会施設

新温泉町
教育委員会

無料
【新温泉町教育委員会のHP】
https://www.town.shinonsen.hyogo.j
p/

新温泉町教育委員会
生涯教育課
0796-82-5629

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、「山・木・森」をテーマにした遊び
を展開します。

11月19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 オープンデー並びにミニ作品展
保護者・地域の方々に保育を公開します。その際に、個人の絵
画・工作やテーマに合わせて製作した共同作品の展示をしま

11月15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 オープンスクール
保護者・地域の方々・関連機関の方に学校に来ていただき、授
業公開の他、普段の教育活動を見ていただきます。学校の取り
組みを発信し、ご意見を傾聴し、学校改善を図ります。

10月31日～11月1日 洲本第一小学校 洲本市立洲本第一小学校 無料
洲本第一小学校
0799-22-4474

兵庫県 洲本市 ② 情報モラル教室
専門家招聘による情報モラル教室の実施により、親子で情報
モラルへの知識・関心を踏まめます。

10月31日 洲本第一小学校 洲本第一小学校PTA 無料
洲本第一小学校
0799-22-4474

兵庫県 洲本市 ② 地域合同防災訓練
本校の立地条件から地域全体で津波に対する簿言う再意識を
高める必要があります。有事に備え、顔の見える、地域と連携
した防災教育に取り組みます。

10月31日 洲本第一小学校 洲本市立洲本第一小学校 無料
洲本第一小学校
0799-22-4474

兵庫県 洲本市 ② 道徳・人権授業公開
全学年で行われている発達段階に応じた道徳・人権の授業を
公開し、いじめのない社会、l心豊かな子どもの育成のため地
域と課題や思いを共有します。

10月31日～11月1日 洲本第一小学校 洲本市立洲本第一小学校 無料
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 保護者や地域の方々に授業を公開します。 10月31日～11月1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 2・3校時の授業と休み時間の様子を公開します。 11月14～15日 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.j
p/daisansy/

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16日 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.j
p/daisansy/

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

授業参観（道徳・情報活用・授業改善等）　人権講演会（講師は
パラリンピック代表　宇城　元氏）　洲本の活性化について社会
人講師活用授業
保護者とのスポーツ交流

10月23～25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 ③ 音楽集会
11月5日3・4時間目　全校音楽集会を行います。全学年が学習
した楽曲を演奏または斉唱します。

11月6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/sh
owDetail.do

洲本市立大野小学校
0799-22-0710

兵庫県 洲本市 ③ オープンスクール
11月14日・15日、18日・19日、オープンスクールを実施します。
19日3・4時間目　小学生のための寄席鑑賞会「落語」「南京玉
すだれ」「太神楽」を実施します。

11月14～15、18～19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/sh
owDetail.do

洲本市立大野小学校
0799-22-0711

兵庫県 洲本市 ② 防災マップづくり
地域の方々と児童がまち歩きをし、その後防災マップを完成さ
せます。

10月5日 洲本市立由良小学校 洲本市立由良小学校 無料
洲本市立由良小学校
0799-27-0049

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。 12月3日 洲本市立由良小学校 洲本市立由良小学校 無料
洲本市立由良小学校
0799-27-0049

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31日～11月2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 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16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16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 授業参観および音楽集会、連合音楽会参加学年の披露 10月31日,11月1日 都志小学校 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 オープンスクール 授業公開を実施します。 10月31日～11月2日 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/sh
owDetail.do

洲本市立鮎原小学校
0799-32-0009

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 洲本市 ② 教育講演会
車椅子生活を送る小西達也氏による歌やお話のある講演会で
す。

11月1日 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/sh
owDetail.do

洲本市立鮎原小学校
0799-32-0009

兵庫県 洲本市 ③ 異文化交流会
海外アーティストによるパフォーマンスや母国紹介などをし、交
流を深めます。

10月7日 鮎原小学校
洲本市立鮎原小学校
Awaji Art Circus

無料

【鮎原小学校のHP】
http://sumoto.aw-
ansin.net/ansin/user/2002/blog/sh
owDetail.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 保護者や地域に授業を公開する。
11月14日
　　　15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」（人権）
講師　交渉中

11月15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 食育推進事業
自立に向けた健やかな身体育成を目指し、その学びの過程を
発表することにより、食教育の振興に資する。

11月26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 オープンスクール
保護者や地域の方々に授業を自由にご覧いただきます。また、
保護者・地域と共に地域防災活動を行います。

11月15～16、18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 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」を行います。

11月29～30日 洲本市立堺小学校 洲本市立堺小学校 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。 11月1日 洲本市立洲浜中学校 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 ① 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 青雲中学校 洲本市立青雲中学校 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 文化発表会
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。

10月26日 洲本市立由良中学校 洲本市立由良中学校 無料
 【由良中学校のHP】
http://www.edu.city.sumoto.hyogo.j
p/yurajh/

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7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.j
p/yurajh/

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 日曜日に学校を公開します。防災訓練を実施します。 11月17日 洲本市立安乎中学校 洲本市立安乎中学校 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日は文化祭を実施し、クラス
合唱や各教科の展示、文化部の活動を披露します。5日・7日
は、オープンスクールとして授業を公開する予定です。

11月5～7日 五色中学校 洲本市立五色中学校 無料
洲本市立五色中学校
0799-35-0316

兵庫県 洲本市 ② 文化鑑賞会 淡路人形浄瑠璃鑑賞 12月13日 洲本高校体育館 兵庫県立洲本高校 無料
兵庫県立洲本高校
0799(22)1550

兵庫県立洲本高校保護者のみ
参加可能

兵庫県 洲本市 ② 文化祭 模擬店と展示、文化部の発表があります。 11月1日 県立洲本高等学校 県立洲本高等学校定時制 無料
【県立洲本高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~sumoto2-hs/

県立洲本高等学校定時制
0799-22-1550

兵庫県 洲本市 ② 小高連携いきいき授業 地元小学校へ出かけていき「工作教室」を実施します。 10月23日 洲本市立加茂小学校 県立洲本実業高等学校 無料 0799-22-1240
兵庫県 洲本市 ② 初心者対象パソコン教室 本校生徒が初心者の方にパソコンの操作方法を指導します。 11月毎水曜日 洲本市総合福祉会館 県立洲本実業高等学校 無料 0799-22-1240

兵庫県 洲本市 ② 文化祭
文化部の活動発表、合唱コンクール、展示、バザー、お茶会な
どを保護者や地域住民に公開します。

11月14日～15日 県立洲本実業高等学校 県立洲本実業高等学校 無料 0799-22-1240

兵庫県 洲本市 ① 洲本市公民館まつり 茶道部の生徒が来場者に呈茶を行います。 11月下旬 洲本市中央公民館 洲本市中央公民館 0799-22-1240

兵庫県 洲本市 ②
県立あわじ特別支援学校　学習
発表会

舞台発表、作品展、販売学習を通じて日頃の学習の成果を発
表します。

11月16日
県立あわじ特別
支援学校体育館

県立あわじ
特別支援学校

無料
【あわじ特別支援学校HP】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~awajitoku-sn/

県立あわじ
特別支援学校
0799-22-1766

兵庫県 太子町 ②
祖父母参観・元気っこまつり
（オープンスクール）

祖父母と一緒に遊んだり、バザーに参加したりします。 11月12日 太田幼稚園
太田幼稚園
ＰＴＡ

太子町立太田幼稚園
079-276-2049

兵庫県 太子町 ②
オープンスクール（祖父母参観
日・講演会）

日頃の幼児の姿を参観していただき、遊びを通して祖父母と触
れ合う。講演会ではＮＴＴドコモの「スマホ・ケータイ安全教室」を
開催する。

10月17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
tel 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26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
学校南側にある総合公園内をコースにし、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 音楽学習発表会 普段の音楽学習の成果を，保護者等に発表する。 10月18日 太子町立太田小学校体育館 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

オープンスクール(学校公開)を行います。
・公開授業
・しょう油出前授業、サイエンストライヤル
・教育講演会（情報モラル）
・手話体験

11月28日・29日・30日 太子町立石海小学校 太子町立石海小学校 無料
【太子町教育委員会のHP】
http://www.town.hyogo-
taishi.lg.jp/gakkou/index.html

太子町立石海小学校
079-276-1132

兵庫県 太子町 ②
合唱コンクール（オープンスクー
ル）

各学年で学級対抗の課題曲・自由曲の合唱によるコンクールを
行います。

10月31日 太子町立太子西中学校　体育館 太子町立太子西中学校 無料
太子町立太子西中学校
079-276-0104

兵庫県 太子町 ② 文化祭（オープンスクール）
各学年の代表学級による合唱，吹奏楽部演奏，文化部作品展
示，その他を実施します。

11月1日 太子町立太子西中学校　体育館 太子町立太子西中学校 無料
太子町立太子西中学校
079-276-0104

兵庫県 太子町 ② トライやる・ウィーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。 11月11日～15日 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 ①② 防災訓練
太子町の自治会と防災関係機関と合同で防災訓練を行いま
す。

10月27日
太子町立
石海小学校

太子町 無料
太子町役場
079-277-1010

兵庫県 太子町 ①③ 太子あすかふるさとまつり
斑鳩寺を中心とした地域行事に、生徒・職員・ＰＴＡが参加しま
す。

11月3日
斑鳩寺
太子町文化会館周辺

太子町 無料
太子町役場
079-277-1010

兵庫県 太子町 ①② クリーン作戦 太子町内各所を生徒・職員・ＰＴＡ・地域住民で清掃します。 11月8日 町内各所 兵庫県立太子高等学校 無料
兵庫県立太子高等学校
079-277-0123

兵庫県 太子町 ② 公開授業週間 授業を公開します。 11月11日～15日 兵庫県立太子高等学校 兵庫県立太子高等学校 無料
兵庫県立太子高等学校
079-277-0123

兵庫県 太子町 ② トライやるウィーク
太子西、太子東中学の生徒のトライやるウィークを受入れま
す。

11月11日～14日 兵庫県立太子高等学校 太子町教育委員会 無料
太子町教育委員会
079-277-1016

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 51
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兵庫県 太子町 ③ 学童美術展「
町内幼稚園児、小学校児童、中学校生徒の絵画、書道等の作
品展

11月9日、10日 太子町役場 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 ③ 特別公開「太鼓のお祭り」
日頃は公開していない、「太鼓」を使ったお祭りに関する資料
を、特別公開します。

11月1日～30日 太子町立歴史資料館 太子町立歴史資料館 無料
太子町立歴史資料館
079-277-5100

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9、10、16、17、23、24
日

民俗資料館（太子山公園内） 太子町立歴史資料館 無料
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を１日かけてまわる現地見学
会。

11月10日 太子町内 太子町立歴史資料館
太子町立歴史資料館
079-277-5100

兵庫県 太子町 ③
歴史探検隊「龍田地区の文化財
めぐり」

龍田地区の文化財をまわる現地見学会（午前中のみ）。 11月2日 太子町内（龍田地区） 太子町立歴史資料館
太子町立歴史資料館
079-277-5100

兵庫県 太子町 ③
歴史探検隊「太田地区の文化財
めぐり」

太田地区の文化財をまわる現地見学会（午前中のみ）。 11月30日 太子町内（太田地区） 太子町立歴史資料館
太子町立歴史資料館
079-277-5100

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11日～15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
079-442-0041

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9日 高砂公民館 高砂公民館 無料
高砂市立高砂こども園
079-442-0041

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22日～26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
079-442-0041

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16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
079-442-0041

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29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
079-442-0041

兵庫県 高砂市 ② オープンスクール 保育を公開し、就学前教育への理解を深めます。 11月16日 高砂市立伊保こども園 高砂市立伊保こども園 無料
高砂市立伊保こども園
079-447-1105

兵庫県 高砂市 ② 作品展
こども園児や未就園児（子育て支援授業えがおさん）の絵画や
作品を展示します。

11月16、18～19日 高砂市立伊保こども園 高砂市立伊保こども園 無料
高砂市立伊保こども園
079-447-1105

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を練り歩きおまつりごっこをします。

10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 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7～9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、保護者や地域の方々に園児の活動を見て
もらったり、音楽グループ「イェレコバ」さんをお招きして、楽しく
アフリカ音楽に触れて遊びます。

11月18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 トライやるウィーク
市内の中学2年生に子ども達とのふれあいを通して、保育や働
くことの楽しさを味わったり、一人ひとりが自分の生き方を見つ
けられるようにします

11/11～15 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 ①③ 作品展
4月からの子どもの作品を展示し、子ども自身、保護者、地域で
子どもの育ちを喜び合います。

11/14～16 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 ①③ オープンスクール 日々の保育、保護者、地域に、公開します。 11月16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 日常保育の自由参観です。
11月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 ③ 作品展
0歳児から5歳児までの園児の作品や園での活動を展示しま
す。

11月9～12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 中学生がこども園にて保育体験活動を行います。 11月11～15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 ① 勤労感謝ウォーキング
日ごろお世話になっている地域の方々への感謝を込めてお散
歩します。

11月21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 ① トライやるウィーク 地域の中学生が保育体験活動を行います。 11月11～15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17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20～22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 ラグビー教室 友達と一緒にラグビーを体験し、体を動かす楽しさを学びます。 11月25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。

11月27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
海の環境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28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 親子運動遊び 登園時の30分間を利用して親子で運動遊びを楽しんでいます。 10月31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 ③ 作品展 園児の絵画制作活動の作品を展示します。 11月6日～8日 高砂市立曽根幼稚園遊戯室 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 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8日 高砂市立曽根幼稚園保育室 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、様々な体験活動を実践します。 11月11日～15日
高砂市立曽根幼稚園保育室
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 ③ オープンスクール 保護者や地域の方々に園での活動の様子を公開します。 11月17日
高砂市立曽根幼稚園保育室
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 ③ 幼稚園まつり
育友会活動として、保護者が手作りの遊びコーナーを設定し、
園児親子、地域の方々、未就園児等が一緒にふれあい交流を
楽しみます。

11月20日
高砂市立曽根幼稚園園庭
保育室、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 親子ふれあい体操
親子でふれあいながら体操し、親子で一緒に体を動かす楽しさ
を体感し、運動遊びへの意欲を高め、家庭への啓蒙を図りま

11月23日 高砂市立米田小学校体育館 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 オープンスクール
保護者・地域の方々に学校に来ていただき、学校の取組を見
ていただきます。

10月24～25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
児童生徒、保護者、地域の方々が協力し、校区の清掃を行い
ます。

10月29日 高砂市立高砂小学校区 高砂市立高砂小学校 無料
高砂市立高砂小学校
079-442-2422

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 高砂市 ② 音楽会
保護者・地域の方々に学校に来ていただき、音楽授業の成果
を発表します。

11月9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
児童が学年ごとに持久走を行う様子を保護者や地域の方々に
観覧していただきます。

11月30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・人権講演会
1日学校公開の日とし、講師を招いて人権講演会を実施しま
す。

10月19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
079-442-1951

兵庫県 高砂市 ① 津波一斉避難訓練 津波襲来を想定したｊ避難訓練を実施します。 11月5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
079-442-1951

兵庫県 高砂市 ② 校内音楽会
学年単位で練習の成果を全校児童や校区の園児発表する機
会とします。

11月7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
079-442-1951

兵庫県 高砂市 ② 音楽会 地域・保護者を迎えて練習の成果を披露します。 11月9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
079-442-1951

兵庫県 高砂市 ① 荒井中学校　トライやるウィーク 市内の中学２年生が、職場体験を経験する機会とします。 11月12日～15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
079-442-1951

兵庫県 高砂市 ① 人権教育研究会 人権教育を踏まえた授業づくり等の取組の成果を発表します。 11月21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
079-442-1951

兵庫県 高砂市 ② 伊保っ子コンサート（校内音楽会）
保育園、こども園園児を招いての音楽会を開き交流の場としま
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 伊保っ子コンサート
保護者・地域の方を招いての音楽会を開き、練習の成果を披
露します。

10月26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 オープンスクール
地域へ授業公開をするとともに、外部講師による授業研究を行
います。

11月 7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 ① 校区人権講演会 児童を含む校区住民を対象とした人権講演会を開きます。 11月10日 高砂市中央公民館
高砂市立伊保小学校区
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 中学校体験入学
児童が進学する校区の２中学校における授業や部活動見学を
行います。

11月12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 ② 校区人権講演会
オープンスクールに講師を招き、地域・保護者の方々も参加の
講演会を行います。

11月23日
高砂市立伊保南
小学校　体育館

高砂市立伊保南小学校区人権教育
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 ネットトラブル防止講座
スマホ等携帯端末の正しい使い方を学び、ＳＮＳ等の被害から
身を守ることを学びます。

10月10日
高砂市立
中筋小学校体育館

高砂市立中筋小学校 無料
高砂市立中筋小学校
079-447-0219

オープンスクール

兵庫県 高砂市 ② 中筋校区人権講演会
児童、保護者、地域の方々を対象に、人権意識の高揚をめざし
ます。

10月11日
高砂市立
中筋小学校体育館

中筋小学校区人権
推進委員会

無料
高砂市立中筋小学校
079-447-0219

オープンスクール

兵庫県 高砂市 ②③ ふれあい音楽会 地域・保護者を迎えて練習の成果を披露します。 11月3日
高砂市立
中筋小学校体育館

高砂市立中筋小学校 無料
高砂市立中筋小学校
079-447-0219

兵庫県 高砂市 ② 音楽会 保護者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2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
079-447-0039

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、、車いすダンサーの奈佐誠
司さんによる講演会を開催します。

11月22日 高砂市立曽根小学校
高砂市立曽根小学校区人権教育協議
会

無料
高砂市立曽根小学校
079-447-0040

兵庫県 高砂市 ➁ オープンスクール 保護者・地域の方々へ授業を公開します。 10月17～19日 高砂市立米田小学校 高砂市立米田小学校 無料
高砂市立米田小学校
079-432-3594

兵庫県 高砂市 ➁ ＰＴＡ講演会 児童・保護者対象に講演会を開催します。 10月19日 高砂市立米田小学校 高砂市立米田小学校 無料
高砂市立米田小学校
079-432-3594

兵庫県 高砂市 ➁ 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。 11月16日 高砂市立米田小学校 高砂市立米田小学校 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年生から６年生までの児童が、合唱や合奏を保護者や地域
の方々に披露します。

10月26日 高砂市立米田西小学校　体育館 高砂市立米田西小学校 無料
【米田西小学校のHP】
http://www.takasago.ed.jp/yoneni-

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
２時間目～４時間目（９時３５分～１２時２５分）までの授業を公
開します。

11月21日 高砂市立米田西小学校 高砂市立米田西小学校 無料
【米田西小学校のHP】
http://www.takasago.ed.jp/yoneni-

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、人権講演会も行います。

10月10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2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26日（雨天27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、児童と保
護者がそれぞれに感想を書く取組を行います。

10月2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
地域の方々と共同で、稲の収穫後のため池の水を抜き、タニシ
や魚を捕ります。

10月23日
高砂市北浜町西浜
ひょうたん池

兵庫県東播磨県民局 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2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、稲刈り等を行います。収穫祭では、かま
どで炊いた新米でおにぎりを作るとともに、お世話になった地域
のため方々にため池プロジェクト学習の成果を発表します。

11月28日 高砂市立北浜小学校 兵庫県東播磨県民局 無料
高砂市立北浜小学校
079-254-0139

兵庫県 高砂市 ② 文化祭
学年合唱、演奏会鑑賞、絵画、書写、家庭科作品などの作品
展示会

10月24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 中学生が各事業所において体験活動を行います。 11月11日～15日 市内各事業所 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 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25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23日～25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25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11日～15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 トライやる・ウィーク 中学生が各事業所で体験活動を行います。 11月11日～15日 市内各事業所 高砂市立竜山中学校 無料
高砂市立竜山中学校
079-447-1150
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兵庫県 高砂市 ② 体育大会
保護者や地域住民を招待し、体育行事の発表を見てもらいま
す。

9月14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
保護者や地域住民を招待し合唱や文化的行事の発表を見ても
らいます。

10月11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 オープンスクール
保護者や地域住民に学校を開放し、授業や学校の様子を見て
もらいます。

10月10、11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 小学生体験授業
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 PTA人権講演会 講師を招き、生徒・保護者・教職員向けに講演会を行います。 10月15日 高砂市立松陽中学校体育館 高砂市立松陽中学校PTA 無料
高砂市立松陽中学校
079-447-1942

兵庫県 高砂市 ② オープンスクール
松陽中学校オープンスクールを開催し、広く保護者・地域の
方々に教育活動を公開します。

10月29～30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
079-447-1942

兵庫県 高砂市 ③ 松陽中学校文化祭 文化祭を開催し、生徒の日常の学習の成果を披露します。 10月31日 高砂市立松陽中学校体育館　他 高砂市立松陽中学校 無料
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
中学生が各事業所において将来のキャリア形成に資する体験
活動を行います。

11月11～15日 各事業所 高砂市立松陽中学校 無料
高砂市立松陽中学校
079-447-1942

兵庫県 高砂市 ③ プロから学ぶ創造力育成事業 明珍宗弘さんを招き講演会を開きます。 2月5日 高砂市立松陽中学校体育館 高砂市立松陽中学校 無料
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15日 高砂市立宝殿中学校 高砂市立宝殿中学校 無料
【宝殿中学校の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18日 高砂市立宝殿中学校 高砂市立宝殿中学校 無料
【宝殿中学校の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15～18日 高砂市立宝殿中学校 高砂市立宝殿中学校 無料
【宝殿中学校の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11～15日 市内外各事業所 高砂市立宝殿中学校 無料
【宝殿中学校の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21日 高砂市立宝殿中学校
宝殿中学校
PTA人権教育部

無料
【宝殿中学校の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、ESS部による展示を行います。

10月25日 高砂市立鹿島中学校 高砂市立鹿島中学校 無料
【鹿島中学校の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25日 高砂市立鹿島中学校 高砂市立鹿島中学校 無料
【鹿島中学校の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11～15日 高砂市内事業所 高砂市立鹿島中学校 無料
【鹿島中学校の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 オープンハイスクール
近隣の中学生を対象に、本校の魅力ある教育活動を体験して
もらう。

11月6～7日 高砂南高校 高砂南高校 無料
【県立高砂南高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~takaminami-hs/

兵庫県立高砂南高等学校
079-443-5900

兵庫県 高砂市 ① 人権講演会
日弁連の副会長である白承豪（ペク・スンホ）氏を講師にお迎え
して、「差別のない日本社会へ向けて」をテーマにご講演してい
ただきます。

11月11日 高砂南高校　体育館 高砂南高校 無料
【県立高砂南高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~takaminami-hs/

兵庫県立高砂南高等学校
079-443-5900

兵庫県 高砂市 ② 小高連携事業
伊保南小学校5年生2クラス対象に生活文化科の1年生がミシ
ンの使い方などの基礎的な指導を行います。

11月上旬
市立伊保南小学校
家庭科室

県立松陽高等学校 無料
【県立松陽高等学校】
http://dmzcms.hyogo-
c.ed.jp/shoyo-hs/htdocs/

県立松陽高等学校
079-447-4021

兵庫県 高砂市 ② 高校生による食育講座
生活文化科3年生の課題研究食物班選択者が、希望する市内
の小学生親子対象に「野菜摂取の促進」をテーマに調理実習
を含む講座を開催します。

11月3日
県立松陽高等学校
調理室

県立松陽高等学校 無料
【県立松陽高等学校】
http://dmzcms.hyogo-
c.ed.jp/shoyo-hs/htdocs/

県立松陽高等学校
079-447-4021

兵庫県 高砂市 ② 交通安全指導
交通安全指導の一環で、校門前で生徒、保護者、職員で声掛
け挨拶を行います。

11月19日 県立松陽高等学校 県立松陽高等学校生徒会 無料
【県立松陽高等学校】
http://dmzcms.hyogo-
c.ed.jp/shoyo-hs/htdocs/

県立松陽高等学校
079-447-4021

兵庫県 高砂市 ② ふれあい育児体験
曽根幼稚園4,5歳児を対象に、生活文化科2年生が製作した手
作りおもちゃで遊ぶ体験学習を行います。

11月25日
市立曽根保育園
園庭

県立松陽高等学校 無料
【県立松陽高等学校】
http://dmzcms.hyogo-
c.ed.jp/shoyo-hs/htdocs/

県立松陽高等学校
079-447-4021

兵庫県 高砂市 ② 交通安全指導
交通安全指導の一環で、校門前で生徒、保護者、職員で声掛
け挨拶を行います。

11月26日 県立松陽高等学校 県立松陽高等学校生徒会 無料
【県立松陽高等学校】
http://dmzcms.hyogo-
c.ed.jp/shoyo-hs/htdocs/

県立松陽高等学校
079-447-4021

兵庫県 高砂市 ② 松の子本舗 　
12月14,15日
12月21,22日

山陽電車伊保駅前
商店街

本校
伊保駅商工会
高砂商工会議所等共催

無料
【県立松陽高等学校】
http://dmzcms.hyogo-
c.ed.jp/shoyo-hs/htdocs/

県立松陽高等学校
079-447-4021

兵庫県 多可町 ② オープンスクール
保護者、地域に向けて授業並びに児童の学校生活を公開しま
す。

10月30日 多可町立中町南小学校 多可町立中町南小学校 無料
【中町南小学校のHP】
https://www.town.taka.lg.jp/minami
sho/

多可町立中町南小学校
0795-32-0011

兵庫県 多可町 ② 漢字検定
PTA文化教養部主催行事。中町南小学校児童並びに保護者
へ参加を呼びかけます。

10月26日 多可町立中町南小学校 多可町立中町南小学校PTA 無料
【中町南小学校のHP】
https://www.town.taka.lg.jp/minami
sho/

多可町立中町南小学校
0795-32-0011

兵庫県 多可町 ③ 多可町子ども芸術展
幼稚園・小学校・中学校、特別支援学校の絵画や書道の作品
を展示します。

11月2日～3日 多可町立中町南小学校 多可町教育委員会 無料
【多可町のHP】
https://www.town.taka.lg.jp/

多可町教育委員会
0795-32-2395

兵庫県 多可町 ② マラソン大会
保護者地域の方々の応援の元、全校児童参加による大会を開
催します。

11月29日 多可町立中町南小学校 多可町立中町南小学校 無料
【中町南小学校のHP】
https://www.town.taka.lg.jp/minami
sho/

多可町立中町南小学校
0795-32-0011

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19日
中町北小学校
 のぎく療育園

多可町立中町北小学校 無料
【中町北小学校のHP】
https://www.town.taka.lg.jp/nakakit

多可町立中町北小学校
0795(32)0012
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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。

11月30日 中町北小学校 多可町立中町北小学校 無料
【中町北小学校のHP】
https://www.town.taka.lg.jp/nakakit

多可町立中町北小学校
0795(32)0012

兵庫県 多可町 ②
オープンスクール・おもいやり集
会

保護者・地域の方に教育活動を公開し、全校生で「友達」や人
権について考えます。

10月30日 多可町立松井小学校 多可町立松井小学校 無料
多可町立松井小学校
0795-35-0001

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、地域の皆様に学習
や学校生活の様子を参観いただきます。「子ども伝統文化わく
わく体験教室(生け花体験）」や「おなか元気教室」など外部の
講師による授業も開催します。

11月1日 多可町立杉原谷小学校 多可町立杉原谷小学校 無料
【杉原谷小学校のHP】
https://www.town.taka.lg.jp/sugisyo
u/

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PTA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19日 八千代小学校 多可町立八千代小学校 無料
【八千代小学校の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 ② マラソン大会
児童が、学年ごとにマラソンをします。保護者の方、地域の方
の応援や、観察員として運営協力をしていただきます。

11月29日 八千代小学校 多可町立八千代小学校 無料
【八千代小学校の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 ② オープンスクール 朝の会から終わりの会までの学校の１日中を公開します。 10月3日～4日 多可町立中町中学校 多可町立中町中学校 無料
【中町中学校のHP】
https://www.town.taka.lg.jp/naka-
jhs/

多可町立中町中学校
0795(32)0009

兵庫県 多可町 ② 文化祭 合唱コンクール・全校合唱・有志によるダンス等を行います。 11月9日 多可町文化会館 多可町立中町中学校 無料
【中町中学校のHP】
https://www.town.taka.lg.jp/naka-
jhs/

多可町立中町中学校
0795(32)009

兵庫県 多可町 ② 文化祭
校内のかみｉｎｇホールに美術科・家庭科の作品、総合の新聞を
展示します。

11月4日 加美中学校 加美中学校 無料
【加美中学校の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、4日 多可町立八千代中学校 多可町立八千代中学校 無料
【八千代中学校のHP】
https://www.town.taka.lg.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4日 多可町立八千代中学校 多可町立八千代中学校 無料
【八千代中学校のHP】
https://www.town.taka.lg.jp/yachiyo
-jr-hi/

多可町立八千代中学校
0795(37)0049

兵庫県 多可町 ②③ ふるさと産業展
ステージにおいて「播州織ファッション・ショー」、ブースにて作品
展示、小物販売等を行います。

11月4日 中区グラウンド 多可町 無料
西脇高校
0795-22-3566

兵庫県 多可町 ③
タイ王国生徒とのさよならパー
ティ

   タイ王国から来日した生徒のさよならパーティを開きます。タ
イの生徒がタイダンスなど、様々な出し物を披露する予定で

11月16日
多可高校
多目的ホール

兵庫県立多可高等学校
兵庫県立多可高等学校
0795-32-3214

　参加者には、パーティ費用を
いただきます。

兵庫県 多可町 ①③ 生き方講演会
様々な分野の方から、いのちの大切さについてなどの「生き方」
について、講演していただく予定です。

11月20日 ベルディーホール 兵庫県立多可高等学校 無料
兵庫県立多可高等学校
0795-32-3214

兵庫県 多可町 ①
令和元年度ＰＴＣＡ活動支援事業
多可町研究大会（多可町ＰＴＣＡ
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
を開催します。

11月16日 中コミュニティプラザ 多可町PTA協議会 無料
【多可町教育委員会の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８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8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
【多可町教育委員会の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 中コミュニティプラザ 多可町教育委員会 無料
【多可町教育委員会の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 宝塚市 ② オープンスクール 保育参観及び保護者の保育参加を通して園を公開します 11月20日～22日 宝塚市立西谷認定こども園 宝塚市立西谷認定こども園 無料
宝塚市立西谷認定こども園
0797-91-0320

兵庫県 宝塚市 ① 未就園児教室「パピープラブ」
講師や園職員によるふれあい遊び、歌遊び、パネルシアターな
どを行います。

11月7日 宝塚市立良元幼稚園遊戯室 宝塚市立良元幼稚園 無料
宝塚市立良元幼稚園
0797-72-0296

在園児や地域の未就園児対象

兵庫県 宝塚市 ② こはまっこうんどうかい
今年は、子どもたちが興味をもっている宇宙に夢を広げてつくり
出した遊びをもとに、様々な表現や競技、演技を発表します。
オープニングのこはまっこ太鼓も頑張ります。

11月2日 宝塚市立小浜幼稚園 宝塚市立小浜幼稚園 無料
宝塚市立小浜幼稚園
0797-87-3635

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きます。また、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、小浜幼
稚園の教育に関心をもっていただきます。

11月26日,27日,29日 宝塚市立小浜幼稚園 宝塚市立小浜幼稚園 無料
宝塚市立小浜幼稚園
0797-87-3635

兵庫県 宝塚市 ② オープンスクール
園児が工夫したり挑戦したりしている秋の遊びを保護者や地域
の方も一緒に楽しみます。

11月19日・21日 宝塚市立宝塚幼稚園 宝塚市立宝塚幼稚園 無料
【宝塚幼稚園のHP】
https://cms.takarazuka.ed.jp/weblo
g/index.php?id=k_takara

宝塚市立宝塚幼稚園
0797-84-5451

兵庫県 宝塚市 ② 秋フェスタ
子どもたちが考えつくり上げてきた遊びに、一緒に参加してい
ただきます。

11月29日,12月3日～4日
宝塚市立長尾幼稚園
園舎及び園庭

宝塚市立長尾幼稚園 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
子ども達が考えてきた遊びに、未就園児・保護者・小学生・地域
の方が参加します。普段の園生活も公開します。

11月21日～22日
宝塚市立仁川幼稚園
園庭・保育室

宝塚市立仁川幼稚園 無料
宝塚市立仁川幼稚園
0798-51-7871

兵庫県 宝塚市 ② にがわっこランド
３つのコーナーの遊びの中から自分の遊びたい遊びに参加し
ます。３つの遊びには、英語の先生・体操の先生・お母さん先
生が講師となり、様々な人とのつながりを深めます。

11月27日
宝塚市立仁川幼稚園
遊戯室・保育室

宝塚市立仁川幼稚園 無料
宝塚市立仁川幼稚園
0798-51-7871

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交流
も行います。

11月13,14日 宝塚市立西山幼稚園 宝塚市立西山幼稚園 無料
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
・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14～15日 宝塚市立末成幼稚園 宝塚市立末成幼稚園 無料
【末成幼稚園のHP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog
/index.php?id=k_suenari

宝塚市立末成幼稚園
0797-71-7865

兵庫県 宝塚市 ② オープンスクール 秋の自然を感じて遊ぶ園児の生活を公開します。 11月21～22日 宝塚市立安倉幼稚園 宝塚市立安倉幼稚園 無料
宝塚市立安倉幼稚園
0797-86-6570

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12～14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
【中山五月台幼稚園のHP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog
/index.php?id=k_satuki

宝塚市立中山五月台幼稚園
0797-89-5413

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13～15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

兵庫県 宝塚市 ①② 情報講座
警察の方を講師としてお招きし、児童、保護者に向けて情報モ
ラルについての講座をしていただきます。

11月20日 宝塚市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
0797-88-6492

兵庫県 宝塚市 ① クリーン作戦 学校周辺の掃除を地域の方と一緒にします。 11月21日 宝塚市中山桜台小学校周辺 宝塚市立中山桜台小学校 無料
宝塚市立中山桜台小学校
0797-88-6492

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
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兵庫県 宝塚市 ② 防災ウォークラリー
４年生が防災学習の一環として地域の防災に関わる公園や公
民館を見学していきます。地域、保護者の方といっしょに活動し

10月17日 良元小学校校区 良元小学校 無料
宝塚市立良元小学校
0797-71-5511

兵庫県 宝塚市 ② 親子人権参観授業
人権をテーマにした授業参観です。保護者の方も参加し、子ど
もたちといっしょに考えていきます。

10月28日　11月5日 良元小学校 良元小学校 無料
宝塚市立良元小学校
0797-71-5511

兵庫県 宝塚市 ② 図工展 児童の作品を体育館に展示します。 1月23～25日 良元小学校 良元小学校 無料
宝塚市立良元小学校
0797-71-5511

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をおこないます。 10月21日,23日,25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28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 Ｂブロック運動協議会 Bブロック7校の6年生が陸上の競技を行います。 10月24日 宝塚市立スポーツセンター 市内体育担当者会 無料

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。

10月16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
12日は普段の授業の公開、13日は一小まつり（縦割り活動）を
公開します。

12月12日～13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 運動会 児童の表現運動、走種目、団体競技 10月12日 宝塚市立小浜小学校運動場 宝塚市立小浜小学校 無料
【小浜小学校のHP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog
/index.php?id=e_kohama

宝塚市立小浜小学校
0797-87-0296

兵庫県 宝塚市 ③ 音楽会 児童の合唱、合奏 11月23日 宝塚市立小浜小学校運動場 宝塚市立小浜小学校 無料
【小浜小学校のHP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog
/index.php?id=e_kohama

宝塚市立小浜小学校
0797-87-0296

兵庫県 宝塚市 ② 音楽会、オープンスクール
日頃の音楽学習の成果を発表します。各学年の歌唱や器楽な
どの表現を、保護者や地域の方々に鑑賞していただきます。

11月14日,16日 宝塚市立宝塚小学校 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 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校時には人権参観授
業も行います（23日は低学年、24日は高学年で実施します）。

10月23日～24日 宝塚市立長尾小学校 宝塚市立長尾小学校 無料
【長尾小学校HP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog
/index.php?id=e_nagao

宝塚市立長尾小学校
0797-88-2031

兵庫県 宝塚市 ② 音楽会 音楽の発表会 11月22日 宝塚市立長尾小学校体育館 宝塚市立長尾小学校 無料
【長尾小学校HP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog
/index.php?id=e_nagao

宝塚市立長尾小学校
0797-88-2031

兵庫県 宝塚市 ② 音楽会
1年から6年生の発表および西谷こども園の音楽発表、西谷中
学校の音楽発表します。

11月16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 図工展 児童による作品の展示・鑑賞を行います。 11月7日～9日 宝塚市立西山小学校体育館 宝塚市立西山小学校 無料
【西山小学校のHP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog
/index.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 普段の授業を公開します。 11月12日 宝塚市立売布小学校 宝塚市立売布小学校 無料
宝塚市立売布小学校
0797-84-2441

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 10月22～23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 ②③ 音楽会 各学年による合唱と合奏の披露 11月18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 ① 50周年記念式典
学と来賓を招待して、元本校関係者を講師に招き講演会を実
施する。

11月21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
0797-88-3138

兵庫県 宝塚市 ② 地域防災訓練
学校と地域・福祉機関が連携した防災訓練及び防災学習を実
施

12月12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 ① 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29日～30日 宝塚市立末成小学校 宝塚市立末成小学校 無料
【末成小学校のHP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog
/index.php?id=e_suenari

宝塚市立末成小学校
0797-71-5330

兵庫県 宝塚市 ① 火災避難訓練 火災による避難訓練を実施します。 11月14日 宝塚市立末成小学校 宝塚市立末成小学校 無料
【末成小学校のHP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog
/index.php?id=e_suenari

宝塚市立末成小学校
0797-71-5330

兵庫県 宝塚市 ① 一斉防犯パトロール
補導員、地域の方、保護者、教師が引率・見守りのもと、
学年下校します。

11月19日 宝塚市立末成小学校 宝塚市立末成小学校 無料
【末成小学校のHP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog
/index.php?id=e_suenari

宝塚市立末成小学校
0797-71-5330

兵庫県 宝塚市 ① すえなりマラソン記録会 各学年毎に武庫川河川敷を走ります。 11月29日 宝塚市立末成小学校 宝塚市立末成小学校 無料
【末成小学校のHP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog
/index.php?id=e_suenari

宝塚市立末成小学校
0797-71-5330

兵庫県 宝塚市 ② 図工展 個人作品及び全校共同作品を展示します。 11月１４日～16日 宝塚市立安倉小学校　体育館 宝塚市立安倉小学校 無料
宝塚市立安倉小学校
0797-84-8997

兵庫県 宝塚市 ② オープンスクール 学校生活の様子を見ていただきます。（午前中） 11月16日 宝塚市立安倉小学校 宝塚市立安倉小学校 無料
宝塚市立安倉小学校
0797-84-8997

兵庫県 宝塚市 ② オープンスクール
学校を一日、公開いたします。
児童の普段の学校生活の様子をご覧いただきます。

10月9日
宝塚市立長尾台小学校　各教室
等

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 ①② 校区人権市民集会
日本くまもり協会より講師を招聘し、環境についての学習を行
います。

10月10日 宝塚市立長尾台小学校　体育館 長尾台小学校区人権啓発推進委員会 無料
宝塚市立長尾台小学校
072-757-8810

兵庫県 宝塚市 ② オープンスクール
学校を一日、公開いたします。
児童の普段の学校生活の様子をご覧いただきます。

10月28日
宝塚市立長尾台小学校　各教室
等

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 ①②
学校保健委員会・校区人権学習
会

学校と校区人権啓発推進委員会とのタイアップ行事です。
NPO法人おおさか教育相談所相談員の村上　公平氏を講師に
招聘し、学習会を行います。

11月14日
宝塚市立長尾台小学校　ランチ
ルーム

宝塚市立長尾台小学校と長尾台小学校
区人権啓発推進委員会

無料
宝塚市立長尾台小学校
072-757-8810

兵庫県 宝塚市 ② 研究発表会 宝塚市指定公開研究発表会を行います。 11月29日
宝塚市立長尾台小学校　各教室
等

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 ②③ 音楽会
歌唱、合奏の練習の成果を保護者・地域の方に向け発表しま
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 ① 地域防災訓練
コミュニティ美座所属の校区内自治会と近隣施設による災害時
対応の訓練をします。

11月30日 宝塚市立美座小学校 コミュニティ美座 無料
宝塚市立美座小学校
0797-87-0018

兵庫県 宝塚市 ② 音楽会 全校児童による音楽会をします。 11月16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 環境体験学習
３年生児童が「宝塚自然の家」で絶滅危惧種ギフチョウについ
て学んだり、秋の自然観察活動をします。

10月11日 宝塚自然の家 宝塚市立光明小学校 無料
宝塚市立光明小学校
0797-72-5586

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 宝塚市 ② 自然観察活動
２年生児童が校庭で秋の生き物観察をし、木の実を探します。
また、ドングリ図鑑を作成します。

10月30日 宝塚市立光明小学校校庭 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 自然観察活動
１年生児童が、校庭で秋の生き物探しをします。また、葉や花、
実を使ってダンボールに貼り付け、アートに挑戦します。

11月26日 宝塚市立光明小学校校庭 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 ③ 音楽会 各学年が、合唱・合奏を発表します。 11月22日 宝塚市立末広小学校　体育館 宝塚市立末広小学校 無料

兵庫県 宝塚市 ② 里山活動【脱穀・いもほり】
校内に「里山」を造り、地域の「すけっとさん」の力を借り様々な
環境体験、学習を進めている。本行事は、6月の【田植え・苗植
え】、10月初旬の【稲刈り】に続くものです。

10月30日
宝塚市立中山五月台小学校
里山

宝塚市立中山五月台小学校 無料
宝塚市立中山五月台小学校
0797-89-5412

生育状況により日程変更あり

兵庫県 宝塚市 ① 校区人権市民集会 本校ＰＴＡと地域住民を対象に人権について考える講演会 10月25日 宝塚市立丸橋小学校体育館
宝塚市立丸橋小学校区人権啓発推進
委員会

無料
宝塚市立丸橋小学校
0797-89-4145

兵庫県 宝塚市 ② 音楽会（オープンスクール） 11月22日～23日 宝塚市立安倉北小学校　体育館 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 ③ 音楽会 全学年の合唱や合奏を公開します。 11月16日 すみれガ丘小体育館 宝塚市立すみれガ丘小学校 無料
【すみれガ丘小学校のHP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog
/index.php?id=e_sumire

宝塚市立すみれガ丘小学校
0797-87-4405

兵庫県 宝塚市 ②
オープンスクール
（人権同和参観）

学校における人権・同和教育についての取り組みを公開しま
す。

11月6日～7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 音楽会 各学年で取り組んできた、歌唱や器楽演奏を公開します。 11月16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 文化発表会 中学校の文化発表会に５歳児が参加します 10月25日 宝塚市立西谷中学校 宝塚市立西谷中学校 無料
宝塚市立西谷中学校
0797-91-0320

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4日 宝塚市立宝塚第一中学校 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 ① ボランティアふれあい隊
校区内にある福祉施設の老人ホームと生徒及び地域の方々と
が交流を図る

11月2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４１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 11月8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 人権教室 生徒とPTA及び地域の方々に参加いただける人権学習会 11月28日 宝塚市立宝梅中学校体育館 宝塚市立宝梅中学校ＰＴＡ 無料
宝塚市立宝梅中学校
0797-71-8886

兵庫県 宝塚市 ② 授業参観 保護者，地域の方に授業を参観していただきます。 11月7日 宝塚市立安倉中学校 宝塚市立安倉中学校 無料
【安倉中学校のHP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog
/index.php?id=j_akura

宝塚市立安倉中学校
0797-87-0091

兵庫県 宝塚市 ② オープン・ジュニア・ハイスクール 小学校6年生と本校生徒が学習活動を通して交流します。 11月27日 宝塚市立安倉中学校 宝塚市立安倉中学校 無料
【安倉中学校のHP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog
/index.php?id=j_akura

宝塚市立安倉中学校
0797-87-0091

兵庫県 宝塚市 ② PTA人権講演会
生徒，保護者，地域の方を対象としたPTAによる人権講演会で
す。

11月28日 宝塚市立安倉中学校 宝塚市立安倉中学校PTA 無料
【安倉中学校のHP】
http://cms.takarazuka.ed.jp/weblog
/index.php?id=j_akura

宝塚市立安倉中学校
0797-87-0091

兵庫県 宝塚市 ③ 文化発表会 各クラスの合唱発表、文化部発表・展示、教科展示等 10月25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 オープンスクール 学校生活の様子を公開 10月21日～25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 ②③ 育友会ふれあいスクール 育友会（PTA)と学校の協働による講演会 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

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25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 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
示発表をします。

10月25日 宝塚市立光ガ丘中学校 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 ③ 吹奏楽部定期演奏会 定期演奏会をします。 11月2日 宝塚市立光ガ丘中学校 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 いきいき県宝活動報告会
校内及び校外（地域）での本校生のボランティア活動、インター
ンシップ、特徴ある授業等を発表、報告します。

11月15日 県立宝塚高等学校体育館 県立宝塚高等学校 無料

【県立宝塚高等学校ＨＰ】
https://dmzcms.hyogo-
c.ed.jp/takarazuka-
hs/htdocs/?page_id=64

0797-71-0345

兵庫県 宝塚市 ②③
２０１９年度　ふれあいフェスティ
バル（ラ・ビスタ宝塚）

地域のフェスティバルに参加し、司会、運営を共同で行うととも
に、演劇科のダンス発表、吹奏楽部の演奏、総合学習での地
域学習の発表を行います。

10月27日
すみれガ丘
中央公園

ﾗﾋﾞｽﾀ団地
自治会

無料
宝塚北高校ＨＰ
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~takarakita-hs/

兵庫県立宝塚北高等学校
0797-86-3291

兵庫県 宝塚市 ②
①オープンスクール②学習発表
会、オープンスクール

日頃の学習の様子を舞台発表でご覧ください

①10月31日
①11月1日
②11月5日
①11月7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 ②③ 収穫祭（作品展） 地域の収穫祭に園児の作品を展示します 11月2日 西谷ふれあい夢プラザ 宝塚市立自然休養村管理運営協議会 無料
宝塚市立自然休養村
0797-77-2036

兵庫県 宝塚市 ② アウトリーチ事業
宝塚の文化を担う子どもたちが、音楽を間近で聞きアーティスト
と触れ合うことで、文化芸術を身近に感じ、文化芸術への興味・
関心を高めます。

11月18日 宝塚市立若草保育所 宝塚市文化財団 無料
宝塚市文化財団
0797-85-8844

兵庫県 宝塚市 ①② ことばの祭典
俳句づくりやビブリオバトルを実施し「ことば」にふれ合う機会を
設けます。

11月30日 宝塚市立西公民館 宝塚市教育委員会 無料
【ことばの祭典のHP】
http://www.city.takarazuka.hyogo.jp
/kyoikuiinkai/1002552/1022827.ht

宝塚市教育委員会学校教育課
0797-77-2028

兵庫県 宝塚市 ③
第43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10日 雲雀丘学園高等学校
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 たつの市 ②③ たつの皮革祭り アトラクション「播州織ファッション・ショー」を行います。 11月17日 赤とんぼ文化ホール たつの市,龍野北高校 無料 西脇高校　0795-22-3566
兵庫県 たつの市 ③ 芸術鑑賞会 古典「和泉元彌『狂言ライブ』」を開催します。 10月29日 赤とんぼ文化ホール 県立龍野高校 無料 県立龍野高校　0791-62-0886 生徒、保護者対象
兵庫県 たつの市 ② 学校説明会 中学生とその保護者を対象に学校説明会を開催します。 11月16日 県立龍野高校 県立龍野高校 無料 県立龍野高校　0791-62-0886
兵庫県 たつの市 ③ たつの市児童生徒美術展 小学校、中学校の絵画や書道の作品を展示します。 10月26～30日 たつの市青少年館 たつの市教育員会 無料 0791-64-3179（学校教育課）
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 10月26～30日 たつの市青少年館 たつの市教育員会 無料 0791-64-3179（学校教育課）
兵庫県 たつの市 ③ たつの市公立園合同絵画展 市内公立園の絵画等の作品を展示します。 11月1～7日 たつの市青少年館 たつの市教育員会 無料 0791-64-3126（幼児教育課）

兵庫県 たつの市 ③ たつの文化祭 市内文化団体による作品展示、芸能発表を行います。 10月26～27日
赤とんぼホール
たつの市青少年館

たつの市教育員会 無料 0791-64-3180（社会教育課）

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 57
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兵庫県 たつの市 ② トライやる・ウィーク 市内中学生が、各事業所において体験活動を行います。 11月11～15日 市内各事業所 市内各中学校 0791-64-3179（学校教育課）

兵庫県 たつの市 ③
第43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10日 赤とんぼ文化ホール
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 丹波篠山市 ② 学習発表会
各教科・総合的な学習の時間の学習の成果をそれぞれの学年
が発表します。

11月中 丹波篠山市立各小学校 丹波篠山市立各小学校 無料 各小学校のホームページ 各小学校
城東小学校は2月1日。開催日
は、ホームページ等で確認願い

兵庫県 丹波篠山市 ② 文化祭 合唱・演劇・文化部発表・展示発表等を行います。 10月26日
丹波篠山市立各中学校体育館
および近隣施設

丹波篠山市立各中学校 無料 各中学校のホームページ 各中学校
今田中学校は、さぎそうホール
にて開催予定

兵庫県 丹波篠山市 ②
丹波篠山市　中・特別支援学校
音楽・弁論大会

各校の代表・吹奏楽部による合唱や演奏、弁論発表を行いま
す。

11月7日 丹波篠山市立田園交響ホール 丹波篠山市中学校教育会 無料
音楽の部：篠山東中（田端）
弁論の部：今田中（大垣）

兵庫県 丹波篠山市 ② 芸術鑑賞
生徒の芸術鑑賞会を行います。保護者などの観覧も可能で
す。

11月20日 篠山鳳鳴高校 兵庫県立篠山鳳鳴高校 無料
【県立篠山鳳鳴高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~homei-
hs/

兵庫県立篠山鳳鳴高等学校
079-552-0047

兵庫県 丹波篠山市 ② ボランティアディ 学校周辺の通学路などを清掃します。 10月18日 学校周辺 兵庫県立篠山鳳鳴高校 無料
【県立篠山鳳鳴高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~homei-
hs/

兵庫県立篠山鳳鳴高等学校
079-552-0047

兵庫県 丹波篠山市 ② 学校公開週間 本校の教育活動の見学を一般に公開します。 10月28日～11月8日 篠山鳳鳴高校 兵庫県立篠山鳳鳴高校 無料
【県立篠山鳳鳴高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~homei-
hs/

兵庫県立篠山鳳鳴高等学校
079-552-0047

兵庫県 丹波篠山市 ①② たんばっ子！学びフェスタ 子供たちの学習意欲の向上の手助けをします。 11月23日 四季の森生涯学習センター たんばっ子！学びフェスタ実行委員会 無料

たんばっ子！学びフェスタ実行委員
会事務局
http://www.hyogo-c.ed.jp/~tanba-
bo/index2.html

たんばっ子！学びフェスタ実行委
員会
079-552-7486

兵庫県 丹波篠山市 ①②③ 第23回福住祭
高校が地域の皆さんとともに取り組む文化祭を開催します。今
年で23回を数えるまでになりました。展示・ステージ・バザー・グ
ラウンドゴルフと盛りだくさんの企画を用意しています。

11月17日 本校 県立篠山東雲高等学校 無料
【本校のHP】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~sasashino-hs/

県立篠山東雲高等学校
079-557-0039

兵庫県 丹波篠山市 ① インターンシップ ２年生全員が、５日間近隣の事業所でインターンシップを行う 11月11日～11月15日 各協力企業 篠山産業高校 無料
【県立篠山産業高等学校】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~sasayama-ihs/

TEL 079-552-1194
（代表）

兵庫県 丹波篠山市 ② ささよう展 園児、児童、生徒の絵画や工作、実習作品の展示を行います。
１0月31日～11月8日
（土日祝は除く）

丹波篠山市立篠山養護学校内 丹波篠山市立篠山養護学校 無料
丹波篠山市立篠山養護学校ホーム
ページ
https://sasayama-yg.sasayama.jp/

丹波篠山市立篠山養護学校
079-552-5237

兵庫県 丹波篠山市 ③
「平尾竹霞が見た絶景－丹波篠
山が生んだ南画家の軌跡－」

没後80年を記念し、丹波篠山市立歴史美術館特別展として、
丹波篠山市ゆかりの南画家平尾竹霞の展覧会を開催します。

10月1日～12月1日 丹波篠山市立歴史美術館 丹波篠山市教育委員会
【歴史美術館】
http://www.withsasayama.jp/REKIB
UN/rekibi_top.htm

丹波篠山市立歴史美術館
079-552-0601

兵庫県 丹波篠山市 ①
毎月10日は丹波篠山だけ図書館
の日

地域に開かれたコミュニティ図書館として、いつもは静かな図書
館を交流の場とする新たな楽しみ方を提供します。おはなし会
や紙芝居のほか、多少にぎやかなものまで多彩なイベントを図
書館内で開催します。

11月10日 丹波篠山市立中央図書館 丹波篠山市立中央図書館 無料
【中央図書館HP】
https://edu.city.sasayama.hyogo.jp/
c-library/

丹波篠山市立中央図書館
079-590-1301

兵庫県 丹波篠山市 ① 図書館講演会
市民の読書活動推進を目的に、著名な作者等を招いた講演会
を開催します。今回は国立科学博物館の真鍋真博士による絵
本「せいめいのれきし」と恐竜のおはなしです。

11月24日 丹波篠山市立中央図書館 丹波篠山市立中央図書館 無料
【中央図書館HP】
https://edu.city.sasayama.hyogo.jp/
c-library/

丹波篠山市立中央図書館
079-590-1301

兵庫県 丹波篠山市 ① としょかんまつり
利用者が楽しめる多彩なイベントを10日間にわたり開催しま
す。「雑誌リサイクルフェア」、「本の福袋」、「一番おもしろかっ
た本の投票」などのイベントで楽しい時間をお過ごしください。

12月1日～10日 丹波篠山市立中央図書館 丹波篠山市立中央図書館 無料
【中央図書館HP】
https://edu.city.sasayama.hyogo.jp/
c-library/

丹波篠山市立中央図書館
079-590-1301

兵庫県 丹波篠山市 ① クリスマス会
子育て世代と子どもたちを対象にしたクリスマス会を開催しま
す。

12月22日 丹波篠山市立中央図書館 丹波篠山市立中央図書館 無料
【中央図書館HP】
https://edu.city.sasayama.hyogo.jp/
c-library/

丹波篠山市立中央図書館
079-590-1301

兵庫県 丹波篠山市 ③
ライブ・パフォーマンス
「虹のかけら」
三谷幸喜×戸田恵子

ミュージカルスター、ジュディ・ガーランドの付き人であったジュ
ディ・シルバーマンの人生を歌と語りで紡いでいきます。

11月25日 丹波篠山市立田園交響ホール 丹波篠山市・丹波篠山市教育委員会
【田園交響ホールHP】
https://www.city.sasayama.hyogo.jp
/denen/syusai2019.html

丹波篠山市立田園交響ホール

兵庫県 丹波篠山市 ③ 京都市少年合唱団

京都市内の小学４年生から中学３年生が200名以上所属する
歴史ある合唱団が丹波篠山にやってきます。音楽に触れる機
会を通して、子どもたちと感動を分かち合い、心豊かな時間を
お過ごしください！

12月22日 丹波篠山市立田園交響ホール 丹波篠山市・丹波篠山市教育委員会
【田園交響ホールHP】
https://www.city.sasayama.hyogo.jp
/denen/syusai2019.html

丹波篠山市立田園交響ホール

兵庫県 丹波篠山市 ③
特別展「神業ニッポン 明治のや
きもの―幻の横浜焼・東京焼―」

本展では、輸出品のため、国内に残されておらず、幻の陶磁器
とよばれた横浜焼・東京焼に焦点をあて、当時の技術の粋を集
めた華やかなやきものをご紹介します。

10月12日～12月15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 丹波篠山市 ③
テーマ展「丹波焼の世界ｓｅａｓｏｎ
３」

平成29年に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

3月27日～
3月22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 丹波篠山市 ③
令和元年度 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。

11月10日 兵庫陶芸美術館 丹波焼の里 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 丹波篠山市 ③ 第42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

10月19～20日
立杭陶の郷、丹波篠山市今田支
所周辺、兵庫陶芸美術館及び各
窯元

丹波篠山市、丹波立杭陶磁器協同組
合、丹波ささやま農業協同組合、丹波篠
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 丹波篠山市 ③
ふるさとの心をうたう丹波音楽祭
（第47回丹波合唱祭）

丹波地域（丹波篠山市・丹波市）で活動している音楽団体が一
堂に会し、日頃の練習の成果を発表し、相互の交流を図りま
す。

11月24日 田園交響ホール
丹波地域ふるさと芸術文化振興事業実
行委員会、丹波文化団体協議会、公益
財団法人兵庫丹波の森協会丹波の森

無料
公益財団法人兵庫丹波の森協会
丹波の森公苑文化振興部
0795-72-5170

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16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
【丹波市立崇広小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/souko

丹波市立崇広小学校
0795-72-0533

兵庫県 丹波市 ② 校内音楽会
日頃の音楽科の成果を発揮する場として、保護者、地域住民
に向けて合唱や合奏の演奏をステージ発表で行います。

11月16日 丹波市立新井小学校体育館 丹波市立新井小学校 無料
【丹波市立新井小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/nii/

丹波市立新井小学校
0795-72-0346

兵庫県 丹波市 ② 音楽会・オープンスクール
各学年の児童が、日頃の授業をもとにした合唱・合奏を発表を
します。また、普段の授業もオープンスクールとして公開しま
す。

11月16日
丹波市立上久下小学校体育館
等

丹波市立上久下小学校 無料
【丹波市立上久下小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/kamik
uge/

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16日 丹波市立久下小学校体育館 丹波市立久下小学校 無料
【丹波市立久下小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/kuge/

丹波市立久下小学校
0795-77-0607
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兵庫県 丹波市 ② ふれあい音楽会 学年ごとに日頃の音楽活動の成果を発表します。 11月16日 丹波市立小川小学校体育館 丹波市立小川小学校 無料
【丹波市立小川小学校の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 オープンスクール・校内音楽会
オープンスクールです。校内音楽会を行います。

11月16日 丹波市立和田小学校体育館等 丹波市立和田小学校 無料
【丹波市立和田小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/wadas
yo/

丹波市立和田小学校
0795-76-0002

兵庫県 丹波市 ①
2019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　講
演会及び陸上教室

リオ五輪銅メダリストによる講演会と陸上教室を行います。 11月26日 丹波市立和田小学校体育館 丹波市立和田小学校 無料
【丹波市立和田小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/wadas
yo/

丹波市立和田小学校
0795-76-0002

兵庫県 丹波市 ③ ふれあい音楽会
日頃の音楽科の成果を発揮する場として、合唱や合奏の演奏
をステージ発表で行います。各学年、職員、PTAが出演します。 11月15日 丹波市立南小学校体育館 丹波市立南小学校 無料

【丹波市立南小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/minam
i/

丹波市立南小学校
0795-82-011

兵庫県 丹波市 ② 校内音楽会 児童が音楽劇や合唱を発表します。 11月16日 丹波市立中央小学校体育館 丹波市立中央小学校 無料
【丹波市立中央小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/chuuo

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・合唱等の音楽発表等を行い、保護者や地域の方
に鑑賞していただきます。

11月16日 丹波市立西小学校体育館 丹波市立西小学校 無料
【丹波市立西小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/nishi/

丹波市立西小学校
0795-82-0204

兵庫県 丹波市 ② 音楽会 音楽の授業で学んだことの発表の場とします。 11月16日 丹波市立北小学校体育館 丹波市立北小学校 無料
【丹波市立北小学校の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
日頃の音楽授業の成果を学年ごとに発表します。PTA役員や
教師も演奏等で参加します。地域の方にも呼び掛けてオープン
スクールとして実施します。

11月16日 丹波市立東小学校体育館 丹波市立東小学校 無料
【丹波市立東小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/higash
i/

丹波市立東小学校
0795-82-0334

兵庫県 丹波市 ② マラソン記録会
児童の体力及び持久力の向上を図るために、11月から朝のマ
ラソンに取り組みます。その成果を発揮する場としてマラソン記
録会を実施します。

11月29日 兵庫県立丹波年輪の里 丹波市立東小学校 無料
【丹波市立東小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/higash
i/

丹波市立東小学校
0795-82-0334

兵庫県 丹波市 ② 校内音楽会
音楽の授業の一環として、合唱や合奏を地域・保護者の方々
に披露します。

11月16日 丹波市立青垣小学校体育館 丹波市立青垣小学校 無料
【丹波市立青垣小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/aogaki
shou/

丹波市立青垣小学校
0795-87-0043

兵庫県 丹波市 ② 校内音楽会
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、多くの皆様に参観いただきます。

11月16日 丹波市立竹田小学校体育館 丹波市立竹田小学校 無料
【丹波市立竹田小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/taked

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 音楽を中心とした学習成果の発表とします。 11月16日 丹波市立前山小学校体育館 丹波市立前山小学校 無料
【丹波市立前山小学校のHP】
https://www.tamba.ed.jp/site/sakiy
ama/

丹波市立前山小学校
0795-85-0427

兵庫県 丹波市 ② 音楽会
日ごろの音楽の授業の成果を学年ごとに発表します。合唱や
合奏、そして全校生による合唱やPTA有志による演奏もありま

11月16日 丹波市立吉見小学校体育館 丹波市立吉見小学校 無料
【丹波市立吉見小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/yoshi

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16日 丹波市立鴨庄小学校体育館 丹波市立鴨庄小学校 無料
【丹波市立鴨庄小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/kamon
oshou/

丹波市立鴨庄小学校
0795-85-0490

兵庫県 丹波市 ② 校内音楽会
　各学年の音楽の学習で学んだことを発表し合うことにより、音
楽に対する関心・意欲を高めるとともに、表現力を養います。

11月16日 丹波市立三輪小学校体育館
丹波市立
三輪小学校

無料
【丹波市立三輪小学校の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
児童による歌唱や演奏を保護者や地域の方々に披露し、音楽
を通して交流を図ります。

11月16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
【丹波市立春日部小学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/kasuk
abe/

丹波市立春日部小学校
0795-74-0113

兵庫県 丹波市 ② 校内音楽会
1年生から6年生の児童が全校生や保護者、地域の方々に音
楽の授業で取り組んできたことを発表します。

11月16日 丹波市立大路小学校体育館 丹波市立大路小学校 無料
【丹波市立大路小学校の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16日
丹波市立進修小学
校体育館

丹波市立
進修小学校

無料
【丹波市立進修小学校HP】
http://www.tamba.ed.jp/site/shinsh
uu/

丹波市立進修小学校
0795-75-0037

兵庫県 丹波市 ② 校内音楽会
児童・園児が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
【丹波市立黒井小学校の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 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16日 丹波市立船城小学校体育館 丹波市立船城小学校 無料
【丹波市立船城小学校の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 ② 文化祭
合唱コンクール・演劇・展示発表・吹奏楽部コンサート・PTAバ
ザーなどを行います。

11月1～2日 丹波市立柏原中学校体育館他
丹波市立
柏原中学校

無料
【丹波市立柏原中学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/kaibar

丹波市立柏原中学校
0795-72-0077

兵庫県 丹波市 ② 文化祭 学級ごとに合唱コンクールや演劇を発表します。 11月1日 丹波市立山南中学校体育館 丹波市立山南中学校 無料
【丹波市立山南中学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/sanna

丹波市立山南中学校
0795-77-0077

兵庫県 丹波市 ② 文化祭
学級ごとに演劇発表や合唱を行います。また、絵画や書写等
の各教科の学習成果物や文化部の作品等を展示します。

11月1日 丹波市立和田中学校体育館他 丹波市立和田中学校 無料
【丹波市立和田中学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/wadac
hu/

丹波市立和田中学校
0795-76-0040

兵庫県 丹波市 ③ 第69回丹波市中学校連合音楽会
市内7中学校の吹奏楽部や学校代表生徒による連合音楽会に
参加し、合唱による発表等を行います。

11月6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
0795-76-0040

兵庫県 丹波市 ③
第69回丹有地区中学校連合音楽
会

丹有地区の中学校の吹奏楽部や学校代表生徒による連合音
楽会に参加し、合唱による発表等を行います。

11月8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
0795-76-0040

兵庫県 丹波市 ② オープンスクール
2日間、授業を一般公開します。21日の午後にPTA主催の教育
講演会を実施します。22日の午前中に酒井雅和氏を講師に迎
え、福祉講演会を実施します。

11月21～22日 丹波市立和田中学校体育館他 丹波市立和田中学校 無料
【丹波市立和田中学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/wadac
hu/

丹波市立和田中学校
0795-76-0040

兵庫県 丹波市 ② 文化祭
合唱や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1～2日
丹波市立氷上中学校体育館・多
目的ホール

丹波市立氷上中学校 無料
【丹波市立氷上中学校の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(学校公開)・教
育講演会

普段の授業や学校生活の様子を公開します。また、15日には
NPO法人国境なき芸能団代表笑福亭鶴笑氏による講演会を行

11月14～15日 丹波市立氷上中学校各教室 丹波市立氷上中学校 無料
【丹波市立氷上中学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/hikami

丹波市立氷上中学校
0795-82-1149

兵庫県 丹波市 ② 文化祭
生徒による人権弁論大会、演劇発表、合唱コンクールが行わ
れます。また、吹奏楽部の演奏もあります。校舎内では作品展
を開催します。

11月2日 丹波市立青垣中学校体育館他 丹波市立青垣中学校 無料
【丹波市立青垣中学校の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 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12日 丹波市立青垣中学校各教室 丹波市立青垣中学校 無料
【丹波市立青垣中学校の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 文化祭
校内合唱コンクール、2・3年生の演劇発表会、各教科の展示発
表などを行います。

11月2～3日
丹波市立市島中学校体育館・校
舎

丹波市立市島中学校 無料
【丹波市立市島中学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/ichijim

丹波市立市島中学校
0795-85-0046

兵庫県 丹波市 ④ サイエンス・トライやる事業
2年生を対象として、専門性の高い教員等を講師を招き、胃腸
の病気やその予防について講義を受けます。

11月7日 丹波市立市島中学校理科室 丹波市立市島中学校 無料
【丹波市立市島中学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/ichijim

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（開校50周年記
念PTA教育講演会）

開校50周年にあたり、広く地域にも呼びかけ教育講演会を行い
ます。

11月17日
ライフピアいちじま
大ホール

丹波市立市島中学校 無料
【丹波市立市島中学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/ichijim

丹波市立市島中学校
0795-85-0046
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兵庫県 丹波市 ② 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2日 丹波市立春日中学校体育館等
丹波市立
春日中学校

無料
【丹波市立春日中学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/kasug

丹波市立春日中学校
0795-74-2075

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20～22日 丹波市立春日中学校各教室
丹波市立
春日中学校

無料
【丹波市立春日中学校のHP】
http://www.tamba.ed.jp/site/kasug

丹波市立春日中学校
0795-74-2075

兵庫県 丹波市 ② 授業公開週間
1週間、全クラス全授業を公開授業とします。本校保護者、地域
の中学校の先生、中学校の保護者の方に案内します。教科に
よっては、研究授業も実施します。

11月5～8日 県立柏原高等学校 県立柏原高等学校 無料
【県立柏原高等学校HP】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~kaibara-hs/

県立柏原高等学校
0795-72-1166

兵庫県 丹波市 ②
秋のオープンハイスクール・進学
相談会

中学1，2年生対象のオープンハイスクールを実施します。保護
者の方の参加も可能です。また、3年生を対象に進学相談会も
実施します。

10月26日 県立柏原高等学校 県立柏原高等学校 無料
【県立柏原高等学校HP】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~kaibara-hs/

県立柏原高等学校
0795-72-1166

兵庫県 丹波市 ② インターンシップ
丹波市内の事業所にて本校2年生全員が就業体験事業を実施
します。

10月16～18日 各受入事業所 県立氷上西高等学校 無料
【県立氷上西高等学校】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~hikaminishi-hs/

県立氷上西高等学校
0795－87－0146
進路指導部

兵庫県 丹波市 ② 連携中学校文化祭出演
2つの連携中学校の文化祭で、太鼓部、ダンス部による演奏、
演技を行います。

11月2日
丹波市立青垣中学校
丹波市立氷上中学校

各連携中学校 無料
【県立氷上西高等学校】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~hikaminishi-hs/

県立氷上西高等学校
0795－87－0146
総務広報部

兵庫県 丹波市 ② もみじの里マラソン
丹波もみじの里マラソンに本校生徒全員が5㎞の部に参加しま
す。

11月10日 グリーンベル青垣 丹波もみじの里実行委員会 無料
【県立氷上西高等学校】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~hikaminishi-hs/

県立氷上西高等学校
0795－87－0146
体育科

兵庫県 丹波市 ② 八宿祭り
青垣町佐治地区の秋祭りに本校生徒がボランティアで参加しま
す。

11月3日 丹波市青垣町佐治 青垣町自治連協議会 無料
【県立氷上西高等学校】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~hikaminishi-hs/

県立氷上西高等学校
0795－87－0146
総務広報部

兵庫県 丹波市 ② 氷上西高校文化祭
氷上西高校文化祭を開催します。本校生徒の発表・展示に加
え、氷上中学校吹奏楽部の演奏、青垣中学校・青垣小学校の
作品展示をを行います。

11月16日 県立氷上西高等学校 県立氷上西高等学校 無料
【県立氷上西高等学校】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~hikaminishi-hs/

県立氷上西高等学校
0795－87－0146
総務広報部

兵庫県 丹波市 ② 授業公開週間
氷上西高校における授業を地域の方々、学校関係者に公開し
ます。

9月30日～10月4日 県立氷上西高等学校 県立氷上西高等学校 無料
【県立氷上西高等学校】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~hikaminishi-hs/

県立氷上西高等学校
0795－87－0146
教務部

兵庫県 丹波市 ① 丹波ハピネスマーケット 本校の生徒が生産した商品を、生徒が販売します。 10月12日 ゆめタウン丹波 県立氷上高等学校 無料
県立氷上高等学校
www.hyogo-c.ed.jp/~hikami-hs/

県立氷上高等学校
07945-74-0106

兵庫県 丹波市 ① 丹波ＧＯＧＯフェスタ

”丹波の魅力を全国に伝えよう”をテーマにフリーマーケットや
飲食、物産のブースが並び、丹波の味覚を堪能、掘り出し物を
見つけたりと子どもから大人まで楽しめるイベントです。氷上高
校は吹奏楽部の演奏、農産物販売をおこないます。

10月27日 丹波の森公苑 丹波GOGOフェスタ実行委員会 無料
丹波ＧＯＧＯフェスタ
https://tambagogofesta.jimdo.com/

丹波市商工会青年部
0795-82-3476

兵庫県 丹波市 ②③④ 桃陵祭
生徒の発表、生徒が栽培した農産物や加工品等の販売がおこ
なわれる学校祭です。

11月2日 氷上高校 県立氷上高等学校 無料
県立氷上高等学校
www.hyogo-c.ed.jp/~hikami-hs/

県立氷上高等学校
07945-74-0106

兵庫県 丹波市 ②③④ 黒井城祭
文化遺産の黒井城跡に由来するイベントとして戦国武者行列・
戦国太鼓・戦国汁・氷上高校吹奏楽部演奏や生徒が栽培した
農産物の販売などの催しも計画されます。

11月12日 黒井小学校 黒井地区自治協議会 無料
丹波市観光協会
https://www.tambacity-
kankou.jp/members/detail.php?id=8

黒井地区自治協議会
0795-70-3139

兵庫県 丹波市 ② 丹波若者塾 未定 11月下旬 黒井地区内 丹波青少年本部 無料
県立氷上高等学校
www.hyogo-c.ed.jp/~hikami-hs/

県立氷上高等学校
07945-74-0106

兵庫県 丹波市 ①② 第8回課題研究発表会
16班の課題研究専門班が、それぞれの取り組んだ研究内容、
活動内容を発表する。

12月14日 春日文化センター 県立氷上高等学校 無料
県立氷上高等学校
www.hyogo-c.ed.jp/~hikami-hs/

県立氷上高等学校
07945-74-0106

兵庫県 丹波市 ① 丹波ハピネスマーケット 本校の生徒が生産した商品を、生徒が販売します。 12月21日 ゆめタウン丹波 県立氷上高等学校 無料
県立氷上高等学校
www.hyogo-c.ed.jp/~hikami-hs/

県立氷上高等学校
07945-74-0106

兵庫県 丹波市 ③ 第４１回学習発表会
小中高の各学部での舞台発表及び作品展。作品販売もありま
す。

11月9日 県立氷上特別支援学校 県立氷上特別支援学校 無料
【本校HP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~hikami-
sn/

県立氷上特別支援学校
0795-75-1737

兵庫県 丹波市 ② 丹波市連合音楽会
丹波市内小学校22校の代表が一同に参加する音楽会です。午
前の部、午後の部に分かれて発表し、音楽交流を行います。

11月22日 丹波の森公苑大ホール 丹波市教育委員会 無料
【丹波市教育委員会のHP】
http://www.city.tamba.lg.jp/site/ky
ouiku/

丹波市教育委員会
0795-70-0811

兵庫県 丹波市 ③ 黒井城まつり（オープンスクール）
黒井城まつりとオープンスクールを同時開催します。黒井城に
関する学習発表や和太鼓演奏・武者行列をしたり、地域の祭り
に参加したりします。

11月9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 無料

【しろやま交流館のHP】
https://www.city.tamba.lg.jp/site/c
hiikidukurijigyou/kuroichikujichikyou
gikai.html

しろやま交流館
0795-70-3139

兵庫県 丹波市 ①
丹波の森子どもミュージカル体験
塾発表公演

夏休み以降３か月にわたり、劇団ウエストの指導の元でミュー
ジカルレッスンを続けてきた子どもたちが、その成果を劇団員と
ともに発表します。

10月20日 丹波の森公苑ホール
公益財団法人兵庫丹波の森協会
丹波の森公苑

【丹波の森公苑のHP】
http://www.tanba-
mori.or.jp/jigyou_myuujikaru31.html

公益財団法人兵庫丹波の森協会
丹波の森公苑文化振興部
0795-72-5170

兵庫県 丹波市 ③
２０１９兵庫県文化賞受賞者小品
展

県民の方々に芸術文化に対する理解を深めていただくため、
兵庫県文化賞受賞者を会員とする「兵庫県文化賞受賞者懇話
会」が、毎年、県内５箇所を巡回して開催している兵庫県文化
賞受賞者小品展の丹波地域での開催です。

10月31日～11月4日 丹波の森公苑多目的ルーム 兵庫県文化賞受賞者懇話会 無料

【丹波の森公苑のHP】
http://www.tanba-
mori.or.jp/jiggyou_artfes_syou30.htm
l

公益財団法人兵庫丹波の森協会
丹波の森公苑文化振興部
0795-72-5170

共催：兵庫県・公益財団法人兵
庫県芸術文化協会、開催地共
催：公益財団法人兵庫丹波の森
協会

兵庫県 丹波市 ③
丹波の森国際音楽祭シューベル
ティアーデたんば2019　ガラ・コン
サート

今年25周年を迎える音楽祭を締めくくる華やかなコンサートで
す。今年のフランツ（シンボルアーティスト）に釋伸司（ヴァイオリ
ン）を起用するとともに、海外からユリウス・ベルガー（チェロ）と
ノーマン・シェトラー（ピアノ）を招へいするなど、国内外の演奏
家が共演し、音楽を通した国際交流を図ります。

11月16日 丹波の森公苑ホール
丹波の森国際音楽祭
シューベルティアーデ実行委員会ほか

【丹波の森国際音楽祭のHP】
http://www.tanba-
mori.or.jp/shubertiade/

公益財団法人兵庫丹波の森協会
丹波の森公苑文化振興部
0795-72-5170

兵庫県  中央区 ① 公開市民講座
秋季に様々なジャンルから5回の講座を開き、「一日大学生に
なってみよう」のテーマで、一回当たり100名の市民の方に受講
していただくもの。

11月 神戸女子大学 神戸女子大学 無料

https://www.yg.kobe-
wu.ac.jp/wu/news-
events/2019/area/events/190823.
html

神戸女子大学
地域連携推進事務室
078-737-2484

兵庫県 中央区 ① 公開市民講座
秋季に様々なジャンルから5回の講座を開き、「一日大学生に
なってみよう」のテーマで、一回当たり100名の市民の方に受講
していただくもの。

11月 神戸女子大学 神戸女子大学 無料

https://www.yg.kobe-
wu.ac.jp/wu/news-
events/2019/area/events/190823.
html

神戸女子大学
地域連携推進事務室
078-737-2484

兵庫県
東京都千代
田区

①②
高校生ふるさと貢献活動　ボラン
ティア

東京都千代田区の日本百貨店しょくひんかんにて、ティピアス
による相生特産品販売を行います。

12月21日～23日 東京駅エキナカ商業施設 株式会社日本百貨店
県立相生産業高等学校
0791-22-0595

地域の特産物を活かして、相生
産業高校の生徒が新しく開発し
た商品を販売します。

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14日～15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

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 60
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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（港東、港西小学校
との連携）

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8日，10月23日
豊岡市立
港東小学校
港西小学校

豊岡市立
港東小学校
港西小学校

無料
豊岡市立港認定こども園
0796-28-2107

兵庫県 豊岡市 ② 祖父母会 祖父母を招待し、交流をします。 11月7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
秋の交流会（港東、港西小学校と
の連携）

地域の小学1年生と交流します。 11月12日，11月15日
豊岡市立
港東小学校
港西小学校

豊岡市立
港東小学校
港西小学校

無料
豊岡市立港認定こども園
0796-28-2107

兵庫県 豊岡市 ② みんなであそぼう 地域の未就園児と交流します。 11月13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 高年クラブ交流会
地域の高年クラブの方と一緒にごっこ遊びなどをして交流しま
す。

11月27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 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。
そのあと、声楽家によるミニコンサートをします。

11月28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 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。 10月17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
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25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
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。 10月31日 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 みんなであそぼう 地域の未就園児と交流します。 11月13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 こ・小合同避難訓練 小学校と合同で避難訓練を行います。 10月17日
豊岡市立
合橋小学校

豊岡市立
合橋小学校

無料
豊岡市立合橋認定こども園
0796-54-0105

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、保育を公開します。 11月15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 つくもひろば 地域の未就園児と交流します。 11月19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読み聞かせをしていただきます。 11月6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
0796-55-0405

兵庫県 豊岡市 ② にこにこ広場 未就園親子と交流します。 11月8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
0796-55-0405

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
0796-55-0405

兵庫県 豊岡市 ②
オープンスクール　（おまつりパ
レード）

保護者や地域の方に保育・行事を公開します。 10月16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 ② みんあであそぼう 地域の未就園児と交流します。 11月14日
豊岡市立
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 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。 10月18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 オープンスクール・祖父母会 保護者・祖父母・地域の方を招待して交流を行います。 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 オープンスクール
保護者や地域の方に保育を公開します。未就園児と交流しま
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6日
豊岡市立
豊岡小学校運動場

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 幼稚園の保育や祖父母と遊ぶ会を公開します。 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・英語遊び 保護者や地域の方に保育や英語遊びの様子を公開します。 11月13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・給食試食
保護者や地域の方に保育や給食を試食する様子を公開しま
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 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 さくらんぼの会 地域の未就園児と交流します。 11月19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 祖父母の会
祖父母を招待し、園生活の様子を見てもらったり伝承遊びを一
緒にしたりします。

11月26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17日～19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 ① ＰＴＡ教育講演会
保護者・地域の方に教育に関する学識経験者の講演を聞いて
いただきます。

10月19日
豊岡市立
日高小学校

豊岡市立
日高小学校・幼稚園PTA

無料
豊岡市立日高幼稚園
0796-42-0662

兵庫県 豊岡市 ① 防火パレード参加 地域の防火パレードに参加します。 11月7日
豊岡市立
日高幼稚園及び近辺

豊岡消防署日高分署 無料
豊岡市立日高幼稚園
0796-42-0662

兵庫県 豊岡市 ① 子育てセンター交流会 地域の子育てセンターの親子と交流します。 11月27日
豊岡市立
日高幼稚園

豊岡市日高子育てセンター 無料
豊岡市立日高幼稚園
0796-42-0662

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20日～21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 未就園児(０～４歳児）とごっこ遊びで交流します。 11月25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
土曜チャレンジ学習事業（将棋に
挑戦）

地域の方を招いて、将棋教室を開催します。 10月19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。（音楽発表会を含む） 11月14日～16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
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兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール
３日間、公開授業を中心として、子どもたちの学ぶ姿を公開しま
す。

11月14日～16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披露する学習発表会で
す。

11月16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23日～24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23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24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18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18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
授業公開を実施します。
期間中に校内マラソン大会（全学年）、ボランティア感謝祭（全
学年）なども開催します。

10月31日～11月2日
豊岡市立
田鶴野小学校・幼稚園

豊岡市立
田鶴野小学校・幼稚園

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5日，11月16日
五荘地区
コミュニティーセンター

五荘小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。 10月31日～11月2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
19日は地域の方を講師に招き、「ふれあい学級」（体験学習）を
行います。

10月18日～19日
豊岡市立
新田小学校

豊岡市立
新田小学校

無料
【豊岡市立新田小学校HP】
http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/
edu/school/nitta-es/index.html

豊岡市立新田小学校
0796-22-2487

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。17
日はマラソン大会を実施します。

10月17日～18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2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 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24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 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1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 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16日，30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8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 避難訓練 全校児童による地震・火災訓練を行います。 10月25日
豊岡市立港東小学校・
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 小小連携 港西・港東の１年生が交流授業を行います。 10月15日 豊岡市立港東小学校
豊岡市立
港東小学校
港西小学校

無料
【豊岡市立港西小学校ＨＰ】
http://www2.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 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17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://www2.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23日～25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://www2.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23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://www2.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25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://www2.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 こ小連携 港認定こども園の園児と小学生が交流します。 11月12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://www2.city.toyooka.hyogo.jp/
edu/school/kousai-es/index.html

豊岡市立港西小学校
0796-28-2001

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 62



2700

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

第61回「教育・文化週間」関連行事

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。 10月17日～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/

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 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17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
豊岡市立神美幼稚園
0796-27-0041

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19日 豊岡市立神美小学校
豊岡市立神美小・
幼稚園、神美ｺﾐｭﾆﾃｨ

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

兵庫県 豊岡市 ② マラソン大会
低学年は学校グラウンド、中学年以上は校区内のコースを走り
ます。

10月19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
0796-32-2109

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール・音楽会 保護者や地域の方に学校の教育活動を公開します。 11月7日～8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
0796-32-2109

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、竹野浜渚コースを走り
ます。

10月31日 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 小小連携オープンスクール
竹野小、竹野南小、中竹野小で合同授業を行います。6年生は
中学校で合同授業を行います。保護者・地域の方へ竹野3小学
校の教育活動を公開します。

11月21日～22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23日～25日，
11月16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】
ttp://www2.city.toyooka.hyogo.jp/e
du/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25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】
ttp://www2.city.toyooka.hyogo.jp/e
du/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25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】
ttp://www2.city.toyooka.hyogo.jp/e
du/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16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】
ttp://www2.city.toyooka.hyogo.jp/e
du/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16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 児童・保護者を対象にした、ニュースポーツ大会を開催します。 10月18日
豊岡市立
竹野南小学校

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16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://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 オープンスクール
授業(マラソン大会含む)を公開します。14時からの教育講演会
『「落語入門」「笑顔で子育ティメント」　三遊亭楽団治　氏』も公
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://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（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16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17日～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 教育講演会 講師を招聘し教育講演会をします。 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 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18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
0796-42-0056

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1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
0796-42-0056

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
0796-42-0056

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。（１０日マラソン大
会）

10月10日～11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･ねんど細工、うどん作り
を地域のお年寄りから学びます。）

10月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 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。

11月1日
豊岡市立
清滝小学校付近

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

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 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をしたり、地域の人々に伝統文化等を学ん
だりします。

11月2日
豊岡市立
清滝小学校

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17日～18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/index.htm

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 授業参観・学習発表会を実施します。 11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/index.htm

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14日～16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7日～9日
豊岡市立
寺坂幼稚園・小学校

豊岡市立
寺坂幼稚園・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31日～11月2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
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。
（「マラソン大会」等）

10月31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。
（「小野っ子ミニ発表会」等）

11月15日～16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13日～15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】
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15日～16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24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/

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・保護者の皆様にも参加していただくオープンスクールで
す。食育について共に考えていただきます。

11月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/

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28日～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】
http://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、各部展示、合唱部、吹奏楽演奏などを
保護者、地域の方に公開します。

10月31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】
http://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 学校の教育活動を公開します。 10月21日～25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-

豊岡市立豊岡北中学校
0796-22-2880

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール 文化祭前日の練習や準備の様子を公開します。 10月31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/

豊岡市立港中学校
0796-28-2444

兵庫県 豊岡市 ② 文化祭（オープンスクール） 文化活動の発表・展示を公開します。 11月1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/

豊岡市立港中学校
0796-28-2444

兵庫県 豊岡市 ② プレ登校（オープンスクール）
6年生のプレ登校（中学校での授業体験）の日をオープンスクー
ルとして公開します。

11月8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/

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28日～30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.h
tml

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30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.h
tml

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26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21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 教育講演会 保護者・地域住民を対象に公開します。 11月14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
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兵庫県 豊岡市 ② 教育講演会 生徒・保護者・地域住民を対象に公開します。 10月21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29日～11月2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2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。 10月21日～25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。 10月26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23日～24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://www2.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 文化祭 保護者・地域住民対象に文化祭を公開します。 10月26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://www2.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 豊高オープンスクール 授業及び部活動の様子を公開します。 11月5日～8日 兵庫県立豊岡高等学校 兵庫県立豊岡高等学校 無料
【豊岡高校HP】http://www.hyogo-
c.ed.jp/~toyooka-hs/

兵庫県立豊岡高等学校
0796-22-2111

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール
学校公開週間として、保護者や地域の方々に授業を公開しま
す。

11月11日～15日 県立日高高等学校 県立日高高等学校 無料
【県立日高高等学校】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~hidaka-
hs/

県立日高高等学校
0796-42-1133

兵庫県 豊岡市 ②
出石藩きもの祭り書道パフォーマ
ンス

「出石藩きもの祭り」において書道部が書道パフォーマンスを行
います。

10月27日 出石支所前 兵庫県立出石高等学校 無料
兵庫県立出石高等学校
0796-52-3131

兵庫県 豊岡市 ② お城まつりバザー 「お城まつり」において生徒会とPTAによるバザーを行います。 11月3日 出石支所南駐車場 兵庫県立出石高等学校
兵庫県立出石高等学校
0796-52-3131

兵庫県 豊岡市 ② 出石高校アンテナショップ
書道部・創作部・茶華道部・家庭部による作品展示と販売を行
います。

11月3日 出石支所南駐車場 兵庫県立出石高等学校
【兵庫県立出石高等学校のHP】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~izushi-
hs/

兵庫県立出石高等学校
0796-52-3131

兵庫県 豊岡市 ① 郷土料理研究
地元の食材を利用した郷土料理を、地域の方から学び、食文
化について、学び研究する。

10月28日 豊岡総合高校 豊岡総合高校 無料 0796-22-7177

兵庫県 豊岡市 ② 高校生クリーン作戦 学校周辺の通学路を生徒、職員で清掃する。 11月1日 豊岡駅から豊岡高校 豊岡総合高校 無料 0796-22-7177

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール
授業、部活動等教育活動を公開し、本校の特色等地域の方、
保護者等に公開します。

11月5～8日 豊岡総合高校 豊岡総合高校 無料 0796-22-7177

兵庫県 豊岡市 ② 総合高校工業科ふるさと移動展 2つの工業科による動画、写真、パネルなどを紹介する。 11月未定 JAたじま祭 JAたじま 無料 0796-22-7177

兵庫県 豊岡市 ① 郷土料理講習
地域の食材を利用した郷土料理を、地域の方から学び、食文
化の担い手を育成する。

11月18日 豊岡総合高校 豊岡総合高校 無料 0796-22-7177

兵庫県 豊岡市 ② 手話交流会
地域住民や保護者に聴覚障害や手話に対する理解・啓発を図
ります。

10月21日
兵庫県立豊岡聴覚特別支援学
校　図書室

兵庫県立豊岡聴覚聴覚特別支援学校 無料
【県立豊岡聴覚特別支援学校】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~toyooka-shn/

兵庫県立豊岡聴覚特別支援学校
0796-22-2114

兵庫県 豊岡市 ② 学習発表会（オープンスクール）
但馬管内の幼稚園・小学校・中学校の保護者等に、本校の幼
児児童生徒の学習の発表を参観していただき、本校教委活動
への理解啓発を図ります。

11月15日
兵庫県立豊岡聴覚特別支援学
校　体育館

兵庫県立豊岡聴覚聴覚特別支援学校 無料
【県立豊岡聴覚特別支援学校】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~toyooka-shn/

兵庫県立豊岡聴覚特別支援学校
0796-22-2114

兵庫県 豊岡市 ② オープンスクール（授業公開）
但馬管内の幼稚園・小学校・中学校の保護者等に、本校の幼
児児童生徒の学習の様子を参観していただき、本校教育活動
への理解啓発を図ります。

11月22日
兵庫県立豊岡聴覚特別支援学
校

兵庫県立豊岡聴覚聴覚特別支援学校 無料
【県立豊岡聴覚特別支援学校】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~toyooka-shn/

兵庫県立豊岡聴覚特別支援学校
0796-22-2114

兵庫県 豊岡市 ② 学習発表会
小学部、中学部、高等部各学年ごとに日頃の学習の成果を発
表します。

11月23日 本校体育館 県立出石特別支援学校 無料
【学校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~izushi-
sn/

県立出石特別支援学校
0796-52-3565

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-

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します。

10月26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

兵庫県 豊岡市 ②
和花季ひろば「地域交流“食の
フェアー”」

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て実施すします。

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
0796-22-6362

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
の習熟を図ります。

10月2，9，16，23，30日
11月6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

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
の習熟を図ります。

10月2，9，16，23，30日
11月6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

兵庫県 西宮市 ② 作品展
園児や未就園児親子が制作した作品や絵画を展示します。そ
の制作物を使って保護者・地域の方と遊び、交流を深めます。

11月20日～21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27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
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15日 樋之池体育館 西宮市立夙川・越木岩幼稚園 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。26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，26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。

11月30日，12月3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 にぎわい事業「みんなで遊ぼう」
地域の幼稚園・保育所・未就園児が集い、運動遊びやふれあ
い遊びを通してつながりを深めます。

10月25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 ②③ 子供作品展 作品展を地域に公開し、幼稚園の取り組みを紹介します。 11月26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
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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の展示もありま

11月28日～29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25日～29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 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21～22，25～27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。

11月27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23日，26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24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
地域の小学校1年生・幼稚園・保育所・未就園児が、一緒に人
形劇を鑑賞したり、触れ合い遊びを楽しみます。

10月16日 西宮市立瓦木小学校体育館 西宮市立瓦木幼稚園 無料
【瓦木幼稚園のHP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/k
awaragik/

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 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17日～18日 西宮市立瓦木幼稚園 西宮市立瓦木幼稚園 無料
【瓦木幼稚園のHP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/k
awaragik/

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30日，12月2日 西宮市立瓦木幼稚園遊戯室 西宮市立瓦木幼稚園 無料
【瓦木幼稚園のHP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/k
awaragik/

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

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28日～29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 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
【鳴尾東幼稚園のHP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/n
aruohigashik/

西宮市立鳴尾東幼稚園
0798-41-4542

兵庫県 西宮市 ② にぎわい交流会
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、なかよし遊びをしたりします。

10月16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 人形劇鑑賞会 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、地域の方に作品を見て
いただいたりします。

11月27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 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27日 西宮市立生瀬幼稚園 西宮市立生瀬幼稚園 無料
【生瀬幼稚園のHP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/n
amazek/

西宮市立生瀬幼稚園
0797-84-9464

兵庫県 西宮市 ① 長寿をたのしむつどい
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19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 人権参観 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 西宮市立浜脇小学校 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 図工展
テーマを「音」と題し、児童とＰＴＡ・職員の作品を展示します。一
人一人の思いやアイデアがあふれる作品を制作展示します。

11月20日～23日 西宮市立浜脇小学校 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 オープンスクール
図工展の最終日に合わせて、保護者や地域の方に学校の様
子を公開します。

11月23日 西宮市立浜脇小学校 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 マラソン大会
各学年でマラソン大会を行い、保護者や地域の方から熱い声
援をおくってもらいます。

12月4日 西宮市立浜脇小学校 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16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7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 図工展
「あつまれ　香櫨園広場」をテーマに，全学年及び全校作品を
展示します。

11月21日～23日 西宮市立香櫨園小学校 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 ③ 図工展
心をこめて、一生懸命作った全校児童の図工の作品を、体育
館いっぱいに展示します。

11月14日～16日 西宮市立安井小学校 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 音楽会
図工展との隔年開催。学年ごとに合唱と合奏による音のハーモ
ニーを楽しむ会とします。なお、鑑賞は学年ごとの6部制とし、チ
ケット事前配布の座席指定で行います。

11月23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

座席指定のため当日一般席は
ありません。

兵庫県 西宮市 ② 音楽会
各学年が、日ごろの音楽学習の成果を発表します。第1部…2・
5年、第2部…1・4年、第3部…3・6年の3部制で行います。

11月16日
西宮市立北夙川小学校
体育館

西宮市立北夙川小学校 無料
【北夙川小学校のHP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/k
syukuge/

西宮市立北夙川小学校
0798-74-7009

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。 10月25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 音楽会
「ひびかせよう　美しいハーモニー♪」をテーマに各学年の音楽
の時間に取り組んできた合唱・合奏を保護者・地域の方に披露
します。

11月16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

座席数に制限があるため案内
状の届いた地域の方のみ入場
できます。

兵庫県 西宮市 ② 湯川記念こども課外教室
若手の理論物理学研究者を対象とする「西宮湯川記念賞」の
受賞者が6年生児童対象に講話をされます。

12月6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
図工展（保護者鑑賞）・オープンス
クール

児童・教師・地域の方の作品を展示します。オープンスクールで
は保護者参加型の造形あそびを行います。

11月16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

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 66
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兵庫県 西宮市 ② オープンスクール・図工展
各学年が図工の時間に作成した作品を展示します。今年の
テーマは、『つくるよろこび　つたわるおもい』です。同日午前中
には、学校を公開します。

オープンスクールは11月
23日、図工展は11月21日
～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

オープンスクールは23日の8:30
～12:30、図工展は、21日は児
童鑑賞日　22日は児童鑑賞日
だが、一般開放が14:00～16:10
まで入場可。23日は一般公開が
13:30～14:40まで入場可。

兵庫県 西宮市 ② 音楽会
各学年が、日頃の音楽活動の成果を合奏や合唱などを通して
披露します。

11月23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 音楽会(保護者鑑賞日) 学年単位で、合唱や合奏を披露します。 11月16日 西宮市立広田小学校体育館 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 平木フェスタ〈音楽会〉
「歌おう♪奏でよう♪輝こう♪～心ひとつに～」をテーマに合唱
や合奏をなど、音楽で学んだ成果を披露します。 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 音楽会
音楽の学習（合唱・器楽）の成果を発表する。２部制（学年ごと）
で入れ替え制により保護者・地域の方に披露します。

11月23日 西宮市立甲東小学校 西宮市立甲東小学校 無料
西宮市立甲東小学校
0798－51－6677

ビデオ・写真の撮影はご遠慮い
ただいています。

兵庫県 西宮市 ② 図工展
「色と形のハーモニー」というテーマで、作品展会場を特別な空
間に変身させます。子どもたちが一生懸命に作製した作品をご
覧いただきます。

11月21日～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

11月21日、22日は午後のみ

兵庫県 西宮市 ② オープンスクール
朝の会から帰りの会まで，学校生活（午前授業）を公開します。
図工展同時開催。

11月23日 西宮市立上ケ原小学校 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 音楽会
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。

11月23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 図工展
小学校や特別支援学校の児童や地域の方々の平面や立体作
品を展示します。

11月16日～18日
西宮市立段上小学校　体育館、
家庭科室

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 音楽会
「とどけよう　心と音のハーモニー｣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

11月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 図工展・学校公開
「かんじよう・つたえよう・ひろげよう」をテーマに、各学年の子ど
も達の造形作品を展示して鑑賞してもらうとともに、学校の様子
を広く地域に公開する。

11月23日 西宮市立樋ノ口小学校 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
図工展
（オープンスクール開催）

「夢のかたち」をテーマに、児童が製作した作品（平面一点、立
体一点）を展示します。11月23日には、オープンスクールも同時
開催します。

11月21日～23日 西宮市立高木小学校 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 図工展＆オープンスクール
開校以来２回目の図工展です。日常の図工科の学習活動の成
果を発表します。最終日はオープンスクール（午前中）も併せて
実施します。

11月20日～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 図工展
「瓦木　歴史絵巻～カワラギ　ヒストリア（仮）」というテーマで全
校生の作品を体育館いっぱいに展示します。（15：30～16：30）

11月15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 図工展・オープンスクール
学校教育活動の様子を公開します。体育館では図工展も開催
中です。（オープンスクール8：30～12：30図工展9：00～15：00）

11月16日 西宮市立瓦木小学校 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24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 図工展
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16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 ② 図工展
「みつけたよ！わたしのいいかんじ」をテーマに、全校児童の造
形作品を体育館いっぱいに展示します。

11月23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 図工展
子どもたちの心のこもった作品の数々を、保護者・地域の方々
にご覧いただきます。

11月20～23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
西宮市立上甲子園小学校
0798-67-1518

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。

11月13日，16日 西宮市立津門小学校体育館 西宮市立津門小学校 無料
西宮市立津門小学校
0798－22－2286

兵庫県 西宮市 ③ オープンスクール(音楽会)
保護者や地域の方々に授業や学校生活を公開するとともに、
体育館を会場として、音楽会を開催します。

11月16日 西宮市立春風小学校 体育館 西宮市立春風小学校 無料
【西宮市立春風小HP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/h
arukae/

西宮市立春風小学校
0798-47-1634

兵庫県 西宮市 ③ 図工展

「図工がもっと楽しくなる」～つくって楽しい、みて楽しい～を
テーマに、図工展を開催します。自分の作品づくりの楽しさや、
友達の作品づくりのよさを味わうとともに、図工学習に対する興
味・関心を高め、創造することの喜びを感じることをねらいとし

11月14日～16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 図工展・オープンスクール
『ゆめのとびら　ひらけ』をテーマに子供たちが作成した一人2
点（平面と立体）の作品を展示します。土曜日の午前中は、
オープンスクールも同時開催します。

11月14日～16日
西宮市立用海小学校

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 図工展
「みんな なかよく ○○いっぱい」をテーマに日頃の作品づくり
の成果を発表し、地域や保護者に公開することで、造形表現学
習の意識の向上を図ります。

11月15日～16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 各学年ダンスや競走競技を行います。 10月19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 図工展
子どもたちが図工の時間に心をこめてつくった作品を展示を行
います。

11月22日～23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10日 甲子園浜公園 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 図工展
「月のとき」－ゆかい－をテーマに、それぞれ違った個性を持つ
仲間で作り上げる図工展を開催します。

11月14日～16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 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。

11月23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 第２０回音楽会
「パズル　～つながる　生み出す　音楽のデザイン～」をテーマ
に一人一人の個性（パズルのピース）をいかし、それぞれが役
割を果たすためにねばり強く練習した成果を発表します。

11月16日 西宮市立高須西小学校 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 ③ 図工展
テーマは「図工びっくり箱（ぼよよ～ん）」です。「ぼよよ～ん」を
合言葉に、体育館全体がひとつのびっくり箱になったかのよう
に、子供たちの作品を展示します。

11月22日～23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
【鳴尾東小学校のHP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/n
aruohie/

西宮市立鳴尾東小学校
0798-47-1073

兵庫県 西宮市 ② 音楽会
音楽により親しませると共に、日常の音楽学習の成果を発表し
ます。

11月16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

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 西宮市 ③ コマツフェア
　テーマ「夢の旅へ」のもと、原則児童の平面・立体各１点の作
品とくすのき学級の共同作品を展示します。

11月19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 音楽会
「音楽の力は無限大～空もとべるはず～」をテーマに、エンディ
ングには全校合唱を行います。

11月23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 図工展
「再発見・美しい日本の四季」をテーマに、ふるさととしての北六
甲台の魅力、美しさを再発見して表現します。

11月16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 図工展
『名塩でチャレンジ！』をテーマに表現及び鑑賞を通して、創造
活動への意欲を高め、豊かな情操を培います。児童の平面・立
体作品各１点と全校児童、職員で取り組む全校作品を展示しま

11月22日～23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 図工展
「おもいをひろげて」をテーマに、一人一人が主体的に作品作り
に取り組み、また友達の作品の良さや発想に気付きあえる作
品展を行います。

11月21日～23日 西宮市立東山台小学校体育館 西宮市立東山台小学校 無料
【東山台小学校のHP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/h
igasie/

西宮市立東山台小学校
0797-61-3420

兵庫県 西宮市 ② 図工展
「十人十色」ー自分の色を大切にしようーをテーマに、各学年で
立体作品、平面作品を展示し、保護者や地域の皆様に観賞し
て頂きます。また、11月23日はオープンスクールも同時開催し

11月21日～23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21日～25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25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1日，5日，6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 マリナワ－ク
地域の人と小中学校の生徒が、合同でゴミ拾いなどを一斉に
行い、地域に対して感謝の意を表す活動を行います。

11月26日 西宮市立西宮浜中学校付近 西宮市立西宮浜小中学校 無料
西宮市立西宮浜中学校
0798-32-0260

兵庫県 西宮市 ① 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18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

　

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、ESSなどによるステージ発表を実

10月21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 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，その他学習成果の発表等のステー
ジ発表を行います。

11月1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21日～25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23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 ②③ オープンスクール週間
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11日～15日 西宮市立甲陵中学校 西宮市立甲陵中学校 無料
西宮市立甲陵中学校
0798-51-6781

兵庫県 西宮市 ②③ 文化活動発表会
各学年の合唱コンクールと文化部等の活動を文化活動発表会
ステージ部門としてﾞ発表します。

10月30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

西宮市立甲陵中学校 無料
西宮市立甲陵中学校
0798-51-6781

兵庫県 西宮市 ② オープンスクール
授業の様子を公開します。文化部の生徒の作品や授業で制作
した生徒の作品を展示しています。

10月15～17日 西宮市立平木中学校 西宮市立平木中学校 無料
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21日 アルカイックホール 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 授業や部活動など、1日の学校生活を公開します。 10月15日～18日 西宮市立甲武中学校 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21日，23日，24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25日 アミティホール 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30日 なるお文化ホール 西宮市立深津中学校 無料
【深津中学校のHP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/f
ukaduj/

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。

10月31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1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 ③ 今中ミュージックフェア
地域連携協議会が主催となって行っている行事です。
本校吹奏楽部と特別新学級のJハープ部の生徒たちとの合同
演奏は他では見ることのできない、心温まる本校独自の取り組

12月8日 フレンテホール 地域連携協議会 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
学校を登校時間から下校時間まで公開することにより、保護
者・地域の方に教育活動を広く参観して頂く。学校への理解を
より一層深めて頂くことを目的として実施します。

11月5日～6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 ② 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16日 あましんアルカイックホール 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 各教科の授業や部活動を公開します。 11月11日～15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16日，17日，21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考
える考え方行います。

10月18日 なるお文化ホール
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

10月21日～25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5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
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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25日
【午前】西宮東高校ホール（なる
お文化ホール）
【午後】西宮市立高須中学校

西宮市立高須中学校 無料
【高須中学校のHP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/t
akasuj/

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
的としています。

10月23日～30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

10月31日 アミティホール 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21日～25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24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

三田市郷の音ホールにて開催

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～17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の発表等を
行います。

10月18日 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
学校説明会および中学生向け体
験授業

教育課程や入試制度、教育活動などの学校紹介および中学生
を対象にした体験授業を行います。

11月2日 県立西宮高等学校 県立西宮高等学校 無料
【県立西宮高校のHP】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~kennishi-hs/

県立西宮高等学校
0798-52-0185

兵庫県 西宮市 ②
第45回ティーンズ・フレッシュ・コン
サート

（公財）宝塚市文化財団との提携によるコンサートです。音楽科
現役3年生が出演します。

11月8日 宝塚ベガ・ホール 県立西宮高等学校 無料
【県立西宮高校のHP】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~kennishi-hs/

県立西宮高等学校
0798-52-0185

兵庫県 西宮市 ②
高校生ふるさと貢献活動
「安井地区ふれあいコンサート」

西宮市立安井小学校区で実施される「安井地区ふれあいコン
サート」において、本校吹奏楽部が出演します。

11月2日
西宮市立
安井小学校

安井地区青少年愛護協議会 無料
安井地区青少年
愛護協議会
0798－35－9085

兵庫県 西宮市 ②
高校生ふるさと貢献活動
「大社地区ふれあいコンサート」

西宮市立大社小学校区で実施される「大社地区たそがれコン
サート」において、本校吹奏楽部が出演します。

11月24日
西宮市立
大社小学校

大社地区青少年愛護協議会 無料
大社地区青少年
愛護協議会
0798－35－9085

兵庫県 西宮市 ② たてじまアートボード掲示

小学生が「わたしのエビスさま」をテーマに描いたイラスト原画
をもとに、本校生が「たてじま」をモチーフにした看板を拡大制
作し、共同作品として新甲子園商店街に飾ります。気に入った
作品に投票もしてもらえます。

9月28日～11月6日 西宮市網引町新甲子園商店街 たてじまアートプロジェクト実行委員会 無料
【県立西宮今津高等学校】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~imazu-
hs/

美術科
0798-45-1941

兵庫県 西宮市 ② たてじまアートまつり
新甲子園商店街が開催するお祭りと共同で、高校生によるお
祭りを、学校近くの公園で開催します。

11月3日 西宮市網引公園 たてじまアートプロジェクト実行委員会 無料
【県立西宮今津高等学校】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~imazu-
hs/

美術科
0798-45-1941

兵庫県 西宮市 ② 課題研究発表会
２年間かけて研究してきた内容を、各部門の代表者が全校生、
地域の人々の前で発表します。

11月15日
兵庫県立
西宮今津高校

兵庫県立西宮今津高校 無料
【県立西宮今津高等学校】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~imazu-
hs/

総合学科推進部
0798-45-1941

兵庫県 西宮市 ③ 香風祭（文化祭）

舞台、展示、模擬店など、どのクラス・部も趣向を凝らした内容
になって
います。小さなお子さんから地域の方々まで、多くの方々にお
越しいただいています。

11月2日 県立西宮香風高等学校 県立西宮香風高等学校 無料
【西宮香風高校HP】
https://www.hyogo-c.ed.jp/~kofu-
hs/

県立西宮香風高等学校
0798-39-1017

兵庫県 西宮市 ② 授業参観デー
定時制多部制である本校は、年齢や学習歴の異なる生徒が通
学し、学びのニーズも多種多様です。4限（主に1部）、6限（主に
2部）、10限（主に3部）の授業参観デー（公開授業）を行ないま

11月14日 県立西宮香風高等学校 県立西宮香風高等学校 無料
【西宮香風高校HP】
https://www.hyogo-c.ed.jp/~kofu-
hs/

県立西宮香風高等学校
0798-39-1017

兵庫県 西宮市 ② 第4回学校説明会 普通科の説明と授業体験を行います。 10月27日 西宮市立西宮高等学校 西宮市立西宮高等学校 無料
【西宮市立西宮高等学校のHP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/i
chinish/

西宮市立西宮高等学校
0798-74-6711

兵庫県 西宮市 ② 第5回学校説明会 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3日 西宮市立西宮高等学校 西宮市立西宮高等学校 無料
【西宮市立西宮高等学校のHP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/i
chinish/

西宮市立西宮高等学校
0798-74-6711

兵庫県 西宮市 ②
松柏講座
「ゼロ･ウェイストへの挑戦」

徳島県上勝町で活動するNPO法人理事長の坂野晶氏が「ご
み」をごみで無くすための取り組みを語る市民対象の公開講座
です。

11月14日 西宮市立西宮高等学校 西宮市立西宮高等学校 無料
【西宮市立西宮高等学校のHP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/i
chinish/

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、同時にな
るお文化（西宮東高校）ホールにて数理・人文コースの説明会

10月19日 なるお文化（西宮東高校）ホール 西宮市立西宮東高等学校 無料
【西宮東高等学校のHP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/n
ishihh/

西宮市立西宮東高等学校
0798-47-6013

兵庫県 西宮市 ①
第5回木曜講座（市民講座）「「天
安門事件」は再び起きるか？－
30年目に振り返る」安田峰俊先生

1989年6月、北京で起きた六四天安門事件。民主化を主張した
学生や市民を人民解放軍が鎮圧した事件として知られるこの
出来事は、現在まで続く中国の経済発展や政治的台頭の出発
点でもありました。現在から見た天安門事件を振り返ります。

10月24日 なるお文化（西宮東高校）ホール 西宮市立西宮東高等学校 無料
【西宮東高等学校のHP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/n
ishihh/

西宮市立西宮東高等学校
0798-47-6013

兵庫県 西宮市 ①
第6回木曜講座（市民講座）「園の
話」足立年樹先生

西宮市内には甲子園を始め、～園と名のつく地名が多くありま
す。今回はそれぞれの園の地名の由来や、そこであった出来
事を紹介します。また最近「西宮七園」という言葉を聞きます
が、どこからそんな言葉が生まれたのか探ってみたいと思いま

10月31日 なるお文化（西宮東高校）ホール 西宮市立西宮東高等学校 無料
【西宮東高等学校のHP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/n
ishihh/

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2日 なるお文化（西宮東高校）ホール 西宮市立西宮東高等学校 無料
【西宮東高等学校のHP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/n
ishihh/

西宮市立西宮東高等学校
0798-47-6013

兵庫県 西宮市 ①

第7回木曜講座（市民講座）「～ア
ンパンマンの生みの親～生誕100
年記念　やなせたかしの生き方と
作品世界」仙波美由紀先生

やなせたかしは複雑な生い立ちや、70歳近くまでヒット作がな
かったなどの苦労人でしたが、漫画家的なユーモアを忘れず、
多くの人を喜ばせることを糧に94歳で亡くなるまで生涯現役を
貫きました。その生き方や作品に込めたメッセージから、前向き
に生きる人生のヒントをご紹介します。

11月14日 なるお文化（西宮東高校）ホール 西宮市立西宮東高等学校 無料
【西宮東高等学校のHP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/n
ishihh/

西宮市立西宮東高等学校
0798-47-6013

兵庫県 西宮市 ①
第8回木曜講座（市民講座）「睡眠
時無呼吸症候群ってどんなも
の？」奥中美恵子先生

睡眠時無呼吸症候群は一晩の睡眠中に10秒間以上の無呼吸
状態が30回以上起こるか、睡眠1時間中に無呼吸数が5回以上
起こることと定義されています。とくに肥満の男性に多く、睡眠
時に大きないびきをかくのが特徴です。今回は検査、診断、治
療について説明します。

11月21日 なるお文化（西宮東高校）ホール 西宮市立西宮東高等学校 無料
【西宮東高等学校のHP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/n
ishihh/

西宮市立西宮東高等学校
0798-47-6013

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 西宮市 ①

第9回木曜講座（市民講座）「長崎
と天草地方の潜伏キリシタン関連
遺産　世界遺産としての価値と登
録への道のり」川口洋平先生

幾多の困難を乗り越えて世界遺産に登録された「長崎と天草地
方　潜伏キリシタン関連遺産」の魅力に迫ります。

11月28日 なるお文化（西宮東高校）ホール 西宮市立西宮東高等学校 無料
【西宮東高等学校のHP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/n
ishihh/

西宮市立西宮東高等学校
0798-47-6013

兵庫県 西宮市 ② 学校公開デー 1歳～5歳児の公開保育、絵画等の作品展を行います。 12月1日
兵庫県立こばと聴覚特別支援学
校各教室

兵庫県立こばと聴覚特別支援学校 無料
【県立こばと聴覚特別支援学校Ｈ
Ｐ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~kobato-

兵庫県立
こばと聴覚特別支援学校
0798-53-5061

11月27日までに参加申し込みを
お願いします。

兵庫県 西宮市 ②
ふれあい展示会・ふれあい運動
会

日頃の学習の成果を発表するとともに、他校の児童生徒、地域
の方々、保護者、卒業生との交流を深める。

11月23日
西宮市立西宮養護学校体育館
等

西宮市立西宮養護学校 無料
西宮市立西宮養護学校
0798-57-3521

兵庫県 西宮市 ①②
第56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10日 西宮市立上甲子園中学校
西宮市教育委員会，西宮市人権・同和
教育協議会

無料
西宮市人権・同和教育協議会
0798-35-3158

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
西宮市教育委員会人権教育推進
課

兵庫県 西宮市 ①③
指定文化財公開「慶長十年摂津
国絵図」

兵庫県・西宮市指定文化財「慶長十年摂津国絵図」の特別展
示

10月29日～11月3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のHP】
https://www.nishi.or.jp/access/hak
ubutsukan/kyodoshirokan/kyodoshi
ryokan.html

西宮市立郷土資料館
0798-33-1298

兵庫県 西宮市 ①③
第49回特集展示「町絵図・村絵
図」

江戸時代に作成された西宮の町絵図・村絵図の特集展示 11月5日～12月28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のHP】
https://www.nishi.or.jp/access/hak
ubutsukan/kyodoshirokan/kyodoshi
ryokan.html

西宮市立郷土資料館
0798-33-1298

兵庫県 西宮市 ①③ 文化財ウォーク
夙川地域の文化財をめぐります。コミュニティFM「さくらFM」の番
組と連動し、スタジオと現地の解説ポイントを中継しながらの
ウォークです。

11月17日 西宮市 西宮市立郷土資料館 無料

【西宮市立郷土資料館のHP】
https://www.nishi.or.jp/access/hak
ubutsukan/kyodoshirokan/kyodoshi
ryokan.html

西宮市立郷土資料館
0798-33-1298

FMラジオ持参。

兵庫県 西宮市 ①③ 季節のグリーティングカード作り 和紙を漉いて季節のグリーティングカードをつくります。 12月5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のHP】
https://www.nishi.or.jp/access/hak
ubutsukan/kyodoshirokan/kyodoshi
ryokan.html

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 第50回歴史講座
学芸員の最新の研究成果報告の場です。
演題：西宮の町絵図・村絵図
報告者：西宮市立郷土資料館学芸員・笠井今日子

10月16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のHP】
https://www.nishi.or.jp/access/hak
ubutsukan/kyodoshirokan/kyodoshi
ryokan.html

西宮市立郷土資料館
0798-33-1298

対象年齢15歳以上。定員60名。
先着順。

兵庫県 西宮市 ①③ 第51回歴史講座
学芸員の最新の研究成果報告の場です。
演題：石棺と仁川五ヶ山古墳群
報告者：西宮市立郷土資料館学芸員・山田暁

11月20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のHP】
https://www.nishi.or.jp/access/hak
ubutsukan/kyodoshirokan/kyodoshi
ryokan.html

西宮市立郷土資料館
0798-33-1298

対象年齢15歳以上。定員60名。
先着順。

兵庫県 西宮市 ①③
第73回西宮市内博物館等連携講
座

西宮市内に所在する博物館等が連携して、各館研究員・学芸
員等による学術的な連続講座を実施する。
演題：皇位継承における刀剣　―草薙剣と大刀契―
報告者：黒川古文化研究所研究員・川見典久

11月14日 大手前大学史学研究所 西宮市立郷土資料館 無料

【西宮市内博物館等連携講座の
HP】
https://www.nishi.or.jp/bunka/rekis
hitobunkazai/ritsukyodoshiryokan/r

大手前大学史学研究所
0798-32-5007

定員50名。先着順。

兵庫県 西宮市 ➀ 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15日 なるお文化ホール 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 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。

10/26～11/5 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 西宮市 ③
第43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

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 兵庫県立総合体育館
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 西宮市 ③
武庫川学院創立80周年記念　武
庫川女子大学　音楽学部　ふれ
あいコンサート

武庫川学院創立80周年記念演奏会。出演は音楽学部教員、音
楽専攻科学生。来場者と共に歌う秋の歌メドレーも予定。

10月19日
武庫川女子大学中央キャンパス
音楽館演奏ホール

武庫川女子大学音楽学部 無料
http://www.mukogawa-
u.ac.jp/~music/

武庫川女子大学
音楽学部事務室

往復はがきでの申込制。締切10
月8日（火）

兵庫県 西宮市 ③

武庫川女子大学　音楽学部演奏
会
「甲子園会館の音楽會」第32回武
庫川コンチェルト～神戸市室内管

神戸市室内管弦楽団を迎え、オーディションによって選ばれた3
名の演奏学科ピアノ専修学生が共演。指揮は柴田真郁氏。往
復はがきによる申込制。

11月17日
武庫川女子大学上甲子園キャン
パス甲子園会館西ホール

武庫川女子大学音楽学部 無料
http://www.mukogawa-
u.ac.jp/~music/

武庫川女子大学
音楽学部事務室

往復はがきでの申込制。締切11
月5日（火）

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19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19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23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16日 西脇市立重春小学校 西脇市立重春小学校 無料
西脇市立重春小学校
0795-22-2406

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15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6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 ① 親子人権講演会 人権参観およびＰＴＡ講演会 10月20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
【日野小学校のHP】
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/hino
elementaryschool/

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
オープンスクール
授業及び学校生活を公開します。

11月14日～15日 西脇市立日野小学校 西脇市立日野小学校 無料
【日野小学校のHP】
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/hino
elementaryschool/

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
(音楽会)

音楽発表会
児童の合唱・合奏を発表します。

11月16日
西脇市立日野小学校
体育館

西脇市立日野小学校 無料
【日野小学校のHP】
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/hino
elementaryschool/

西脇市立日野小学校
0795-22-3864

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 70



2700

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

第61回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県 西脇市 ②
オープンスクール
（親子人権学習）

学級ごとに、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。講師･登山家 木元(きもと)正均
(まさひと)さんからお話を聞きます。

10月26日 西脇市立比延小学校 西脇市立比延小学校 無料
【比延小学校のHP】
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/hieel
ementaryschool/

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

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
【比延小学校のHP】
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/hieel
ementaryschool/

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9日 西脇市立比延小学校 西脇市立比延小学校 無料
【比延小学校のHP】
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/hieel
ementaryschool/

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

12月4日 西脇市立比延小学校 西脇市立比延小学校 無料
【比延小学校のHP】
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/hieel
ementaryschool/

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26日～29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25日～26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 ふれあいマラソン大会
マラソン大会を行い、その後地域、保護者の方と収穫祭を行い
ます。

12月5日
西脇市立双葉小学校
周辺

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 乳幼児ふれあい体験
５，６年児童が、命の誕生や子育てについて、乳幼児とのふれ
あい体験を通して学習し、命の尊さを実感する。

10月21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
保護者や地域の方へ学校を開放し、普段の子ども達の様子を
見てもらう。

10月24日～26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
0795-27-0015

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、学習を共にしながら交流を深め
る。

10月24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
0795-27-0016

兵庫県 西脇市 ①② 南極クラス
将来の夢に元気よく歩むことができるよう、児童へ南極観測で
の経験と取組を紹介する。

10月25日 西脇市立芳田小学校
西脇市立芳田小学校
ミサワホーム株式会社

無料
西脇市立芳田小学校
0795-27-0017

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う。また、いずみ寮
の方を招待し、交流をする。

10月26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
0795-27-0018

兵庫県 西脇市 ② 親子人権学習・人権講演会 親子による人権学習と人権講演会を実施する。 11月29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
0795-27-0019

兵庫県 西脇市 ①② 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4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 ②③ 文化芸術巡回公演
文化芸術による子供育成総合事業
ミュージカル「小さい“つ”が消えた日」への出演・鑑賞をします。

10月30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実施します。 10月31日～11月2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 音楽会 児童が歌・合奏を発表します。 11月2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 ②③
児童に対する伝統的工芸品教育
事業

4年児童が播州毛鉤の講習を受けた後、製作体験を行います。 11月7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25～26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 音楽会 園児・児童が歌・合奏を発表します。 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 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29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31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（『被爆
ピアノ平和コンサート』と題しての講演とコンサート）

11月8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 ③ 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

兵庫県 西脇市 ② ｵｰﾌﾟﾝスクール 保護者・地域へ授業を公開します。 11月2日 西脇市立西脇東中学校校舎 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・吹奏楽部演奏・有志生徒によ
る演劇を行います。

11月4日
西脇市立西脇東中学校
体育館及び校舎

西脇市立西脇東中学校 無料
西脇市立西脇東中学校
0795-22-3906

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 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3日 西脇市立黒田庄中学校 西脇市立黒田庄中学校 無料
西脇市立黒田庄中学校
0795-28-2072

兵庫県 西脇市 ② 西脇工業祭
工業高校の内容（各科・文化部・クラス等）を展示し、保護者や
地域の方に知っていただきます。

11月2日 西脇工業高校 西脇工業高校 0795-22-5506

兵庫県 西脇市 ② 体育祭
各競技や応援を通してクラスや年次の団結力を高め、集団行
動での責任を果たすこと等を目的として、1部～3部合同で実施
します。

10月11日 県立西脇北高等学校 県立西脇北高等学校 無料
【県立西脇北高等学校ＨＰ】
http://dmzcms.hyogo-
c.ed.jp/nishiwakikita-hs/htdocs/

県立西脇北高等学校
生徒指導部長
(0795)22-5850

兵庫県 西脇市 ①
スポーツクラブ21日野〈ウエイトリ
フティング〉

バーを使用したトレーニングで体を引き締めます。未経験者も
参加可能です。西脇北高校のウエイトリフティング専門教員と
ウエイトリフティング部員が指導します。

10月,11月
(日時未定)

県立西脇北高等学校 スポーツクラブ21にしわき

【西脇市スポーツ21ＨＰ】
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/kaku
kanogoannai/kyouikuiinkai/syougaig
akusyuka/sports/news/index.html

県立西脇北高等学校
ウエイトリフティング部
(0795)22-5850

兵庫県 西脇市 ② オープンスクール
保護者・地域の方々に本校の授業を公開します。また、教員間
での授業見学を通して授業力の向上を目指します。

11月5～8日 県立西脇北高等学校 県立西脇北高等学校 無料
【県立西脇北高等学校ＨＰ】
http://dmzcms.hyogo-
c.ed.jp/nishiwakikita-hs/htdocs/

県立西脇北高等学校教務部長
(0795)22-5850

兵庫県 西脇市 ② 杉原川クリーンリバープロジェクト

杉原川畔を中心に地域の清掃を定期的（月1回程度）に行って
います。播州織をはじめとした多彩な地域文化と生活文化を支
える杉原川の景観を守り、ふるさと意識を高めて住みよいまち
づくりに貢献することが目的です。

11月
(日時未定)

県立西脇北高等学校 県立西脇北高等学校 無料
【県立西脇北高等学校ＨＰ】
http://dmzcms.hyogo-
c.ed.jp/nishiwakikita-hs/htdocs/

県立西脇北高等学校総務部長
(0795)22-5850
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兵庫県 西脇市 ② 「へそレンジャー」ショー

西脇のヒーロー「へそレンジャー」ショーのプログラムを開発し
て、地元のこども園等で実施します。地元のこども園等を訪問
し、ショーを通して子ども達との交流を深め、絆を強化していき
ます。

11月
(日時未定)

県立西脇北高等学校 県立西脇北高等学校 無料
【県立西脇北高等学校ＨＰ】
http://dmzcms.hyogo-
c.ed.jp/nishiwakikita-hs/htdocs/

県立西脇北高等学校
高校生心のサポートシステム担当
ボランティア部長
(0795)22-5850

兵庫県 西脇市 ② 老人保健施設「しばざくら荘訪問」
総合的な学習で取り組む読み聞かせや音楽履修者及び吹奏
楽部による器楽演奏などを披露して、老人保健施設の方々と
交流します。

12月12日 県立西脇北高等学校 県立西脇北高等学校 無料
【県立西脇北高等学校ＨＰ】
http://dmzcms.hyogo-
c.ed.jp/nishiwakikita-hs/htdocs/

県立西脇北高等学校総務部長
(0795)22-5850

兵庫県 西脇市 ② クリーンキャンペーン
地域の生活道路や公園及び公民館等の公共施設並びに文化
遺産等、本校の教育活動を支える地域の清掃活動を保護者や
地域の方の協力を得て行います。

12月
(日時未定)

県立西脇北高等学校 県立西脇北高等学校 無料
【県立西脇北高等学校ＨＰ】
http://dmzcms.hyogo-
c.ed.jp/nishiwakikita-hs/htdocs/

県立西脇北高等学校総務部長
(0795)22-5850

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26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・保護者対象の情報モラル講演会
を行います

10月8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25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11日～15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12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 播磨町 ① 幼稚園秋まつり（バザー）
園児や保護者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26日 播磨町立播磨幼稚園
播磨町立
播磨幼稚園

無料

【播磨幼稚園のHP】
http://www.town.harima.lg.jp/kyoiku
somu/kyoiku/kyoiku/yochien/harim
ayochien/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11日～13日 播磨町立播磨幼稚園
播磨町立
播磨幼稚園

無料

【播磨幼稚園のHP】
http://www.town.harima.lg.jp/kyoiku
somu/kyoiku/kyoiku/yochien/harim
ayochien/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14日 播磨町立播磨幼稚園
播磨町立
播磨幼稚園

無料

【播磨幼稚園のHP】
http://www.town.harima.lg.jp/kyoiku
somu/kyoiku/kyoiku/yochien/harim
ayochien/harimayochien.html

播磨町立播磨幼稚園
079-437-0729

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12日 播磨町立蓮池幼稚園
播磨町立
蓮池幼稚園

無料

【蓮池幼稚園のHP】
https://www.town.harima.lg.jp/kyoik
usomu/kyoiku/kyoiku/yochien/has
uike/index.html

播磨町立蓮池幼稚園
078-942-8328

兵庫県 播磨町 ① シニアクラブと一緒にあそぼう
シニアクラブの方たちに昔の遊びを教えてもらったり一緒に遊
んでもらったりしま
す。

10月18日 播磨町立蓮池幼稚園
播磨町立
蓮池幼稚園

無料

【蓮池幼稚園のHP】
https://www.town.harima.lg.jp/kyoik
usomu/kyoiku/kyoiku/yochien/has
uike/index.html

播磨町立蓮池幼稚園
078-942-8328

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26日 播磨町立蓮池幼稚園
播磨町立
蓮池幼稚園

無料

【蓮池幼稚園のHP】
https://www.town.harima.lg.jp/kyoik
usomu/kyoiku/kyoiku/yochien/has
uike/index.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11日～13日 播磨町立蓮池幼稚園
播磨町立
蓮池幼稚園

無料

【蓮池幼稚園のHP】
https://www.town.harima.lg.jp/kyoik
usomu/kyoiku/kyoiku/yochien/has
uike/index.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14日 播磨町立蓮池幼稚園
播磨町立
蓮池幼稚園

無料

【蓮池幼稚園のHP】
https://www.town.harima.lg.jp/kyoik
usomu/kyoiku/kyoiku/yochien/has
uike/index.html

播磨町立蓮池幼稚園
078-942-8328

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12日 播磨町立蓮池幼稚園
播磨町立
蓮池幼稚園

無料

【蓮池幼稚園のHP】
https://www.town.harima.lg.jp/kyoik
usomu/kyoiku/kyoiku/yochien/has
uike/index.html

播磨町立蓮池幼稚園
078-942-8328

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13日 播磨町立蓮池幼稚園
播磨町立
蓮池幼稚園

無料

【蓮池幼稚園のHP】
https://www.town.harima.lg.jp/kyoik
usomu/kyoiku/kyoiku/yochien/has
uike/index.html

播磨町立蓮池幼稚園
078-942-8328

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9日 播磨町立播磨小学校
播磨町立
播磨小学校

無料
【播磨小学校のHP】
http://www.harisyou.harimakyoiku.j

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28日 播磨町立播磨小学校
播磨町立
播磨小学校

無料
【播磨小学校のHP】
http://www.harisyou.harimakyoiku.j

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9日 播磨町立蓮池小学校　体育館 播磨町立蓮池小学校 無料
【蓮池小学校の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
授業参観＆ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾑ・情報教育
講演会

１校時オープンスクール、各学級が通常授業を公開します。２
校時が参観授業。地域の方々にも声をかけます。３・４校時に
情報教育講演会で情報モラルについて講師先生をお招きして
保護者と児童が学習します。

10月18日 播磨町立蓮池小学校 播磨町立蓮池小学校 無料
【蓮池小学校の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
これまで5年生対象に、防煙教室（禁煙教室）を行いましたが、
３・４年生にも、たばこの害について学習する機会をつくりまし

11月14日 播磨町立蓮池小学校 播磨町立蓮池小学校 無料
【蓮池小学校の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 校内音楽会
各学年ごとに「合唱」「合奏」を行います。全校合唱もあります。
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

11月9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
【播磨西小学校のHP】
http://www.harinishi.harimakyoiku.j

播磨町立播磨西小学校
079-435-3264
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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17日 播磨町立播磨西小学校 播磨町立播磨西小学校 無料
【播磨西小学校のHP】
http://www.harinishi.harimakyoiku.j

播磨町立播磨西小学校
079-435-3264

兵庫県 播磨町 ② 教育講演会
スマートフォンやゲーム機の正しい使い方、スマホ依存に陥ら
ないためにできることなどについて、親子で学習を深めます。

10月17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
【播磨西小学校のHP】
http://www.harinishi.harimakyoiku.j

播磨町立播磨西小学校
079-435-3264

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9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
【播磨南小学校の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 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。 11月30日 播磨町立播磨南小学校 播磨町立播磨南小学校 無料
【播磨南小学校の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 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。

11月30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
【播磨南小学校の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 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
【播磨中学校のHP】
http://www.harimaj.ed.jp/

播磨町立播磨中学校
079-437-8147

兵庫県 播磨町 ②③ 教育講演会
シンガーソングライターで、ひょうご防災リーダーである石田裕
之さんに、歌唱披露および講演をしていただきます。

10月25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
【播磨南中学校の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 オープンスクール
全学級の授業を、保護者や地域の方々に公開します。
本校教育に対して理解を深めていただきたく思います。

10月26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
【播磨南中学校の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
全学級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30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
【播磨南中学校の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
性について学習を深めます。

11月8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
【播磨南中学校の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 大中遺跡まつり　販売実習 商品を企画・開発したものを地域の祭りで販売します。 11月2日 大仲遺跡公園 県立加古川南高等学校
【県立加古川南高等学校】
https://www.hyogo-
c.ed.jp/~kakominami-hs/

兵庫県立加古川南高等学校　商
業科
079－421-2373

兵庫県 播磨町 ② 大中遺跡まつり
商業科の課題研究（アントレプレナー入門）の選択者がテントを
張って出店し、自分たちで開発した商品や、企業から商品を仕
入・販売・利益計算をする販売実習を行います。

11月2日 大中遺跡公園 大中遺跡まつり実行委員会 無料
【県立松陽高等学校】
http://dmzcms.hyogo-
c.ed.jp/shoyo-hs/htdocs/

県立松陽高等学校
079-447-4021

兵庫県 播磨町 ①③ 大中遺跡まつり
郷土の文化財への理解と愛着、豊かな文化の創造を図るイベ
ントです。

11月2日
播磨大中古代の村（大中遺跡公
園）

播磨町郷土資料館 無料

【播磨町大中遺跡まつりＨＰ】
https://www.town.harima.lg.jp/kyod
oshiryokan/kanko/kanko/isekimats
uri/index.html

兵庫県立播磨南高等学校
078-944-1157

兵庫県 播磨町 ①②③ 播磨町連合音楽会
播磨町の小・中・高等学校が集い、発表、鑑賞する音楽会で
す。

11月4日 未定 播磨南高等学校 無料
兵庫県立播磨南高等学校
078-944-1157

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が播磨町内の通学路等を清
掃するのに、本校生が参加し交流を深める。

10月26日 播磨町内 播磨南高校生徒会 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する。

11月2日 大中遺跡公園 播磨町

【大中遺跡まつりHP】
https://www.town.harima.lg.jp/kyod
oshiryokan/kanko/kanko/isekimats
uri/index.html

079-420-2820

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。

10月30日～11月３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/inde
x.html

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27日～11月7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/inde
x.html

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2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/inde
x.html

播磨町郷土資料館
079-435-5000

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
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/inde
x.html

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10日
秋ヶ池
運動場

スポーツクラブ21はりま 無料
【スポーツクラブ２１はりまの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20日～11月24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/inde
x.html

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23日
播磨町
総合体育館

スポーツクラブ21はりま 無料
【スポーツクラブ２１はりまの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。 11月8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/inde
x.html

播磨町教育委員会
生涯学習グループ
079-435-0565

兵庫県 姫路市 ②③
オープンスクール及び文化発表
会

文化発表会の一環で授業公開並びに文化活動の公開及び作
品展示を行います

10月28日～10月31日
姫路市立大白書中学校体育館
等

姫路市立大白書中学校 無料
姫路市立大白書中学校
078-266-0154

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29日
11月26日

姫路市立水上幼稚園園庭
姫路市立
水上幼稚園

無料
【水上幼の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29日 姫路市立水上幼稚園園庭
姫路市立
水上幼稚園

無料
【水上幼の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9日 姫路市立水上小学校体育館
姫路市立
水上幼稚園

無料
【水上幼の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 幼稚園と小学校が合同で音楽活動を披露します。 10月26日
姫路市立広峰小学校
体育館

姫路市立広峰小学校・広峰幼稚園 無料
【広峰幼のHP】
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 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。 10月5日
姫路市立
城西幼稚園園庭

姫路市立
城西幼稚園

無料
【城西幼のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/josai-

姫路市立城西幼稚園
079-293-3633

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26日
姫路市立
城西小学校体育館

姫路市立
城西小学校

無料
【城西小のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/josai-

姫路市立城西幼稚園
079-293-3633
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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24日 姫路市立安室東幼稚園 姫路市立安室東幼稚園 無料
【姫路市立学校園のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/

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19日 姫路市立高岡幼稚園園庭 姫路市立高岡幼稚園 無料
【高岡幼のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/takaoka-k/

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。ダンスをしたり砂場で
遊んだりします。 10月19日 姫路市立高岡幼稚園園庭 姫路市立高岡幼稚園 無料

【高岡幼のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/takaoka-k/

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26日 姫路市立高岡幼稚園園庭 姫路市立高岡幼稚園 無料

【高岡幼のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/takaoka-k/

姫路市立高岡幼稚園
079－292-4162

兵庫県 姫路市 ② ミニ運動会
曽左幼稚園の4歳児・5歳児が、日頃の取り組みを披露すると共
に、未就園児や小学生、祖父母や地域の方と一緒に交流を楽
しむ運動会です。

10月5日
姫路市立
曽左幼稚園園庭

姫路市立
曽左幼稚園

無料
【曽佐幼の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 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9日 姫路市立青山小学校 姫路市立青山小学校・青山幼稚園 無料
【青山幼の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 キッズランド
未就園児親子が秋の自然物を使って制作したり、幼稚園児と
触れ合って遊んだりします。

11月20日 姫路市立青山幼稚園 姫路市立青山幼稚園 無料
【青山幼の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
“城東パークへようこそ（ごっこ遊び）”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15日 姫路市立城東幼稚園 姫路市立城東幼稚園 無料
【城東幼のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/joto-

姫路市立城東幼稚園
079-223-0925

兵庫県 姫路市 ②③ 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9日
姫路市立
城陽小学校体育館

姫路市立城陽幼稚園・小学校 無料
【城陽幼のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/joyo-

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。
10月21日,29日,
11月5日

姫路市立
城陽幼稚園園庭

姫路市立城陽幼稚園 無料
【城陽幼のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/joyo-

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、親子で音楽を楽しみ
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
【城陽幼のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/joyo-

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
幼稚園児と小学生が、友達と一緒に歌や楽器演奏を楽しみま
す。

11月2日
姫路市立
手柄小学校　体育館

姫路市立
手柄小学校
幼稚園

無料
【手柄幼のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/tegara-k/

姫路市立手柄幼稚園
辻本幸子
079-297-2533

兵庫県 姫路市 ② さつまいも掘り
地域の方と一緒に５月に植えつけをした農園で、さつまいも掘
りの体験活動をします。

10月24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
【荒川幼のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/arakawa-k/

姫路市立荒川幼稚園
中川恵理
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
深めていただければと思います。

11月2日
姫路市立
荒川小学校
体育館

姫路市立
荒川小学校

無料
【荒川幼のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/arakawa-k/

姫路市立荒川幼稚園
中川恵理
079-293-3697

兵庫県 姫路市 ② 祖父母参観
園児の祖父母を招待し、歌や昔遊び等、一緒に触れ合って遊
び、楽しいひと時を過ごします。

11月13日
姫路市立
荒川幼稚園

姫路市立
荒川幼稚園

無料
【荒川幼のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/arakawa-k/

姫路市立荒川幼稚園
中川恵理
079-293-3698

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。手づくりの屋台練り、園児のお店屋さん、園児が収穫サ
ツマイモのイモご飯の提供など、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29日
姫路市立
糸引幼稚園

姫路市立
糸引幼稚園

無料
【糸引幼のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/itohiki-k/

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23日
姫路市立
糸引幼稚園

姫路市立
糸引幼稚園・
糸引小学校

無料
【糸引幼のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/itohiki-k/

姫路市立
糸引幼稚園
079－245－0646

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31日
姫路市立
白浜幼稚園

姫路市立
白浜幼稚園

無料
【白浜幼の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 お店やさんごっこ
園児・保護者がお店やさんと買い手に別れてお店やさんごっこ
をし、地域の方々にも来ていただいて交流をもちます。

10月28日 高浜幼稚園園庭及び保育室 姫路市立高浜幼稚園 無料
【高浜幼のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/takahama-k/

高浜幼稚園
079－235－0879

兵庫県 姫路市 ② 幼小合同音楽会
幼稚園・小学校が合同で音楽会を開催します。音楽を通して幼
稚園と小学校が交流を深めます。

11月16日 姫路市立高浜小学校体育館
姫路市立高浜幼稚園
高浜小学校

無料
【高浜幼のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/takahama-k/

高浜幼稚園
079－235－0879

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール
未就園児を招待しておまつりごっこをし、地域で体験したお祭り
を再現し、伝統文化に親しみます。

10月31日 姫路市立飾磨幼稚園 姫路市立飾磨幼稚園 無料
【飾磨幼のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/shikama-k/

姫路市立飾磨幼稚園
079-235-0240

兵庫県 姫路市 ② 高校生とふれあい遊び
県立飾磨工業高校１年生が来園して、幼児と触れ合って遊び、
人との関わりをを深めます。

11月6～22日 姫路市立飾磨幼稚園 姫路市立飾磨幼稚園 無料
【飾磨幼のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/shikama-k/

姫路市立飾磨幼稚園
079-235-0240

兵庫県 姫路市 ②
オープンスクール（おまつりごっ
こ）

幼稚園での生活や遊びの様子を保護者や地域の方々に広く
知っていただく機会
です。

11月8日 姫路市立津田幼稚園 姫路市立津田幼稚園 無料
【津田幼のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/tsuda-
k/

姫路市立津田幼稚園
079-234-0146

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、14時まで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。

11月15日 姫路市立英賀保幼稚園　園庭 姫路市立英賀保幼稚園 無料
【英賀保幼の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19日 姫路市立八幡幼稚園　運動場 姫路市立八幡幼稚園 無料
【八幡幼の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29日 姫路市立八幡幼稚園　遊戯室 姫路市立八幡幼稚園 無料
【八幡幼の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 作品展 園児が作ったり描いたりした作品を展示します。 11月5日～７日 姫路市立八幡幼稚園　遊戯室 姫路市立八幡幼稚園 無料
【八幡幼の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 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26日 姫路市立八幡幼稚園　遊戯室 姫路市立八幡幼稚園 無料
【八幡幼のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/yawata-k/

姫路市立八幡幼稚園
079-236-0414
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兵庫県 姫路市 ② 音楽会 楽器遊びや歌を保護者や地域の人に聴いてもらいます。 12月5日 姫路市立八幡幼稚園 遊戯室 姫路市立八幡幼稚園 無料
【八幡幼のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/yawata-k/

姫路市立八幡幼稚園
079-236-0415

兵庫県 姫路市 ② 幼小ふれあい音楽会 園児・児童が合唱や合奏を披露します。 11月16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・幼稚園 無料
姫路市立広畑第二幼稚園
079-236-4486

兵庫県 姫路市 ① ようちえんで遊ぼうDAY
未就園児に園庭開放し、好きな遊びを楽しんだり在籍の園児と
一緒に遊んだりします。

11月26日 姫路市立広畑第二幼稚園園庭 姫路市立広畑第二幼稚園 無料
姫路市立広畑第二幼稚園
079-236-4486

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12日 姫路市立大津小学校体育館 姫路市立大津小学校・大津幼稚園 無料

【大津幼の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26日 姫路市立大津幼稚園園庭 姫路市立大津幼稚園 無料

【大津幼の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 無料
【網干幼のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/aboshi-k/

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
【網干幼のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/aboshi-k/

姫路市立網干幼稚園
079-272-0430

兵庫県 姫路市 ② トライやる・ウィーク

中学生を身近に感じながら、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11～15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
070-272-1600

兵庫県 姫路市 ② 幼小合同音楽会
小学校との合同開催で、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23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
070-272-1600

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12日
姫路市立旭陽幼稚園　園庭
雨天：
姫路市立旭陽小学校　体育館

姫路市立旭陽幼稚園 無料
【旭陽幼の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 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16～18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
【旭陽幼の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
小学校の音楽会に幼稚園が参加し、合唱や楽器演奏を保護者
や地域の方に披露します。

11月9日 姫路市立豊富小学校　体育館 姫路市立豊富幼稚園・小学校 無料
【豊富幼の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 ふれあい運動あそび
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、小学校1年生を招待して一緒に楽
しみます。

10月18日
姫路市立谷外小学校
体育館

姫路市立谷外幼稚園 無料
【谷外幼の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 ② お店屋さんごっこ
秋の自然物を使って、4，5歳児がお店屋さんごっこwをして遊び
ます。オープンスクールを行ない、保護者や未就園児、小学校1
年生を招待して一緒に楽しみます。

11月15日 姫路市立谷外幼稚園 姫路市立谷外幼稚園 無料
【谷外幼の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 お店やさんごっこ
地域の未就園児を招待し、幼稚園児によるお店やさんごっこを
一緒に楽しみます。

10月18日 姫路市立花田幼稚園園庭 姫路市立花田幼稚園 無料
【花田幼のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/hanada-k/

姫路市立花田幼稚園
079－253－1680

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16日 姫路市立花田小学校体育館 姫路市立花田小学校 無料
【花田小の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 幼小合同音楽会
御国野小学校体育館で幼稚園児と小学生との合同音楽会を開
催します

11月9日 姫路市立御国野小学校体育館 姫路市立御国野小学校・幼稚園 無料
【御国野幼のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/mikunino-k/

姫路市立御国野幼稚園
079-252-0531

兵庫県 姫路市 ① ３世代交流会
校区の老人会との交流会で、園児に昔遊びを教えてもらったり
一緒に歌ったりして交流をします。

11月18日 姫路市立御国野幼稚園 姫路市立御国野幼稚園 無料
【御国野幼のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/mikunino-k/

姫路市立御国野幼稚園
079-252-0531

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29日
11月26日

姫路市立
四郷幼稚園

姫路市立
四郷幼稚園

無料
【四郷幼のHP】http://www.himeji-
hyg.ed.jp/shigo-k/

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9日
姫路市立
四郷学院　前期課程

姫路市立
四郷学院前期課程
四郷幼稚園

無料
【四郷幼のHP】http://www.himeji-
hyg.ed.jp/shigo-k/

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
13日14日

姫路市立
四郷幼稚園

姫路市立
四郷幼稚園

無料
【四郷幼のHP】http://www.himeji-
hyg.ed.jp/shigo-k/

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 幼児が歌を歌ったり、楽器遊びをしたりする姿を披露します。 12月14日
姫路市立
四郷幼稚園

姫路市立
四郷幼稚園

無料
【四郷幼のHP】http://www.himeji-
hyg.ed.jp/shigo-k/

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12日 姫路市立別所幼稚園 姫路市立別所幼稚園 無料
【別所幼のHP】http://www.himeji-
hyg.ed.jp/bessho-k/

姫路市立別所幼稚園
079-252-0068

兵庫県 姫路市 ② スポーツDAY
幼稚園で運動会を開催します。園児が日頃から取り組んでいる
いろいろなダンスや競技などを披露します。また、保護者や地
域の未就園児、老人会の方々が参加できる競技もあります。

10月26日 姫路市立大塩幼稚園　園庭 姫路市立大塩幼稚園 無料
【大塩幼のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/oshio-
k/

姫路市立大塩幼稚園
079-254-0057

雨天順延

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
【家島幼の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
【坊勢幼のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/boze-

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

10月5日
姫路市立置塩幼稚園
園庭

姫路市立置塩幼稚園 無料
【置塩幼の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。楽器で遊びもする予定で
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
【置塩幼の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
【置塩幼のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/okishio-k/

姫路市立置塩幼稚園
079-335-2253
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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26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
【置塩幼の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18日 姫路市立菅生幼稚園 姫路市立菅生幼稚園 無料
【菅生幼のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/sugo-

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29日 姫路市立菅生幼稚園 姫路市立菅生幼稚園 無料
【菅生幼のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/sugo-

姫路市立菅生幼稚園
079-335-0690

兵庫県 姫路市 ② 保幼小合同音楽会
保育園、幼稚園、小学校が一緒に音楽会を開催し、子供たち
の音楽活動の様子を披露します。

11月16日 姫路市立菅生小学校 姫路市立菅生幼稚園 無料
【菅生幼のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/sugo-

姫路市立菅生幼稚園
079-335-0691

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26日 姫路市立菅生幼稚園 姫路市立菅生幼稚園 無料
【菅生幼のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/sugo-

姫路市立菅生幼稚園
079-335-0692

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 姫路市市立中寺小学校 無料
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
園児の絵や作品を掲示したり、つくったものでごっこ遊びをしま
す。

12月6日 姫路市立中寺幼稚園 姫路市立中寺幼稚園 無料
【中寺幼の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 ➁ 音楽会 児童達が合唱や合奏を披露します。 11月10日 姫路市立砥堀小学校 姫路市立砥堀小学校 無料
【砥堀小のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/tohori-
e/

姫路市立砥堀小学校
079-264-6430

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17日 姫路市立水上小学校体育館 姫路市立水上小学校 無料
【水上小のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/mizukami-e/

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9日 姫路市立水上小学校体育館 姫路市立水上小学校 無料
【水上小のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/mizukami-e/

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6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
【水上小のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/mizukami-e/

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5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16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。

10月26日 姫路市立広峰小学校　体育館
姫路市立
広峰小学校

無料
【広峰小のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/hiromine-e/

姫路市立広峰小学校
079-281-3071

兵庫県 姫路市 ① 愛護育成会講演会
児童、保護者、地域の方々を対象に、子どもの未来に大きな夢
を描くことができるような講演会を実施します。

10月25日 姫路市立城北小学校 姫路市立城北小学校 無料
【城北小のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/johoku-e/

姫路市立城北小学校
079-224-5457

兵庫県 姫路市 ② 音楽会 学年毎に、合唱と合奏を披露します。 11月2日 野里小学校体育館 姫路市立野里小学校 無料
【野里小のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/nozato-e/

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
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。

10月26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

【城乾小のＨＰ】http://www.himeji-
hyg.ed.jp/joken-e/
【城乾幼のＨＰ】http://www.himeji-
hyg.ed.jp/joken-k/

姫路市立城乾小学校
079-294-1241
姫路市立城乾幼稚園
079-296-3100

兵庫県 姫路市 ① 城乾校区人権教育講演会
人権を身近な問題として実感し、一人一人が大切にされる明る
い街づくりを進めるための機会となることを期待しています。

11月16日 姫路市立城乾小学校　体育館 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 オープンスクール
授業参観等、学校教育活動の様子を保護者や地域の方に公
開します。

11月16日 姫路市立城乾小学校 姫路市立城乾小学校 無料
【城乾小のＨＰ】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/joken-

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26日 姫路市立城西小学校 姫路市立城西小学校 無料
【城西小のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/josai-

姫路市立城西小学校
079-292-2101

兵庫県 姫路市 ② ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ
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21日 姫路市立城西小学校 姫路市立城西小学校 無料
【城西小のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/josai-

姫路市立城西小学校
079-292-2101

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16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16日 姫路市立安室小学校体育館 姫路市立安室小学校 無料
【安室小のＨＰ】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/yasumuro-e/

079-297-5353

兵庫県 姫路市 ② ふれあい音楽会
幼稚園児と小学生が、それぞれ学年で心を一つにして、笑顔あ
ふれるメロディーを奏でます。

11月2日 姫路市立高岡小学校体育館 姫路市立高岡小学校 無料
【高岡小のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/takaoka-e/

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26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
【高岡西小のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/takaokanishi-e/

姫路市立高岡西小学校
079-298-0078

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール
全クラスの授業を保護者に公開します。午前8:35～午後3:30ま
でです。

11月7日 姫路市立曽左小学校 姫路市立曽左小学校 無料
【曽佐小のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/sosa-

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

各教室等で子どもたちが模擬店を開きます。 10月18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27日 元峰相幼稚園遊戯室 峰相校区老人クラブ子ども会 無料
峰相校区老人クラブ
会長079-266-4578

兵庫県 姫路市 ② 音楽会
各学年ごとに合唱・合奏を行う。（曽左幼稚園も合唱等で参加し
ます。）

11月2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 ① ふれあいコンサート
高島真理子氏指導のもと、参加者みんなで音楽を楽しむ催しで
す。

12月1日 元峰相幼稚園遊戯室 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 白鳥校区住民大運動会
地域住民三世代の交流と、地域住民相互の親睦と交流を深め
る行事です。自治会が中心となって毎年開催される恒例行事と
なっています。

11月3日 姫路市飾西飾西公園 白鳥校区連合自治会 無料
【白鳥小のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/hakucho-e/

姫路市立白鳥小学校
（079）266－0073

駐車場が無いため車での
ご来場はご遠慮ください。
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兵庫県 姫路市 ② 白鳥小学校音楽会

子どもたちの奏でる美しいメロディーとハーモニーを心ゆくまで
楽しんでいただき最後には感動を与えられるすばらしい行事で
す。

11月16日 姫路市立白鳥小学校 姫路市立白鳥小学校 無料
【白鳥小のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/hakucho-e/

姫路市立白鳥小学校
（079）266－0073

駐車場が無いため車での
ご来校はご遠慮ください。

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
模擬店、ゲームなどの出し物で、地域住民の交流を図る楽しい
行事です。

11月23日
姫路市立
白鳥小学校

姫路市立
白鳥小学校 PTA

無料
【白鳥小のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/hakucho-e/

姫路市立白鳥小学校
（079）266－0073

駐車場が無いため車での
ご来校はご遠慮ください。

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29日
姫路市立青山小学校
各教室

姫路市立青山小学校 無料
【青山小のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/aoyama-e/

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9日
姫路市立青山小学校
体育館

姫路市立青山小学校 無料
【青山小のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/aoyama-e/

姫路市立青山小学校
079-267-0082

兵庫県 姫路市 ① 太市校区人権のつどい
小学生児童・保護者・地域住民がが集まり、人権に関する話と
歌を聞き、意見を交流する。

11月16日 姫路市立太市小学校　体育館 太市校区人権推進委員会 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25日
金曜日

姫路市立東小学校教室・体育館 姫路市立東小学校 無料
【東小のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/higashi-e/

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16日
土曜日

姫路市立東小学校体育館 姫路市立東小学校 無料
【東小のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/higashi-e/

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
【城東小のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/joto-

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26日 姫路市立船場小学校 姫路市立船場小学校 無料
【船場小の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 ① こどもインターンシップ 校区の商店街で半日就労体験を行います。 11月8日 ヒメセン通り商店街 姫路市立船場小学校 無料
【船場小の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 オープンスクール・バザー
学校生活を公開します。また，ＰＴＡを主催とするバザーをおこ
ない，保護者，地域住民とのふれあいの場とします。

10月27日 姫路市立城陽小学校 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
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9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

11月2日 姫路市立手柄小学校　体育館 姫路市立手柄小学校 無料
【手柄小のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/tegara-e/

姫路市立手柄小学校
079-293-0227

駐車場は無し
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。

12月4日
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
【手柄小のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/tegara-e/

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

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
露します。

11月2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 ② 大豆の収穫
3年生が地域の方々と自分たちで植えた学習園の大豆の収穫
を行う。

11月6日 姫路市立荒川小学校ピロティ 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 ② 大豆の脱穀
4年生が地域の方々と自分たちで植えた学習園の大豆の脱穀
を行う。

11月19日 姫路市立荒川小学校ピロティ 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」と子どもたちが考えた出店を披露します。

10月19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9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7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
全校児童と糸引幼稚園園児の合唱・合奏等の発表を通して、
表現・鑑賞能力を伸ばし、豊かな情操を養います。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23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 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。

10月26日 姫路市立白浜小学校体育館
姫路市立
白浜小学校

無料
姫路市立白浜小学校
079-245-4521

兵庫県 姫路市 ②
灘中ふれあいコンサート

灘中学校区の小中学生による、コーラス、吹奏楽等の演奏を披
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9日 姫路市　松原八幡神社　境内
姫路市立
灘中学校

無料
姫路市立白浜小学校
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

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 無料
【妻鹿小のＨＰ】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/mega-

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9日 姫路市立妻鹿小学校体育館 姫路市立妻鹿小学校 無料
【妻鹿小のＨＰ】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/mega-

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、南京玉すだれやコーラス、幼稚園のダンス等盛りだく
さんの内容で体育館で行われます。また、教室では、小中高生
の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10日 飾磨小学校
飾磨小学校区ふれあいコンサート運営
委員会

無料
姫路市立飾磨小学校
079-235-1635

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。

10月26日 姫路市立飾磨小学校 姫路市立飾磨小学校 無料
【飾磨小のHP)】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/shikama-e/

姫路市立飾磨小学校
079-235-1635

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2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・地域住民等に授業等学校生活の様子を公開します。 10月16日 姫路市立八幡小学校 姫路市立八幡小学校 無料
【八幡小の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 オープンスクール
全学年、終日、授業公開を行っています。PTAあすなろ教室も
行います。

10月30日
姫路市立広畑小学校　教室　体
育館

姫路市立広畑小学校 無料
姫路市立広畑小学校
079-236-5555

姫路市立広畑小学校
教頭まで
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兵庫県 姫路市 ② 音楽会 半日（午前中）、全学年、歌と合奏で練習の成果を発表します。 11月16日 姫路市立広畑小学校　体育館 姫路市立広畑小学校 無料
姫路市立広畑小学校
079-236-5555

姫路市立広畑小学校
教頭まで

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31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16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。

10月12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2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
２日間にわたって、授業や給食、清掃等の教育活動について
保護者や地域の方々に公開します。

10月9日～10日 姫路市立網干小学校 姫路市立網干小学校 無料
【網干小の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29日
姫路市立
網干西小学校

姫路市立網干西小学校 無料
【網干西小の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 ③ 県民芸術劇場
情操教育の一環として、全校児童を対象とした県民芸術劇場を
開催します。

11月11日
姫路市立
網干西小学校

公益財団法人兵庫県芸術文化協会
【網干西小の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 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23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16日 姫路市立旭陽小学校体育館 姫路市立旭陽小学校 無料
【旭陽小の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28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
079-274-1649

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、伝統農業を体感します。

10月3日 学校田 姫路市立余部小学校 無料
姫路市立余部小学校
079-274-1649

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育を
学びます。

11月2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
079-274-1649

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、伝統行事を学びます。 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
079-274-1649

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します。

11月2日
姫路市立船津小学校
体育館

姫路市立船津小学校 無料
【船津小の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 ② オープンスクール
日々の授業や学校生活の様子を公開します。17日（木）には、
体育館にて、各学年の音読発表を行います。

10月16～18日
姫路市立船津小学校
各教室・体育館

姫路市立船津小学校 無料
【船津小の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28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9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
【農業振興センターのHP】
http://www.city.himeji.lg.jp/s60/26
32220.html

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2日 姫路市立山田小学校体育館 姫路市立山田小学校 無料
【山田小の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9日 姫路市立豊富小学校体育館 姫路市立豊富小学校・豊富幼稚園 無料
【豊富小の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

10月17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
【谷内小のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/taniuchi-e/

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。

11月2日 姫路市立谷内小学校体育館 姫路市立谷内小学校 無料
【谷内小のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/taniuchi-e/

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5日 姫路市立谷外小学校 姫路市立谷外小学校 無料
【谷外小の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
PULSE（パルス）によるパーカッションアンサンブルを鑑賞しま
す。

10月17日 姫路市立谷外小学校 姫路市立谷外小学校
【谷外小の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 むかしあそびの会
1年児童と老人クラブのおじいさん、おばあさんが昔遊びを通し
て
交流します。

11月上旬 姫路市立谷外小学校 姫路市立谷外小学校 無料
【谷外小の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
【谷外小の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 サイバー犯罪防犯教室
5,6年児童が篠原嘉一氏にサイバー空間の危険から身を守る
方法を
教えていただきます。

11月14日 姫路市立谷外小学校 姫路市立谷外小学校 無料
【谷外小の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
【谷外小の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、ニュースポーツをします。

10月26日 姫路市立花田小学校 姫路市立花田小学校 無料
【花田小のHP】http://www.himeji-
hyg.ed.jp/hanada-e/

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16日 姫路市立花田小学校 姫路市立花田小学校 無料
【花田小のHP】http://www.himeji-
hyg.ed.jp/hanada-e/

姫路市立花田小学校
079-253-8118

兵庫県 姫路市 ④ 音楽会
幼稚園・小学校・地域の活動団体による合唱や合奏を行いま
す。

11月9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
【御国野小のHP】
http://www.himeji-

姫路市立御国野小学校
079-252-3696
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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5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
【別所小のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/bessho-e/

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23日
姫路市立別所小学校
体育館

姫路市立
別所小学校

無料
【別所小のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/bessho-e/

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4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
【別所小のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/bessho-e/

姫路市立別所小学校
079-252-0849

兵庫県 姫路市 ② 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。

11月2日
姫路市立
的形小学校体育館

姫路市立
的形小学校

無料
【的形小のHP】http://www.himeji-
hyg.ed.jp/matogata-e/

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

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
【大塩小の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16日
姫路市立大塩小学校
体育館

姫路市立
大塩小学校

無料
【大塩小のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/oshio-

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
【大塩小の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16日 姫路市立林田小学校体育館 姫路市立林田小学校 無料
【林田小の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15日～12月2日 三木家住宅 NPO法人新風林田 無料
【NPO法人新風林田のHP】
http://www.keitainet.net/shinpoo-
hayashida/

NPO法人新風林田

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール
2校時～4校時の授業を公開します。ライフスキル教育の授業を
全学年実施します。PTA学級部のあすなろ教室を開催します。

10月24日 姫路市立林田小学校 姫路市立林田小学校 無料
【林田小の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 ③ ふれあいコンサート
地元の小中学校3校合同の「ふれあいコンサート」を林田中学
校体育館で開催します。地域住民の参加も可能です。

10月31日 姫路市立林田中学校体育館 姫路市立林田中学校 無料
【林田中のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/hayashida-j/

姫路市立林田中学校

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15日～12月2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

無料

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 ① 校区人権教育学習会
太神楽曲芸師の豊来家 玉之助 氏より日本の伝統芸を守り受
け継ぐことや気遣いをテーマにした講演会

10月28日 姫路市立家島小学校　多目的室 家島校区人権教育推進委員会 無料
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
【坊勢小のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/boze-

姫路市立坊勢小学校
079-326-0015

兵庫県 姫路市 ① 置塩校区小中合同講演会 PTAと置塩校区人権推進委員会が共催の教育講演会です。 10月30日 姫路市立置塩中学校
姫路市立置塩小学校
姫路市立置塩中学校

無料
【置塩中のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/okishio-j/

姫路市立置塩中学校
079-335-0279

兵庫県 姫路市 ② 音楽会
地域や保護者の皆様に、各学年の合唱や合奏を披露する会で
す。

11月2日 姫路市立置塩小学校 姫路市立置塩小学校 無料
【置塩小のHP】http://www.himeji-
hyg.ed.jp/okishio-e/

姫路市立置塩小学校
079-335-2252

兵庫県 姫路市 ② 食育研究大会 食育に関する授業公開と講演会、農業体験を行います。 11月15日 姫路市立置塩小学校 姫路市立置塩小学校 無料
【置塩小のHP】http://www.himeji-
hyg.ed.jp/okishio-e/

姫路市立置塩小学校
079-335-2252

兵庫県 姫路市 ② マラソン大会
朝の駆け足での練習の成果を発揮し、学年ごとに決まった距
離を走ります。

11月27日 姫路市立置塩小学校 姫路市立置塩小学校 無料
【置塩小のHP】http://www.himeji-
hyg.ed.jp/okishio-e/

姫路市立置塩小学校
079-335-2252

兵庫県 姫路市 ② 表現学習発表会
児童の様々な表現活動（合唱、合奏、朗読、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30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
【前之庄小のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/maenosho-e/

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9日 姫路市立莇野小学校体育館 姫路市立莇野小学校 無料
【莇野小のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/azono-
e/

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29日 姫路市立莇野小学校 姫路市立莇野小学校 無料
【莇野小のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/azono-
e/

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4日 姫路市立莇野小学校周辺 姫路市立莇野小学校 無料
【莇野小のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/azono-
e/

姫路市立莇野小学校
079-336-0604

兵庫県 姫路市 ① ため池教室
ため池の水をぬき、生き物調査や魚獲りをして地域の自然に触
れ、ため池の保全をおこないます。

10月16日
姫路市夢前町護持
法花池

兵庫県中播磨県民センター 無料
【上菅小のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/jokan-

姫路市立上菅小学校
079-335-0218

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール
児童の学校での様子を参観していただきます。どの学年も道徳
の授業があります。

10月17日 姫路市立上菅小学校 姫路市立上菅小学校 無料
【上菅小のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/jokan-

姫路市立上菅小学校
079-335-0218

兵庫県 姫路市 ③ アウトリーチ事業
パルナソスホールオルガニストの長田真美さんを講師にお迎え
して全校生で鑑賞します。

10月30日
姫路市立
上菅小学校体育館

姫路市文化国際交流財団 無料
【上菅小のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/jokan-

姫路市立上菅小学校
079-335-0218

兵庫県 姫路市 ② 文化発表会招待演奏（小中一貫） 谷本賢一郎さんの演奏を小中学生が一緒に鑑賞します。 10月31日
姫路市立
菅野中学校体育館

姫路市立菅野中学校 無料
【上菅小のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/jokan-

姫路市立上菅小学校
079-335-0218

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、音楽を中心とした学習の成
果を発表します。

11月17日
姫路市立
上菅小学校体育館

姫路市立上菅小学校 無料
【上菅小のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/jokan-

姫路市立上菅小学校
079-335-0218

兵庫県 姫路市 ②③ 音楽会 保幼小合同の音楽会です。 11月16日 姫路市立菅生小学校体育館 菅生小学校 無料
【菅生小のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/sugo-

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 居住地校交流
校区内に住み特別支援学校へ通う６年生児童との交流をしま
す

10月23日 姫路市立中寺小学校 姫路特別支援学校 無料
兵庫県立姫路特別支援学校
079-285-3765

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 79
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兵庫県 姫路市 ② 漁業体験学習 家島諸島近海で地引網等の漁業体験を行います 10月24日 瀬戸内海 姫路市水産漁港課 無料
姫路市立中寺小学校
079-232-0049

兵庫県 姫路市 ② 音楽会 保護者・地域の方にむけて行う合唱・合奏を披露します 11月2日 姫路市立中寺小学校 姫路市立中寺小学校 無料
姫路市立中寺小学校
079-232-0049

兵庫県 姫路市 ② 居住地校交流
校区内に住み特別支援学校へ通う１年生児童との交流をしま
す

11月7日 姫路市立中寺小学校 兵庫県立姫路特別支援学校 無料
兵庫県立姫路特別支援学校
079-285-3765

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実施します 11月11日～15日 姫路市立中寺小学校 兵庫県立大附属中学校 無料
兵庫県立大附属中学校
0791-58-0735+L25

兵庫県 姫路市 ② 林間学校
４年生が書写山圓教寺の文化財を見学・ウォークラリーを行い
ます

11月13日 書写山 姫路市校長会
姫路市立中寺小学校
079-232-0049

兵庫県 姫路市 ② さつまいも収穫 １年生が育てたさつまいもを収穫します 11月15日 姫路市立中寺小学校 姫路市立中寺小学校 無料
姫路市立中寺小学校
079-232-0049

兵庫県 姫路市 ② 居住地校交流
校区内に住み特物支援学校へ通う６年生児童との交流をしま
す

11月25日 姫路市立中寺小学校 兵庫県立姫路特別支援学校 無料
兵庫県立姫路特別支援学校
0791-58-0735

兵庫県 姫路市 ② マラソン大会 各学年ごとに決められたマラソンコースを走る記録会です 11月27日 姫路市立中寺小学校 姫路市立中寺小学校 無料
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2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
【安富南小の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 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30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30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。

10月28日～11月2日 姫路市立広嶺中学校 姫路市立広嶺中学校 無料
【広嶺中のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/koryo-

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。 10月29日 姫路市立広嶺中学校 姫路市立広嶺中学校 無料
【広嶺中のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/koryo-

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 展示部門発表、お茶席等を行います。 10月30日 姫路市立広嶺中学校 姫路市立広嶺中学校 無料
【広嶺中のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/koryo-

姫路市立広嶺中学校
079-222-2756

兵庫県 姫路市 ② 文化発表会3日目
課題曲学年別合唱、自由曲合唱コンクール、舞台発表等を行
います。

10月31日 姫路市民会館 姫路市立広嶺中学校 無料
【広嶺中のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/koryo-

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28日～10月31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・児童の絵画や書道の
作品を展示公開する。

10月30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
プロから学ぶ創造力育成授業
（アース製薬）

これからの時代に必要な考え方等をプロフェッショナルな人物
がら教えてもらう。

11月20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
「プロから学ぶ創造力育成事業」
(教育講演会)

小山進（株式会社パティシエ　エス　コヤマ）氏による講演 10月4日 姫路市立安室中学校 兵庫県教育委員会 無料
【安室中の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 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7日 姫路市立安室中学校 姫路市立　　安室中学校 無料
【安室中の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４０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12日 姫路市文化センター 姫路市立　　安室中学校 無料
【安室中の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 ４校合同あいさつ運動
小中養護一貫・連携教育の一環として、今月は曽左小学校の
校門で、４校の職員があいさつ運動を行います。

11月6日 姫路市立曽左小学校

姫路市立曽左小学校
姫路市立峰相小学校
姫路市立書写養護学校
姫路市立書写中学校

無料
【書写中の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
少年の主張弁論大会
北西部ブロック大会

北西部ブロックの各中学校から代表２名の弁論を披露します。 11月9日 姫路市西市民センター
主催:姫路市、姫路市教育委員会
共催:姫路南ロータリークラブ

無料
【姫路市のHP】
http://www.city.himeji.lg.jp/

姫路市立書写中学校
079-267-1703

兵庫県 姫路市 ② ときめきセミナー （未定）ホームページに掲載 11月28日 姫路市立書写中学校 姫路市立書写中学校 無料
【書写中の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 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6日
姫路市立東光中学校
体育館

姫路市立
東光中学校

無料
【東光中の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、公開授業参観を行います。

11月5～8日 姫路市立東光中学校
姫路市立
東光中学校

無料
【東光中の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 文化発表会 合唱、吹奏楽、箏曲、弁論などの発表を行います。 11月1日 琴陵中学校体育館 琴陵中学校 無料
【琴陵中のＨＰ】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/kinryo-j/index.cfm/1,html

姫路市立琴陵中学校
079-292-5425

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール 授業、部活動など学校の教育活動を公開します。 11月5日～6日 琴陵中学校 琴陵中学校 無料
【琴陵中のＨＰ】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/kinryo-j/index.cfm/1,html

姫路市立琴陵中学校
079-292-5425

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14日 姫路市文化センター 姫路市立山陽中学校 無料
姫路立山陽中学校
072-297-1610

兵庫県 姫路市 ②
文化発表会（ステージの部）、
オープンスクール

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6日 姫路市文化センター 姫路市立灘中学校 無料
【灘中のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/nada-

姫路市立灘中学校
079-245-0226

兵庫県 姫路市 ②
文化発表会（展示の部）、オ－プ
ンスクール

学校公開をし、普段の様子、各教科展示物を見ていただきま
す。

11月7日,9日 姫路市立灘中学校 姫路市立灘中学校 無料
【灘中のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/nada-

姫路市立灘中学校
079-245-0226

兵庫県 姫路市 ② 灘校区ふれあいコンサート 小中学校のコーラス等のステージ発表を行います。 11月9日
松原八幡神社境内
（雨天時　姫路市立灘中学校）

姫路市立灘中学校 無料
【灘中のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/nada-

姫路市立灘中学校
079-245-0226

兵庫県 姫路市 ② オ－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15日 姫路市立灘中学校 姫路市立灘中学校 無料
【灘中のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/nada-

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 中学校 姫路市立飾磨東中学校 無料
【飾磨東中のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/shikamahigashi-j/

姫路市立飾磨東中学校
079-235-5875

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 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 中学校 姫路市立飾磨東中学校 無料
【飾磨東中の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31日 姫路市文化センター 姫路市立飾磨東中学校 無料
【飾磨東中の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 教育講演会
ロンドンパラリンピック水泳元日本代表監督（寺田雅裕様）によ
る講演会です。

11月15日 中学校体育館 姫路市立飾磨東中学校 無料
【飾磨東中の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16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
【飾磨東中の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 演劇鑑賞 県立姫路北高等学校演劇部による演劇鑑賞会です。 11月29日 中学校体育館 姫路市立飾磨東中学校 無料
【飾磨東中の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 オープンスクール
授業をはじめ昼食や清掃、部活動など、本校の授業活動につ
いて、保護者や地域の人々に公開します。

10月25～31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 第４３回文化発表会
合唱・弁論・文化部（吹奏楽部）のステージ発表や生徒・文化
部・小学校児童の作品展示・芸術鑑賞など、文化に親しみま

10月31日
姫路市立飾磨中部中学校体育
館

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行います。 11月5日～11月8日 姫路市立夢前中学校 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8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 講演会

プロから学ぶ創造力育成事業
パテェシエ　小山　進
「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”～」

11月11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 ④ 講演会（JAXA)
種子島宇宙センターと宇宙　（種子島宇宙センターや宇宙開
発、宇宙生活などについて）

11月29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、箏曲部、吹奏楽部等生徒の発表 10月30日 赤とんぼ文化ホール 姫路市立広畑中学校 無料
姫路市立広畑中学校
079-236-5935

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール週間 授業参観等 11月5日～11日 姫路市立広畑中学校 姫路市立広畑中学校 無料
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日目オープンスクール　　2日目は展示発表・お茶会
3日目合唱コンクール・ステージ発表

10月29日～31日 姫路市立大津中学校体育館 姫路市立大津中学校 無料
【大津中のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/otsu-

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。 11月5～8日 姫路市立網干中学校 姫路市立網干中学校 無料
【網干中の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7日 姫路市立網干中学校 姫路市立網干中学校 無料
【網干中の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 中学生が各事業所において体験活動を行います。 11月11日～15日 市内各事業所 姫路市立朝日中学校 無料
【朝日中のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/asahi-

姫路市立朝日中学校
079-273-5533

兵庫県 姫路市 ② 先輩の話を聴く会
現在、社会で活躍中の先輩の話を聴き、自己のキャリア形成に
繋げます。

10月21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 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、弁論を保護
者、地域住民にむけて発表します。

10月31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 ② オープンスクール 保護者や地域住民に学校を公開します。 11月12日～18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 ② 授業参観、講演会
授業参観（全クラス公開）、講演会（気象予報士　蓬莱 大介氏
による）

10月20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

講演会
13:15～14:30

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12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
伊藤真波(いとうまなみ)氏の講演会を開催します。演題は「あき
らめない心」です。

10月17日 姫路市立城山中学校体育館 姫路市立城山中学校 無料
【城山中の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
１０月２８日から１１月１日までオープンスクールを実施します。
１０月３１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28日～11月1日 姫路市立城山中学校体育館 姫路市立城山中学校 無料
【城山中の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28日～11月1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 ② 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31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 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3日 姫路市立東中学校 姫路市立東中学校 無料
【東中のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/higashi-j/

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、芸術
鑑賞の部）

合唱コンクール､文化部による発表とオルガン奏者の長田さん
による演奏

10月29日 パルナソスホール 姫路市立東中学校 無料
【東中のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/higashi-j/

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。 11月5～8日 姫路市立東中学校 姫路市立東中学校 無料
【東中のHP】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/higashi-j/

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、学習発表を行いま
す。

11月7日 姫路市立大的中学校 姫路市立大的中学校 無料
【大的中の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。 11月1日～11月7日 姫路市立大的中学校 姫路市立大的中学校 無料
【大的中の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。

11月5日～11月7日 姫路市立大的中学校 大的中学校 無料
【大的中の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 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
【坊勢中のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/boze-

姫路市立坊勢中学校
079-326-0033
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兵庫県 姫路市 ① プロから学ぶ創造力育成事業
パティシエ エスコヤマより小山進氏を招聘し、「世の中の仕事
は全てものづくり」と題しての講演を行って頂く。

10月10日 姫路市立坊勢中学校体育館
姫路市立
坊勢中学校

無料
【坊勢中のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/boze-

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

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、授業や夏休み課題の作品展
をご覧いただきます。

11月5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

兵庫県 姫路市 ②③
②オープンスクール
③文化発表会

②授業・部活動等中学生の日常生活を公開します。
③小学生も参加して、文化発表会を行います。

②10月29～30日
③10月31日

②姫路市立鹿谷中学校
③北部市民ｾﾝﾀｰ

姫路市立鹿谷中学校 無料
【鹿谷中のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/kaya-

姫路市立鹿谷中学校
079-336-0258

兵庫県 姫路市 ② 文化発表会　生徒作品展
生徒の体験発表、クラス合唱、音楽部・招待演奏を行います。
夏季作品を展示します。

10月31日 姫路市立菅野中学校　体育館 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 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28日～11月1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 オープンスクール 保護者や地域の方に授業や学校行事を公開します。 10月24～30日 姫路市立香寺中学校　（各教室） 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 ③ 文化発表会（展示の部） 生徒が、授業や夏休みに制作した作品を展示します。 10月24～30日 姫路市立香寺中学校　（各教室） 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 ② 全校道徳公開授業 全クラスの道徳授業を公開します。 10月24日 姫路市立香寺中学校　（各教室） 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 ③ 文化発表会（発表の部）
合唱コンクール、吹奏楽部演奏、総合学習の発表などを行いま
す。

10月30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 マナー教室（３年生） マナー教室を３年生対象に行います。 11月1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 手話教室（１年生）
飾磨高校健康福祉コースの生徒が講師となり、手話教室を行
います。

11月19日 姫路市立香寺中学校　（各教室） 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 保育マインドを学ぼう（２年生） 保育マインドの講演を2年生対象に行います。 11月29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4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20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1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3日 校区内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
第1回白鷺小中学校実践研究発
表会

義務教育学校の取組について、20学級授業公開、全体会、分
科会の3部構成で発表します。学校運営協議会も分科会発表を
行います。

10月25日 姫路市立白鷺小中学校 姫路市立白鷺小中学校
【白鷺小中のＨＰ】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/hakuro-g/

姫路市立白鷺小中学校
079-222-5588

兵庫県 姫路市 ② 中学部文化発表会
中学部生徒が、合唱コンクールや、文化クラブの展示・発表な
どを行います。

10月30日～31日 姫路市立白鷺小中学校 姫路市立白鷺小中学校 無料
【白鷺小中のＨＰ】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/hakuro-g/

姫路市立白鷺小中学校
079-222-5588

兵庫県 姫路市 ② 小学部音楽会 小学部の児童が、合唱や合奏を披露します。 11月23日 姫路市立白鷺小中学校 姫路市立白鷺小中学校 無料
【白鷺小中のＨＰ】
http://www.himeji-
hyg.ed.jp/hakuro-g/

姫路市立白鷺小中学校
079-222-2851

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。

11月5日から11月7日 姫路市立四郷学院後期課程 姫路市立四郷学院 無料
【四郷学院のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/shigo-

姫路市立四郷学院
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7日
姫路市立四郷学院後期課程体
育館

姫路市立四郷学院 無料
【四郷学院のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/shigo-
g/

姫路市立四郷学院
079-252-1467

兵庫県 姫路市 ② Ｎｏ！メディア・ウィーク

この期間，四郷校区の子供達全員がメディアの利用をひかえ，
家庭学習や読書に取り組みます。メディアには様々な種類のも
のがありますが，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
すべてを対象にしています。

11月18日から11月26日 各家庭
姫路市立四郷学院、姫路市立四郷幼稚
園、姫路市立四郷和光保育所

無料
【四郷学院のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/shigo-
g/

姫路市立四郷学院
079-252-1467

兵庫県 姫路市 ② 音楽会
幼稚園と四郷学院前期課程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9日
姫路市立四郷学院
前期課程

姫路市立四郷学院姫路市立四郷幼稚
園

無料
【四郷学院のHP】
http://www.himeji-hyg.ed.jp/shigo-

姫路市立四郷学院
079-252-3636

兵庫県 姫路市 ② 家高祭

様々な授業発表、研究発表を行います。各学年代表による「家
高生の主張」というスピーチ大会を実施します。茶道部、クッキ
ング部の展示の他、各クラスでの模擬店や、毎年盛況のPTA
によるバザーも開きます。

10月12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 姫路市 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。自衛隊、
姫路市役所家島事務所、家島地域包括支援センターとも協力
して、避難所生活体験等を実施します。

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 姫路市 ① 中高地域合同交通安全教室
家島中・坊勢中の生徒、地域の方々も参加し、これまで家島島
内では実施困難だった「スケアードストレイト」（スタントマンによ
る事故の再現）を中心とした交通安全教室を実施します。

11月21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 姫路市 ③ 芸術鑑賞会
「タップダンス＆リズム」という演目で、プチミュージカルショーの
鑑賞や、希望者がタップダンス体験を行います。

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

兵庫県 姫路市 ② 学校見学会
中学生とその保護者等を対象に授業見学等を実施し、学校の
紹介をします。

11月29日～30日 兵庫県立姫路東高等学校 兵庫県立姫路東高等学校 無料
【兵庫県立姫路東高等学校のHP】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~himehigashi-hs/

兵庫県立姫路東高等学校
総務部長　西谷和樹
079-285-1166

兵庫県 姫路市 ②
Future Global Leaders' Festival
in 兵庫

〔1部〕は、県内高校生による課題研究ポスターセッション　〔2
部〕は、姫路西高生、オーストラリアのロスモイン高校生、台湾
の彰化女子高級中學生によるトラベルプランコンテストの決勝

10月27日
イーグレ姫路 3F
あいメッセホール

兵庫県立姫路西高校 無料
【県立姫路西高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~himenisi-hs/

079-281-6621
(企画推進部）

兵庫県 姫路市 ② 公開授業週間 本校で実施しているすべての授業を公開します。 11月11日～15日 本校 兵庫県立姫路西高校 無料
【県立姫路西高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~himenisi-hs/

079-281-6621
(教務部）

兵庫県 姫路市 ② 勤労体験学習 姫路城周辺の清掃奉仕活動を行います。 12月13日 姫路城周辺 兵庫県立姫路西高校 無料
【県立姫路西高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~himenisi-hs/

079-281-6621
(総務部）

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 82
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兵庫県 姫路 ② オープンスクール
中学校の教師や保護者、地域住民を対象に、公開授業を実施
する。

11月12日 網干高等学校の各教室 兵庫県立網干高等学校 無料
兵庫県立網干高等学校総務部
079-274-2012

兵庫県 姫路 ② オープンハイスクール
特色選抜（国際文化交流類型）のオープンハイスクールを実施
する。

10月26日 網干高等学校の教室 兵庫県立網干高等学校 無料
兵庫県立網干高等学校総務部
079-274-2012

兵庫県 姫路 ③ 芸術鑑賞
県立姫路南高校と合同で芸術鑑賞会を実施する。今年度は演
劇を鑑賞する。

10月8日 姫路文化センター 兵庫県立網干高等学校
兵庫県立網干高等学校総務部
079-274-2012

兵庫県 姫路 ① 網干銀行跡オープニングイベント
網干地区活性化プロジェクトの一環として、地元自治会等と連
携して、
オープニングイベントに参加する。（音楽部の演奏）

未定 未定
兵庫県立網干高等学校総務部
079-274-2012

兵庫県 姫路市 ② インスパイア事業

自己表現が苦手で人間関係に悩みを抱えている生徒も少なく
ないため、互いを尊重したよい人間関係を築くためのコミュニ
ケーション力や実践力を身につけさせたいと考え、アサーション
トレーニングを設定しています。

11月18日 県立網干高等学校 県立網干高等学校通信制 無料
県立網干高等学校通信制
079-274-2014

兵庫県 姫路市 ② オープンハイスクール
県立通信制高校での学習の進め方を主な内容として実施し、
参加者が体験できるよう工夫しています。

10月25日、11月2日 県立網干高等学校 県立網干高等学校通信制 無料
県立網干高等学校通信制
079-274-2014

兵庫県 姫路市 ② インスパイア事業

自己表現が苦手で人間関係に悩みを抱えている生徒も少なく
ないため、互いを尊重したよい人間関係を築くためのコミュニ
ケーション力や実践力を身につけさせたいと考え、アサーション
トレーニングを設定しています。

11月18日 県立網干高等学校 県立網干高等学校通信制 無料
県立網干高等学校通信制
079-274-2014

兵庫県 姫路市 ① PTCA地域親善スポーツ大会
地域の高齢者とグランドゴルフを通じて、生徒・保護者・教職員
が交流する。

10月27日 姫路別所高等学校グランド 県立姫路別所高等学校 無料
【姫路別所高校ＨＰ】
http://www.hyogo-c.ed.jp/~bessho-
hs/

県立姫路別所高等学校
079-253-0755

兵庫県 姫路市 ② 飾西オープンスクール
学校説明会　① 学校紹介　② 授業および施設見学  ③ 進路
相談会等

11月23日 県立姫路飾西高校 県立姫路飾西高校 無料
【県立姫路飾西高等学校】
http://dmzcms.hyogo-
c.ed.jp/shikisai-hs/htdocs/

県立姫路飾西高等学校
079-266-5355

兵庫県 姫路市 ② ゆめさきの魅力発表会Ⅲ

保護者や地域住民の方々、地元中学生等を対象にして、著名
人を招聘しての講演会を実施するとともに、本校生による体験
活動等の発表会を行い、夢前高校の魅力を発信します。オー
プンスクールの一環として実施します。

11月16日 姫路市北部市民センター 県立夢前高等学校 無料
【県立夢前高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~yumesaki-hs/

夢前高等学校
079-336-0039

兵庫県 姫路市 ② オープンスクール
保護者や地域住民の方々、地元中学生等に自由に来校いた
だき、授業の様子や部活動の様子などを見学していただきま
す。

11月14日～15日 県立夢前高等学校 県立夢前高等学校 無料
【県立夢前高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~yumesaki-hs/

夢前高等学校
079-336-0039

兵庫県 姫路市 ①③
姫路市森林・林業
体験フェア

自然とふれあいながら林業を学び、森林と親しむイベンに本校
森林環境科学科生徒が参加し、木工作品の販売や様々な体験
活動に参加します。

11月17日
姫路市グリーン
ステーション鹿ケ壺

姫路市
農林整備課

【姫路市のHP】
www.city.himeji.lg.jp/s60/2212481/_
45594.html

姫路市農林整備課
 079-221-2481

兵庫県 姫路市 ② 姫工祭（文化祭）
工業高校ならではの展示や実技演示をはじめ文化的活動等の
発表等を行う。

11月1日
兵庫県立
姫路工業高等学校

兵庫県立
姫路工業高等学校

無料
姫路工業高校HP
https://www.hyogo-c.ed.jp/~himeji-
ths/

兵庫県立姫路工業高校
079-284-0111

兵庫県 姫路市 ② インターンシップ
2年生の全生徒が県下各地の事業所等で就業体験活動を行
う。

11月11日～15日
兵庫県立
姫路工業高等学校

兵庫県立
姫路工業高等学校

無料
姫路工業高校HP
https://www.hyogo-c.ed.jp/~himeji-
ths/

兵庫県立姫路工業高校
079-284-0111

兵庫県 姫路市 ②③ 文化祭
学校を公開し、校内の雰囲気や活動内容について展示・ステー
ジ発表・バザーなどをとおして、保護者や地域の方々に学校を
より深く理解していただきます。

11月1日2日 県立飾磨工業高等学校 県立飾磨工業高等学校 無料
【県立飾磨工業高等学校】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~shikama-ths/

079-235-1951

兵庫県
姫路市飾磨
区恵美酒

①③
飾磨ふれあいコンサートと作品展
示

地域資源の活用を紹介し、地域社会を再発見します。また、世
代を超えて積極的に参加できるコンサートも開催します。

11月11日 姫路市立飾磨小学校
姫路市立
飾磨小学校地区自治会

無料
県立飾磨工業高校
079-235-1951

兵庫県
姫路市飾磨
区細江

② 公開授業
学校を公開し、日頃の校内の雰囲気や授業の様子(座学・実
習)などを保護者や地域、また、中学教員・生徒に参観してもら
い、学校をより一層深く理解していただきます。

10月中旬 県立飾磨工業高等学校 県立飾磨工業高等学校 無料
県立飾磨工業高校
079-235-1951

兵庫県
姫路市飾磨
区細江

②③ 文化祭
実習・授業作品展示やステージ発表、バザーなどをとおして、
保護者や地域の方々に学校をより深く理解していただきます。

11月3日
11月4日

県立飾磨工業高等学校 県立飾磨工業高等学校 無料
県立飾磨工業高校
079-235-1951

兵庫県
姫路市飾磨
区細江

② 生涯学習講座
地域に開かれた学校づくりの一環として、地域の人を対象とし
て生涯学習講座(5講座)を開いています。(週1回実施)

通年(週1回) 県立飾磨工業高等学校 県立飾磨工業高等学校
県立飾磨工業高校
079-235-1951

兵庫県 姫路市本町 ②④ ひょうご産業教育フェア
各学科の特徴を活かした作品展示やものづくり工作教室をとお
して、来場者との交流イベントの実施をします。

10月20日 姫路大手前公園・周辺
兵庫県高等学校
教育研究会工業部会

無料
県立飾磨工業高校
079-235-1951

兵庫県 姫路市 ①③
飾磨ふれあいコンサートと作品展
示

地域資源の活用を紹介し、地域社会を再発見します。また、世
代を超えて積極的に参加できるコンサートも開催します。

11月10日 姫路市立飾磨小学校
姫路市立
飾磨小学校地区自治会

無料
【県立飾磨工業高等学校】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~shikama-ths/

079-235-1951

兵庫県 姫路市 ①② 多部制インターンシップ 多部制１・２部生徒が各事業所にて体験活動を行います。 11月11日～15日 各事業所 県立飾磨工業高等学校 無料
【県立飾磨工業高等学校】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~shikama-ths/

079-235-1951

兵庫県 姫路市 ①② ふるさと貢献活動
姫路北高校演劇部が第15回定期公演を一般公開して実施しま
す。
演題は「夢の代償」です。

10月5日～6日
姫路市花の北市民広場 大ホー
ル

兵庫県立姫路北高等学校 無料
【姫路北高校ＨＰ】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~himekita-hs/

兵庫県立姫路北高等学校
079-281-0118

兵庫県 姫路市 ①② インスパイア・ハイスクール 姫路北高校演劇部が姫路市内の中学校で公演を行います。 11月29日 姫路市立飾磨東中学校 姫路市立飾磨東中学校 無料
姫路市立飾磨東中学校
079-235-5875

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19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
【姫路高校の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 健康福祉コース学校説明会 健康福祉コース概要説明、体験授業 11月9日 姫路市立飾磨高校 姫路市立飾磨高校 無料
【飾磨高校の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 ②③ ひめよう祭
中学部、高等部の各作業班の製作品等の展示・販売（農作物、
木工、お菓子、陶芸、雑貨等）
ＰＴＡ、参加事業所の出店、販売（喫茶、飲食物、ゲーム、雑貨

11月16日 本校
兵庫県立
姫路特別支援学校

無料 兵庫県立姫路特別支援学校

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 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11日，18日，
11月1日，15日，22日

姫路大学 姫路大学 無料
姫路大学総務部総務課
079-247-7301

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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第61回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県 姫路市 ①④
人文学・教育研究所　学術講座
「宮澤賢治作品を読む　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25日，11月15日 姫路大学 姫路大学 無料
姫路大学
総務部総務課
079-247-7302

兵庫県 姫路市 ①④
人文学・教育研究所　学術講座
「清少納言の世界～枕草子を読
む～」

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29日，11月26日 姫路大学 姫路大学 無料
姫路大学総務部総務課
079-247-7303

兵庫県 姫路市 ①④
人文学・教育研究所　学術講座
「名画から英語を学ぶ」

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21日，28日，
11月11日，18日

姫路大学 姫路大学 無料
姫路大学
総務部総務課
079-247-7304

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26日，27日 姫路大学 姫路大学 無料
姫路大学総務部総務課
079-247-7305

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26日，27日 姫路大学 姫路大学 無料
姫路大学
総務部総務課
079-247-7306

兵庫県 姫路市 ②
第26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とし、１人３分以内で行う英語によるオ
リジナルなスピーチの内容を競うコンテスト

11月16日
琴丘高等学校
多目的ホール

姫路市立琴丘高等学校 無料
【琴丘高校の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 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16日 福崎町立田原小学校体育館
福崎町立田
原小学校

無料
【田原小のHP】
http://www.fukusaki-hyg.ed.jp/tw/

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13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16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 オープンスクール
3日（木）の午後には、道徳の授業参観や教育講演会を予定し
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
【高岡小のHP】
http://www.fukusaki-hyg.ed.jp/tk/

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、各学年ごとに
発表します。

11月9日 福崎町立高岡小学校　体育館 福崎町立高岡小学校 無料
【高岡小のHP】
http://www.fukusaki-hyg.ed.jp/tk/

福崎町立高岡小学校
0790-22-1113

兵庫県 福崎町 ②
福崎町民主化推進協議会指定
人権教育実践発表会

町民主化推進協議会の研究指定を受け、全学年の授業公開を
行うとともに、日頃の人権教育に対する実践を発表します。

11月20日 福崎町立高岡小学校 福崎町民主化推進協議会 無料
【高岡小のHP】
http://www.fukusaki-hyg.ed.jp/tk/

福崎町立高岡小学校
0790-22-1113

兵庫県 福崎町 ④ おもしろ理科教室
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29日 福崎小学校　第１理科室
兵庫県立福崎高等学校と福崎町立福崎
小学校共催

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16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26日、27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

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13～15日 福崎町立福崎東中学校 福崎町立福崎東中学校 無料
【福崎東中のHP】
http://www.fukusaki-hyg.ed.jp/fh/

福崎町立福崎東中学校
0790-22-0208

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。地域
の方にも参加を呼びかけています。

10月19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　教頭
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～10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　教頭
0790-22-0157

兵庫県 福崎町 ②③ 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10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　教頭
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12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　教頭
0790-22-0157

時間は未定

兵庫県 福崎町 ① グランドゴルフ大会
地元老人会の方々と生徒・職員・保護者が、グランドゴルフに
よって交流するとともに、豚汁の炊き出しを行い、親睦を深めま
す。

12月11日
福崎町
百歳の森公園

兵庫県立福崎高等学校 無料
【県立福崎高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~fukusaki-hs/

兵庫県立福崎高等学校
0790-22-1200

兵庫県 福崎町 ② 公開授業週間
1週間に渡ってすべての授業を保護者や地域の方々に公開し、
本校教育活動への理解を深めます。

11月11日～11月15日 兵庫県立福崎高等学校 兵庫県立福崎高等学校 無料
【県立福崎高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~fukusaki-hs/

兵庫県立福崎高等学校
0790-22-1200

兵庫県 福崎町 ③ エルデ秋の映画祭
日本映画史に残る名作「赤穂浪士」、「銭形平次捕物控　からく
り屋敷」、「大江戸五人男」の３本を上映します。

10月27日 福崎町ｴﾙﾃﾞﾎｰﾙ 福崎町・福崎町教育委員会
【福崎町ｴﾙﾃﾞﾎｰﾙのHP】
http://www.town.fukusaki.hyogo.jp/
html/erude/

福崎町ｴﾙﾃﾞﾎｰﾙ0790-23-1655

兵庫県 福崎町 ③ 宗次郎オカリナコンサート
陶製笛オカリナの第一人者である宗次郎さんのコンサートで
す。

11月17日 福崎町ｴﾙﾃﾞﾎｰﾙ 福崎町・福崎町教育委員会
【福崎町ｴﾙﾃﾞﾎｰﾙのHP】
http://www.town.fukusaki.hyogo.jp/
html/erude/

福崎町ｴﾙﾃﾞﾎｰﾙ0790-23-1655

兵庫県 福崎町 ①
秋季企画展
「松岡映丘画稿展～やまと絵でみ
る平家物語の世界～」

本展では、松岡映丘が描いた作品から、平家物語の時代を題
材とした作品をご紹介します。　10月5日（土）～11月3日（日）ま
での期間限定で、ギャラリーモダーン松岡博幸氏より「平忠度」
本画をお借りし展示します。

10月5日～12月1日
福崎町立柳田國男・松岡家記念
館

福崎町教育委員会 無料
福崎町立
柳田國男・松岡家記念館
（0790-22-1000）

兵庫県 福崎町 ① 福崎町子どもふるさと展

福崎町では、町内の小・中学生を対象に、地域の歴史や文化
を調査研究した作品を募集し、優れた作品には「柳田國男ふる
さと賞」を贈り表彰しています。本展では、第７回柳田國男ふる
さと賞での優秀作品を展示します。

10月26日～12月8日
福崎町立柳田國男・松岡家記念
館

福崎町教育委員会 無料
福崎町立
柳田國男・松岡家記念館
（0790-22-1000）

兵庫県 福崎町 ① 伊勢大神楽
江戸時代から続く、国指定重要無形文化財の伊勢大神楽の巡
業公演。あでやかな獅子が舞い、傘まわし・皿まわしなどの曲
芸が次々と演じられます。※小雨決行。

11月9日（日）【予定】
福崎町立柳田國男・松岡家記念
館

福崎町教育委員会 無料
福崎町立
柳田國男・松岡家記念館
（0790-22-1000）

兵庫県 福崎町 ①
特別展
「発掘調査からみるむかしの福崎
～平成30年間の調査成果から

本展では、「平成」の時代に調査した主な遺跡を紹介すること
で、埋蔵文化財の公開をする場とするとともに、町民にとって文
化財保護意識の向上につなげる機会とします。

10/19（土）～12/1（日）
福崎町立神崎郡歴史民俗資料
館

福崎町教育委員会 無料
福崎町立
神崎郡歴史民俗資料館
（0790-22-5699）

兵庫県 福崎町 ①
連続講座③
「発掘調査からみるむかしの福
崎」

展示に合わせて、福崎町内の平成30年間の主な発掘調査につ
いて、わかりやすく紹介する講座です。

11/16（土）
福崎町立神崎郡歴史民俗資料
館

福崎町教育委員会 無料
【神崎郡歴史民俗資料館のHP】
http://www.town.fukusaki.hyogo.jp/
html/rekimin/

福崎町立
神崎郡歴史民俗資料館
（0790-22-5699）
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兵庫県 福崎町 ② 人権教育講演会
人権についての講演会を実施し、「命の大切さや生きることの
すばらしさ」について考えるとともに、人権意識の高揚を図りま
す。

11月22日 兵庫県立福崎高等学校 兵庫県立福崎高等学校 無料
【県立福崎高等学校ＨＰ】
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~fukusaki-hs/

兵庫県立福崎高等学校
0790-22-1200

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
【別所認定こども園HP】
http://www.miki.ed.jp/ns/besshoko
domoen/

三木市立別所認定こども園
0794-82-7278

兵庫県 三木市 ② てくてく広場 地域の小さな子どもとの交流をもちます。 11月6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
【別所認定こども園HP】
http://www.miki.ed.jp/ns/besshoko
domoen/

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います。

11月12日 三木市立別所小学校
三木市立別所小学校・別所認定こども
園

無料
【別所認定こども園HP】
http://www.miki.ed.jp/ns/besshoko
domoen/

三木市立別所認定こども園
0794-82-7278

兵庫県 三木市 ② ふれあい運動会
地域の未就園児を交えて、園児主体の手作りふれあいミニ運
動会を行います。

10月17日 三木市立広野幼稚園　園庭 三木市立　広野幼稚園 無料
【広野幼稚園HP】
http://www.miki.ed.jp/kg/hirono/

三木市立広野幼稚園
0794-84-0777

兵庫県 三木市 ③ お茶会
地域の茶道の先生を講師としてお招きし、年長児が茶道体験
をします。

11月7日
三木市立よかわ認定こども園
遊戯室

三木市立
よかわ認定こども園

無料
【吉川認定こども園HP】
http://www.miki.ed.jp/ns/yokawako
domoen/

三木市立吉川認定こども園
0794-73-1171

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します。 11月8日 三樹小学校体育館 三木市立三樹小学校・幼稚園 無料
【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
方と交流します。

11月11日 三樹幼稚園～大宮八幡宮 三木市立三樹幼稚園 無料
【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「たんぽぽ」さんを招聘し
交流します。

11月21日 三樹幼稚園 三木市立三樹幼稚園 無料
【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います。 11月13日 早川デイサービス 三木市立三樹幼稚園 無料
【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します。 11月20日 三木南デイサービス 三木市立三樹幼稚園 無料
【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」を見せてもらいま
す。

11月28日 三樹幼稚園 三木市立三樹幼稚園 無料
【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 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3日 三木市立三木小学校体育館 三木市立三木小学校・三木幼稚園 無料
【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 ① にこにこ広場（未就園児の会） 未就園児の方と一緒にお芋ほりや手品鑑賞を楽しみます。 11月6、20日 三木市立三木幼稚園 三木市立三木幼稚園 無料
【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 トライやるウイーク 中学生と幼稚園での交流を楽しみます。 11月11～15日 三木市立三木幼稚園 三木市立三木幼稚園 無料
【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 中学生に親しみをもち、交流遊びを楽しみます。 11月11日～15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
【緑が丘東幼稚園】
www.miki.ed.jp/kg./midohi/

三木市立緑が丘東幼稚園
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12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
【緑が丘東幼稚園】
www.miki.ed.jp/kg./midohi/

三木市立緑が丘東幼稚園
0794-85-8500

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21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
【緑が丘東幼稚園】
www.miki.ed.jp/kg./midohi/

三木市立緑が丘東幼稚園
0794-85-8501

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

12月10日～１6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
【自由が丘幼稚園】
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 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。ボランティアによる人形劇・コーラス・アンサンブル演奏会な
どを行います。

10月29日
11月6，14日
12月4日

三木市立広野幼稚園園庭・遊戯
室

三木市立　広野幼稚園 無料
【広野幼稚園HP】
http://www.miki.ed.jp/kg/hirono/

三木市立広野幼稚園
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
器演奏などを発表します。

11月28日 三木市立広野小学校　体育館 三木市立　広野幼稚園 無料
【広野幼稚園HP】
http://www.miki.ed.jp/kg/hirono/

三木市立広野幼稚園
0794-84-0777

兵庫県 三木市 ② トライやるウィーク
中学生が、幼稚園児と触れ合ったり、絵本の読み聞かせをした
りします。

11月11日～15日 三木市立広野幼稚園 三木市立　広野幼稚園 無料
【広野幼稚園HP】
http://www.miki.ed.jp/kg/hirono/

三木市立広野幼稚園
0794-84-0777

兵庫県 三木市 ②③
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8日 三木市立三樹小学校体育館 三木市立三樹小学校 無料
【三樹小学校の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体育館
三木市立
平田小学校

無料
【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 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2日 三木市立三木小学校　体育館 三木市立三木小学校 無料
【三木小学校の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
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16日
三木市立別所
小学校体育館

三木市立
別所小学校

無料
【別所小学校のHP】
http://www.miki.ed.jp/el/bessho/in
dex.cfm

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
子ども達の学習の様子をご覧いただき、よりよい取組に向けて
のご意見をいただく機会としています。

11月14日 三木市立志染小学校 三木市立志染小学校 無料
【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13日 三木市立口吉川小学校 三木市立口吉川小学校 無料
【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
【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 共育日
人権学習をテーマにした学校行事で、親子人権学習の他、人
権講演会や人権集会等を行います。

10月16日
三木市立豊地小学校　各教室・
体育館

三木市立豊地小学校 無料
【豊地小学校ＨＰ】
http://www.miki.ed.jp./el/toyoti/

三木市立豊地小学校
07946-2224

兵庫県 三木市 ② かけ足教室
地域在住の専門の方を招いて、運動理論の話や実技指導を受
けます。

11月11日 三木市立豊地小学校　運動場 三木市立豊地小学校 無料
【豊地小学校ＨＰ】
http://www.miki.ed.jp./el/toyoti/

三木市立豊地小学校
07946-2224

兵庫県 三木市 ② 学習発表会
今年度の児童の学びを保護者や地域の方に向けて発表しま
す。

11月30日 三木市立豊地小学校　体育館 三木市立豊地小学校 無料
【豊地小学校ＨＰ】
http://www.miki.ed.jp./el/toyoti/

三木市立豊地小学校
07946-2224

兵庫県 三木市 ② マラソン大会
寒さに負けない強い体づくりをめざすとともに、日ごろの業間か
け足の練習の成果を発揮して、最後まであきらめずに走り抜き

12月12日 三木市立豊地小学校　周辺農道 三木市立豊地小学校 無料
【豊地小学校ＨＰ】
http://www.miki.ed.jp./el/toyoti/

三木市立豊地小学校
07946-2225

兵庫県 三木市 ② 第2回オープンスクール
１・２校時に親子で道徳学習、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、体育館

三木市立緑が丘小学校 無料
【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42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2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
【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10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
【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芸術鑑賞会
ひまわりウインドアンサンブルを招き、合唱や吹奏楽を体験鑑
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10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
【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
【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の方々に公
開しています。

11月16日
三木市立自由が丘小学校体育
館

自由が丘
小学校

無料
【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2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
【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し
ます。

10月3日 三木市立広野小学校各教室 三木市立広野小学校 無料
【広野小HP】
http://www.miki.ed.jp/el/hirono/

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、児童の連帯を深めま
す。

11月13日 三木市立広野小学校～雌岡山 三木市立広野小学校 無料
【広野小HP】
http://www.miki.ed.jp/el/hirono/

三木市立広野小学校
0794－85－3001

兵庫県 三木市 ② 音楽会 各学年で音楽の発表。地域の方にも公開します。 11月28日 三木市立広野小学校体育館 三木市立広野小学校 無料
【広野小HP】
http://www.miki.ed.jp/el/hirono/

三木市立広野小学校
0794－85－3002

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7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
【中吉川小学校】
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8日
三木市立
東吉川小学校

三木市立
東吉川小学校

無料
【東吉川小学校の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8日
三木市立
東吉川小学校

三木市立
東吉川小学校

無料
【東吉川小学校の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 ふれあい学習発表会

全児童が日ごろの学習の一端をパワーポイントや劇表現など
で発表します。発達段階に応じた発表方法に工夫を凝らし、元
気にのびのび発表する姿は、毎年保護者や地域住民から賞賛
の声をいただいています。また、地域住民の発表（歌・ダンス）
もあり、地域とのふれあいも深めることができる行事です。

11月30日 三木市立上吉川小学校体育館 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します。

11月11日～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 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12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・学習発表会
各学年が各教科、総合的な学習の時間等で学習したことを発
表し、学習の成果を公開します。

11月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 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
開します。

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

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11日～15日 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 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11日～15日 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
講師を招聘するなど、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

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 薬物乱用防止教室
三木警察生活安全課と協力しながら、生徒・保護者・地域・職
員に薬物の危険性を学習し、使用しない気持ちを育てます。

11月28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2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11日～15日 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 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26日 三木市立志染中学校体育館 三木市立志染中学校 無料
【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11日～15日 市内各事業所 三木市立志染中学校 無料
【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
【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51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26日
三木市立
星陽中学校

三木市立
星陽中学校

無料
【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11日～15日
三木市立
星陽中学校

三木市立
星陽中学校

無料
【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 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
【緑が丘中学校の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11日～15日 市内各事業所 三木市立緑が丘中学校 無料
【緑が丘中学校の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

文化祭学年代表を決定するための合唱コンクールを開催しま
す。

10月30日 三木市立自由が丘中学校 三木市立自由が丘中学校 無料
【自由が丘中学校の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37回文化祭
生徒の創造性を養い、文化に対する興味・関心を高める発表を
行います。

11月1日 三木市立自由が丘中学校 三木市立自由が丘中学校 無料
【自由が丘中学校の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 中学生が各事業所において体験活動を行います。 11月11～15日 市内各事業所 三木市立自由が丘中学校 無料
【自由が丘中学校の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

10月26日
三木市立
吉川中学校

三木市立
吉川中学校

無料
【吉川中学校の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 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11～15日 市内各事業所
三木市立
吉川中学校

無料
【吉川中学校の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 ② 北播磨農と食の祭典 本校家庭クラブの生徒がふるさとオリジナルピザの販売。 10月26～27日 三木総合防災公園 県
生活科学科長
0795-42-2055

兵庫県 三木市 ②③ 芸術鑑賞会 演劇鑑賞会の実施 11月13日 三木市文化会館 県立三木高等学校 無料 0794-82-5001 保護者に公開
兵庫県 三木市 ② グローバル教育発表会 地元中学生と国際総合科生徒との交流活動を実施 2月1日 本校 県立三木高等学校 無料 0794-82-5001 中学生･保護者等に呼びかける

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 86



2700

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

第61回「教育・文化週間」関連行事

兵庫県 三木市 ①②
”届けよう、服のチカラ”
プロジェクト

（株）ユニクロと協力して、地域で不要になった子供服を回収し
て、難民キャンプに送る活動です。

10月下旬～11月下旬
本校
地域のこども園
公民館等

県立三木北高等学校 無料
県立三木北高校ＨＰ
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~mikikita-hs/

県立三木北高等学校
0794-85-6781

赤ちゃんサイズから160cmサイ
ズまでの子供服のみを回収しま
す。靴や靴下、下着、帽子など
は衛生面から回収しません。

兵庫県 三木市 ①② エコキャップ回収活動
ペットボトルキャップを回収することで、二酸化炭素の発生量を
抑えることに加えて、再生プラスチック原料としての換金、医療
支援、障がい者支援、環境教育等の社会貢献活動に役立てら

通年 本校　正門横 県立三木北高等学校 無料
県立三木北高校ＨＰ
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~mikikita-hs/

県立三木北高等学校
0794-85-6781

兵庫県 三木市 ①② Byeばいきんプロジェクト
手作りのかわいい石けんを製作し、地域のこども園等に配布
し、地域の衛生環境を整える活動です。

10月下旬～11月中旬
本校
地域のこども園・幼稚園等

県立三木北高等学校 無料
県立三木北高校ＨＰ
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~mikikita-hs/

県立三木北
高等学校
0794-85-6781

兵庫県 三木市 ①② 子ども食堂
長期休業中に地域の子どもたちと昼食を作り、一緒に食べなが
ら異世代交流を図る活動です。

8月・12月・3月
地域交流施設
”おおきなき”

寺子屋
”おおきなき”

県立三木北高校ＨＰ
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~mikikita-hs/

県立三木北
高等学校
0794-85-6781

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14～15日 兵庫県立吉川高等学校 兵庫県立吉川高等学校 無料
【県立吉川高等学校】
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 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11～15日 市内各事業所 三木市立三木特別支援学校 無料
【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11～15日 市内各事業所 三木市立三木特別支援学校 無料
【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 絵本と音楽のライブツアー
ギターとキーボードの生演奏に合わせて絵本の読み聞かせを
行います。

11月3日，4日，9日
青山図書館（11/3），吉川図書館
（11/4），中央図書館（11/9）

青山図書館、吉川図書館、中央図書館 無料
【三木市立中央図書館】
https://www.city.miki.lg.jp/site/libr
ary/4535.html

中央図書館
0794-83-1313

兵庫県 三木市 ① 歴史講演会 地域の歴史についての講演会をします。 11月24日 吉川図書館 吉川図書館 無料
【三木市立吉川図書館】
https://www.city.miki.lg.jp/site/libr
ary/6650.html

吉川図書館
0794-72-1108

兵庫県 三木市 ③
ふれあいの祭典　ふれあいフェス
ティバルin北播磨

北播磨地域をはじめとする“ひょうご”の魅力発信のため、ス
テージでの演技披露のほか、県内各地の団体による活動発
表、各種学習体験や県政ＰＲなどのブース出展を行います。

10月26日・27日 県立三木総合防災公園
ふれあいフェスティバルin北播磨実行委
員会

【ふれあいの祭典のHP】
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk12/f
ureai31.html

兵庫県北播磨県民局県民交流室
0795-42-9346
兵庫県県民生活課
078-362-3993

兵庫県 三木市 ①
三木市との連携講座「子ども理解
と発達支援」

発達心理学的な視点から，子どもたちの日常の何気ない言葉
や行動の意味を捉え直してみませんか。遊びや生活を通して
学び育つ子どもたちの発達の姿を理解するとともに，その支援
について考えたいと思います。

10月19日 三木市立教育センター
三木市
兵庫教育大学

無料
https://www.hyogo-
u.ac.jp/visitor/use/extension/2019_
02.php

教員養成・研修企画室
教員研修・社会連携チーム
TEL：0795-44-2053

兵庫県 南あわじ市 ② 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20日 教室・体育館 南あわじ市立阿万小学校 無料
【阿万小学校の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 ぴよちゃんクラブ
未就園児とその保護者のための園庭解放で、園児たちと一緒
に遊びます。

10月1日
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 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。

10月7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 英語に親しみ、楽しく遊びながら学びます。 10月21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 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学び
ます。

10月24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 交流遠足 津井幼稚園の友達と一緒に交流し、遠足を楽しみます。 10月30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 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25日 淡路イングランドの丘 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 消防教室
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 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 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31日 湊幼稚園 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 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5日 湊幼稚園 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。 11月11日 湊幼稚園 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 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14日 湊幼稚園 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 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6日 湊幼稚園 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 ぴよちゃんクラブ 未就園児のための園庭解放です。 10月15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
交通指導員、地元の駐在署の警察官より交通安全について就
学前の年長児親子が指導を受けます。

10月17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 歯科保健講座
年齢に応じた歯と口の健康について親子で参加し、歯科衛生
士の講和と、こどもの歯の染出しをして歯の磨き方を指導して
もらいます。

10月17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 更生保護女性会との交流 地域の更生保護女性会の人とふれあい交流をします。 10月18日 湊幼稚園 市立幼稚園　こども園 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 英語教室 外国人教師と英語に親しみ、楽しく遊びます。 10月21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 交流遠足 伊加利こども園との交流遠足を実施します。 10月30日 イングランドの丘
南あわじ市立
津井幼稚園、伊加利こども園

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 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。

11月1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 親子ふれあいフェスティバル
市内4園の園児が集まり、親子でふれあい遊び歌遊びを楽しみ
ます。

11月9日 松帆活性化センター 市立幼稚園・こども園 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 緑化教室
県民局より花の苗をいただき、土つくり、苗植え、水やりと花の
育て方を経験します。

11月中旬 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
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兵庫県 南あわじ市 ② 祖父母参観餅つき会
日本の伝統行事の餅つき体験をして祖父母とのふれあいを深
めます。

12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 老人クラブとの交流 地域の老人会の方とふれあい、グランドゴルフを楽しみます。 12月13日 津井グラウンド 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 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9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/shito
ori_es/

南あわじ市立倭文小学校
0799-46-0009

兵庫県 南あわじ市 ② 学習発表会
これまで学習してきたことを踏まえ、学年ごとに舞台発表をしま
す。

11月29日 松帆小学校体育館 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
これまで学習してきたことを踏まえ、学年ごとに舞台発表をしま
す。

11月29日 湊小学校体育館 南あわじ市立湊小学校 無料
南あわじ市立湊小学校
0799-36-21041

兵庫県 南あわじ市 ② オープンスクール
保護者や地域の方々に普段の教育活動を参観していただきま
す。

10月23～24日
西淡志知小学校 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/sh
owDetail.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 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。

11月22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/sh
owDetail.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 夢プロジェクト

『仮面ライダービルド』の 仮面ライダーグリス役、別の作品でも
仮面ライダーに変身した役者の1人である、武田 航平(たけだこ
うへい) 氏によるトークショーを行います。（湊地区公民館にお
いて17:30より仮面ライダーグリスの映画上映もあります。）

9月4日
南あわじ市立辰美小学校
体育館

南あわじ市体育青少年課 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、ＰＴＡ親子人権講演会（25日）を開催します。 10月24～25日
南あわじ市立辰美小学校
体育館

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。

11月30日
南あわじ市立辰美小学校
体育館

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、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31日～11月1日 八木小学校 南あわじ市立八木小学校 無料
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
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。

11月30日
八木小学校
体育館

南あわじ市立八木小学校 無料
南あわじ市立八木小学校
0799-42-0128

兵庫県 南あわじ市 ➁ 避難訓練炊き出し訓練
老人会、民生委員、PTAと合同で避難訓練・炊き出し訓練を行
います。

10月30日
南あわじ市立市小学校
体育館

南あわじ市立市小学校 無料
南あわじ市立市小学校
0799-42-0114

兵庫県 南あわじ市 ② オープンスクール
授業参観、PTA親子交流会、2年生おもちゃランド（保小交流）、
3年生人形座出前講座など授業を公開します。

10月9日～10月11日 南あわじ市立市小学校 南あわじ市立市小学校 無料
南あわじ市立市小学校
0799-42-0114

兵庫県 南あわじ市 ➁ 学習発表会
各学年劇や音楽劇をPTA,地域に公開する。特に地域の講師に
指導いただいた5、6年生のだんじり唄や郷土文化部の淡路人
形浄瑠璃語りは見応えがあります。

11月23日
南あわじ市立市小学校
体育館

南あわじ市立市小学校 無料
南あわじ市立市小学校
0799-42-0114

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
南あわじ市立三原志知小学校
体育館

南あわじ市立
三原志知小学校

無料

【三原志知小学校のHP】
http://minami.aw-
ansin.net/ansin/user/2016/blog/sh
owDetail.do

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 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16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。

11月30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 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授業の様子を参観していただく。 10月31日～11月1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 オープンスクール 本校の教育活動を、保護者・地域・関係の方々に公開します。 11月19日～20日 教室・体育館・運動場 南あわじ市立阿万小学校 無料
【阿万小学校の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 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、10/10（木）芸術鑑賞会、10/11（金）人権講演会も予定し
ています。

10月10～11日
南あわじ市・洲本市組合立
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 学年発表、全校生による合唱、三味線　３年による劇 10月27日
南あわじ市立倭文中学校
体育館

倭文中学校 無料 倭文中学校

兵庫県 南あわじ市 ② 邦楽教室 外部講師による日本の伝統楽器（琴・三味線）演奏と指導 11月6日
南あわじ市立倭文中学校
多目的ホール

倭文中学校 無料 倭文中学校

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。その後、教育講演会（講師：小西達也 氏）を行います。

9月25日
西淡中学校
各教室・体育館

西淡中学校 無料
西淡中学校
0799-36-2063

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26、27日
西淡中学校
各教室

西淡中学校 無料
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25日
西淡中学校
体育館

西淡中学校 無料
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6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9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/nand
an_jhs/

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/nand
an_jhs/

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
落語を鑑賞します。保護者や地域の方々にも毎年公開してい
ます。

11月29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/nand
an_jhs/

南あわじ市立南淡中学校
0799-52-0111

兵庫県
南あわじ市・
洲本市組合

② 文化祭
学年合唱・全校合唱・演劇・吹奏楽部演奏・文芸部発表を行い
ます。

10月31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
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兵庫県
南あわじ市・
洲本市組合

② オープンスクール 平常授業の公開を行います。 11月11日、12日、14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 養父市 ② たいようこども園オープン保育
心も体も豊かに元気に大きく成長している姿を保護者、地域の
方、市内の子育て中の保護者に参観していただきます。

11月5日～11月7日 私立たいようこども園 社会福祉法人太陽福祉会 無料
たいようこども園のＨＰ
http://yabushi-taiyo.com

私立たいようこども園
079-662-4835

兵庫県 養父市 ② 三谷こども園オープン保育
シルバー人材センターの協力で秋に収穫したサツマイモを使っ
て焼き芋大会を行い、園児や保護者、地域の方と一緒に秋の
味覚を楽しみます。

11月19日 養父市立三谷こども園 養父市立三谷こども園 無料
養父市役所のＨＰ
http://www.city.yabu.hyogo.jp

養父市立三谷こども園
079-666-0403

兵庫県 養父市 ② 大屋こども園オープン保育 ２～５歳児クラスのオープン保育（参観）を行います。 10月29日～30日 養父市立大屋こども園 養父市立大屋こども園 無料
養父市役所のＨＰ
http://www.city.yabu.hyogo.jp

養父市立大屋こども園
079-669-1103

兵庫県 養父市 ③ 八鹿文化祭 八鹿地域の保育所・こども園の園児の作品を展示します。 11月2日～3日 京口体育館 養父市 無料
養父市役所のＨＰ
http://www.city.yabu.hyogo.jp

養父市立伊佐こども園
079-662-2528

兵庫県 養父市 ② ４年生山の教室（氷ノ山登山） ４年生が氷ノ山に登り、養父市の雄大な自然を体感します。 10月4日 養父市氷ノ山 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

料金は市負担

兵庫県 養父市 ② ２年生牛市見学
大薮にある家畜市場で、年に数回しか実施されない牛市の様
子を見学します。

10月9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 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、
国立博物館等を見学し、見聞を広げます。

10月11日 但馬空港～大阪伊丹空港 養父市
【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

モノレール代のみ
個人負担

兵庫県 養父市 ② マラソン大会
校区内にあるマラソンコースを、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21日 校区内マラソンコース 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 オープンスクール・教育講演会
５校時に全クラスの道徳授業参観を実施します。その後、全校
生と保護者を対象に、清水紘子氏（全盲の方）を講師にお招き
し、教育講演会を実施します。

10月29日 養父市立養父小学校 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（養父っ子デー）
オープンスクールを実施し、保護者・地域の皆さんに、子ども達
の学習の様子や作品、学習発表会等を参観していただきます。

11月30日 養父市立養父小学校 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
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。

10月31日～11月2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 ① 西谷地区交流会 天滝祭りにPTAとして参加し杉ヶ沢高原へハイキングします。 11月未定 西谷公民館 養父市立大屋小学校ＰＴＡ 無料
【養父市立大屋小学校のHP】
http://yabuboard.ed.jp/ooya-es/

養父市立大屋小学校
079-669-0016

兵庫県 養父市 ① 口大屋地区交流会 口大屋地区文化祭にPTAとして参加します。 11月未定 口大屋公民館 養父市立大屋小学校ＰＴＡ 無料
【養父市立大屋小学校のHP】
http://yabuboard.ed.jp/ooya-es/

養父市立大屋小学校
079-669-0016

兵庫県 養父市 ① 南谷地区交流会 南谷地区文化祭にPTAとして参加します。 11月10日 南谷ふれあいの家 養父市立大屋小学校ＰＴＡ 無料
【養父市立大屋小学校のHP】
http://yabuboard.ed.jp/ooya-es/

養父市立大屋小学校
079-669-0016

兵庫県 養父市 ② 学習発表会 各学年ごとに日頃の学習の成果を発表します。 11月16日 養父市立大屋小学校 養父市立大屋小学校 無料
【養父市立大屋小学校のHP】
http://yabuboard.ed.jp/ooya-es/

養父市立大屋小学校
079-669-0016

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9日～11日 養父市立高柳小学校 養父市立高柳小学校 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 「地域の防災について」の講演です。 10月11日 養父市立高柳小学校 養父市立高柳小学校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17日 養父市立高柳小学校 養父市立高柳小学校 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 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16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16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 人権週間(オープンスクール） 人権兵庫やポスター、人権に関する掲示物の展示をします。 10月15日～20日 養父市立養父中学校 養父市立養父中学校 無料
【養父市立養父中学校のHP】
http://yabuboard.ed.jp/yabu-jhs

養父市立養父中学校
079-664-1001

兵庫県 養父市 ②
授業参観・人権講演会(オープン
スクール）

道徳授業の公開をします。人権集会では作文の発表と講師に
よる人権講演会を行います。

10月20日 養父市立養父中学校 養父市立養父中学校 無料
【養父市立養父中学校のHP】
http://yabuboard.ed.jp/yabu-jhs

養父市立養父中学校
079-664-1001

兵庫県 養父市 ③ 第３１回文化祭
合唱コンクール・ステージ発表(演劇）・デコレーションの展示を
します。

11月2日 養父市立養父中学校 養父市立養父中学校 無料
【養父市立養父中学校のHP】
http://yabuboard.ed.jp/yabu-jhs

養父市立養父中学校
079-664-1001

兵庫県 養父市 ② 但中英語研究発表会 各学年の英語授業公開と講演会をします。 10月31日 養父市立養父中学校 養父市立養父中学校 無料
【養父市立養父中学校のHP】
http://yabuboard.ed.jp/yabu-jhs

養父市立養父中学校
079-664-1001

兵庫県 養父市 ② オープンスクール
普段通りの授業の様子や文化祭練習等の学校行事に主体的
に取り組む生徒の様子を、保護者や地域の皆様に公開しま

11月1日～8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-

養父市立八鹿青渓中学校
079-662-2237

兵庫県 養父市 ①②
道徳授業公開・合唱コンクール・
音楽鑑賞

人権をテーマにした道徳の授業を公開し、親子で人権や生き方
について考えます。また合唱コンクール・アフリカンミュージック
の鑑賞を通して音楽に親しみます。

11月2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 ③
創立１０周年記念式典
プロから学ぶ創造力育成事業（県
教委指定）

本校校歌の作詞・作曲者である青島広志氏を講師に招聘し、
記念式典及び講演・演奏会を開催します。

11月13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 ①④ 農学セミナー
大学教員や本校教員を講師に、専門的に農業を学ぶ研究会で
す。地元の養父市との共催実施で、受講生は４月に公募しま

10月12日
11月16日

但馬農業高等学校 但馬農業高等学校
【県立但馬農業高等学校ＨＰ】
www.hyogo-c.ed.jp/~tazima-ahs

県立但馬農業高校
079-662-6107

年11回開催

兵庫県 養父市 ②③④ 但農祭
本校教育活動の成果を展示・発表し、農産物や畜産加工品な
どの販売や農産物品評会の開催、名物行事の「牛に引かれて
花嫁行列」等を行います。

11月10日 但馬農業高等学校 但馬農業高等学校 無料
【県立但馬農業高等学校ＨＰ】
www.hyogo-c.ed.jp/~tazima-ahs

県立但馬農業高校
079-662-6107

兵庫県 養父市 ② オープン・スクール（公開授業）
全学年、全クラス、保護者、地域住民への授業公開を行いま
す。

11月5日～8日 県立八鹿高等学校 県立八鹿高等学校 無料
【県立八鹿高等学校ＨＰ】
https://www.hyogo-c.ed.jp/~yoka-
hs/

県立八鹿高等学校
079-662-2176

兵庫県 養父市 ① 映画「二宮金次郎」養父市上映会
農地の開墾などにより、600以上の村の復興に命を懸けた二宮
金次郎の映画上映会を開催し、広く市民や関係者が鑑賞する
ことで、将来を担う人材育成に繋げていくものです。

10月26日 養父市立ビバホール 養父市教育委員会・養父市 無料
養父市役所のＨＰ
http://www.city.yabu.hyogo.jp

養父市教育委員会 社会教育課
079-664-1628
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兵庫県 養父市 ① 養父市PTCA地区別研究大会
PTAと地域住民が連携し、交流を図ることにより、子どもたちの
笑顔と未来が光り輝くものとなることを目的に開催します。

10月11日 養父市立関宮中学校 養父市ＰＴＡ連絡協議会 無料
養父市役所のＨＰ
http://www.city.yabu.hyogo.jp

養父市教育委員会 社会教育課
079-664-1628

兵庫県 養父市 ① 養父市PTCA教育支援活動
地域教育を推進する諸団体と連携して活動することで、ふるさ
とを知り、語り、愛する心豊かでたくましい子どもたちを育成す
ることを目的に開催します。

①10月29日，
②11月13日

①養父市立養父小学校
②養父市立八鹿青渓中学校

養父市ＰＴＡ連絡協議会 無料
養父市役所のＨＰ
http://www.city.yabu.hyogo.jp

養父市教育委員会 社会教育課
079-664-1628

兵庫県 養父市 ①③ 第54回やぶ文化祭

文化祭のテーマは、「繋ぐ～人、文化、未来～」。養父市在住の
書道家・前田華汀さんのテーマ展示「書道家 華汀展 katei～未
来へつづく私の夢～」をはじめ、市民が集い、作品展や芸能祭
を通して日頃の学習成果を披露します。

10月18日～20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 ③
第13回ビバホールチェロコンクー
ル第1位受賞記念
佐山裕樹チェロリサイタル

平成30年7月に開催された「第13回ビバホールチェロコンクー
ル」で第１位に輝いた佐山裕樹（さやま　ゆうき）さんの第１位受
賞記念チェロリサイタルです。

11月23日 養父市立ビバホール
養父市、
ビバホールチェロコンクール
実行委員会

養父市役所のＨＰ
http://www.city.yabu.hyogo.jp

ビバホールチェロコンクール
実行委員会事務局
079-664-1141

兵庫県 養父市 ③ 第52回関宮文化祭
こども園・小学校・中学校の絵画や書道、工作などの作品を展
示します。また、中学生による吹奏楽祭を実施します。

10月26日～27日
養父市立関宮公民館及び農林
漁業者等健康増進施設

養父市立関宮公民館 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 ③
第17回せきのみや子ども歌舞伎
公演

市内外の小学生・中学生の希望者を対象に、葛畑農村歌舞伎
の伝承者育成事業を実施し、その成果としてせきのみや子ども
歌舞伎公演を実施します。

12月8日
養父市立関宮公民館ノビアホー
ル

葛畑農村歌舞伎伝承会
養父市関宮地域局

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 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11日～15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 県内 ② Art Festival 中学生が合唱・クラス劇・文化部の活動等を発表します。 11月23日 兵庫県立大学附属中学校 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

保護者が観覧できます。
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