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10月6日 朝来市立朝来中学校 朝来ささゆりホール 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。

朝来市立朝来中学校
079-677-0527

10月中旬～11月
朝来市立大蔵こども
園

各地区公民館 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。

朝来市立大蔵こども園
079-673-2281

10月12日 朝来市立枚田小学校 朝来市立枚田小学校 オープンスクール 道徳を中心とした授業公開を行います。
朝来市立枚田小学校
079-672-2049

10月18日 朝来市立糸井小学校
朝来市立糸井小学校
マラソンコース

校内マラソン大会
日ごろの練習の成果を発揮し、自分の記録に挑戦
します。

朝来市立糸井小学校
079-675-2821

10月19日 朝来市立中川小学校 朝来市立中川小学校 道徳参観日 全学級の道徳授業公開をします。
朝来市立中川小学校
079-678-0007

10月20日 朝来市立生野小学校
朝来市立生野小学校及び
八王子グラウンド

オープンスクール 授業公開並びにマラソン大会を行います。
朝来市立生野小学校
079-679-2044

10月20日
朝来市立東河こども
園
・保護者会

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

朝来市立東河こども園
079-672-3257

10月20日
朝来市立東河こども
園

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

朝来市立東河こども園
079-672-3257

10月21日～12月17日 朝来市教育委員会
朝来市埋蔵文化財セン
ター「古代あさご館」

朝来市埋蔵文化財セン
ター特別展「古代但馬の
王都～茶すり山王たちが
見た風景～」

　埋蔵文化財センター「古代あさご館」特別展第
２弾。国史跡茶すり山古墳と周辺遺跡が営まれた
頃の様子を、王・側近・住民それぞれの目線から
復元します。
　古代朝来の暮らしや文化を紐解き、地域住民に
文化財を身近に感じてもらうとともに、いつの時
代も、地域を守る担い手は住民であることを再認
識できる内容です。

朝来市埋蔵文化財セン
ター「古代あさご館」
079-670-7330

10月24日 朝来市立竹田小学校 朝来市立竹田小学校 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。

朝来市立竹田小学校
079-674-2644

10月28日 朝来市立東河小学校 朝来市立東河小学校 オープンスクール
全校生のマラソン大会実施。その後、児童と保護
者を対象に教育講演会を行います。

朝来市立東河小学校
079-672-2084

10月28日 朝来市立生野中学校 朝来市生野マインホール 文化祭 音楽発表,グル-プ発表,意見発表等を公開します。
朝来市立生野中学校
079-679-3063

10月28日 大蔵地区自治協議会
朝来市立大蔵こども園
大蔵市民会館

大蔵地区文化祭
(じろはったん祭り）

園舎を一部開放し、地域の方や園児の絵画や製作
した作品を展示します。

朝来市立大蔵こども園
079-673-2281

10月28日
朝来市立和田山中学
校50周年記念事業実
行委員会

朝来市立和田山中学校
体育館

創立50周年記念式典・講
演会

本年度創立（第２次統合）50周年を迎え、この節
目に当たり、ＰＴＡ・生徒を中心とし、地域、関
係機関にもお世話になり、これまでの年月を祝う
記念事業を開催します。
講演会では、和田山町出身の映像作家、藤原次郎
氏を講師としてお迎えします。

朝来市立和田山中学校
079-672-3351

10月28日～29日
糸井地区地域自治協
議会

糸井地区市民会館 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。

糸井地区地域
自治協議会
079-672-4080

10月30日 朝来市立枚田小学校 防災センター付近
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。

朝来市立枚田小学校
079-672-2049

11月中
朝来市立東河こども
園

各地区公民館 高齢者との交流会 地域に出かけ高齢者の方と交流を深めます。
朝来市立東河こども園
079-672-3257

11月1日 朝来市立山口小学校
朝来市立山口小学校周辺
マラソンコース

マラソン大会 全校生マラソン大会を実施します。
朝来市立山口小学校
079-677-0040

11月1日 朝来市立山口小学校 朝来市立山口小学校 オープンスクール 授業、学校生活を公開します。
朝来市立山口小学校
079-677-0040

11月1日
朝来市立山口小学校
PTA

朝来市立山口小学校 教育講演会 PTA教育講演会を実施します。
朝来市立山口小学校
079-677-0040

11月2日 朝来市立大蔵小学校 朝来市立大蔵小学校周辺 校内マラソン大会
保護者、地域の方々の応援の中、校内マラソン大
会を行います。

朝来市立大蔵小学校
079-673-2800

11月2日 朝来市立中川小学校 特設コース 校内マラソン 校内マラソン大会を実施します。
朝来市立中川小学校
079-678-0007

11月2日
朝来市立生野こども
園

朝来市立生野こども園 学校給食試食会 3歳児保護者の方に学校給食試食会を開催します。
朝来市立生野こども園
079-679-3602

11月2日
朝来市立生野こども
園

朝来市立生野こども園 歯科衛生指導
0・1・2歳児の保護者を対象に園児と共に歯科の衛
生指導を受けます。

朝来市立生野こども園
079-679-3602

11月3日 朝来市立梁瀬小学校 竹田城跡 PTA学年行事(6年) 地域の宝「竹田城跡」に親子で登山します。
朝来市立梁瀬小学校
079-676-2014

11月第2週
朝来市立中川こども
園

朝来市立中川こども園 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。

朝来市立中川こども園
℡079-678-0077

□ 朝来市 □



11月6日～8日 朝来市立梁瀬中学校 朝来市立梁瀬中学校 オープンスクール
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,進路学習会を保護者、地域
住民参加で行います。

朝来市立梁瀬中学校
079-676-2041

11月7日 朝来市立朝来中学校 朝来市立朝来中学校 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。

朝来市立朝来中学校
079-677-0527

11月7日～9日
朝来市立竹田こども
園

朝来市立竹田こども園 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。（高齢者交流、姿勢教室）

朝来市立竹田こども園
079-674-0014

11月8日,15日 県立和田山高等学校 朝来市立大蔵こども園 高校生ふれあい育児体験
和田山高校3年生と園児が一緒に過ごしたり、ふれ
あいながら交流を深めます。

朝来市立大蔵こども園
079-673-2281

11月9日
兵庫県小学校
学級経営部会

朝来市立枚田小学校
兵庫県小学校学級経営
研究大会

「支え学び合う学級集団づくり」を大会主題に授
業公開と研究発表を行います。

朝来市立枚田小学校
079-672-2049

11月9日,21日
朝来市立大蔵こども
園

朝来市立大蔵こども園 子育てひろば
地域の就学前の親子を招き、子育て相談・ふれあ
い遊び・園児との交流の場を設けます。

朝来市立大蔵こども園
079-673-2281

11月中旬 朝来市立竹田小学校 朝来市立竹田小学校周辺 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。

朝来市立竹田小学校
079-674-2644

11月10日 朝来市立東河小学校 朝来市立東河小学校 オープンスクール
全校生・PTA・地域の方々が一緒に、学校田で収穫
した餅米を使い、お餅つきを中心に収穫祭を実施
します。

朝来市立東河小学校
079－672－2084

11月10日 朝来市立梁瀬小学校 朝来市立梁瀬小学校 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。

朝来市立梁瀬小学校
079-676-2014

11月10日 朝来健康福祉事務所 朝来市立大蔵こども園 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。

朝来市立大蔵こども園
079-673-2281

11月10日,17日
朝来市立竹田こども
園

朝来市立竹田こども園 子育てひろば
在宅児親子を対象に子育て広場アドバイザー派遣
事業を利用し３B体操体験、こどもの館巡回劇事業
を利用し、人形劇鑑賞を実施します。

朝来市立竹田こども園
079-674-0014

11月10日,21日
朝来市立東河こども
園

朝来市立東河こども園 子育てひろば
地域の就学前の親子の方を招き、子育て相談・ふ
れあい遊び・園児との交流の場を設けます。

朝来市立東河こども園
079-672-3257

11月11日
朝来市立
生野小学校

朝来市生野
マインホール

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。

朝来市立生野小学校
079-679-2044
朝来市立生野こども園
079-679-3602

11月11日
朝来市
朝来市少年少女オー
ケストラ

和田山ジュピターホール
第２５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８０余名で活動しており、日頃の練習の成
果を朝来市民をはじめ多くの皆様に披露させてい
ただく機会として定期演奏会を開催いたします。

朝来市少年少女オ-ケス
トラ事務局（朝来市生
涯学習課）
079-672-0188

11月12日
糸井小PTA
ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ21ITOI
糸井老人クラブ

糸井小グラウンド
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。

朝来市立糸井小学校
079-675-2821

11月14日
朝来市立大蔵こども
園

朝来市立大蔵こども園
近隣農道

オープンスクール
（マラソン大会）

園児の活動の様子を保護者・地域の方に披露しま
す。３、４、５歳児が園庭や農道を利用してでマ
ラソン大会を行います。

朝来市立大蔵こども園
079-673-2281

11月14日
朝来市立糸井こども
園

朝来市立糸井こども園 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。

朝来市立糸井こども園
079-675-2644

11月15日 朝来市立中川小学校 朝来市立中川小学校
外国語（英語）教育強化
地域拠点事業に係る指定
研究発表会

小中高を通じた外国語教育強化地域拠点事業に係る４年間の指定研究の成果を発表します。
朝来市立中川小学校
079-678-0007

11月15日 朝来市立山口小学校 朝来市立山口小学校
外国語（英語）教育強化
地域拠点事業に係る指定
研究発表会

小中高を通じた外国語教育強化地域拠点事業に係
る４年間の指定研究の成果を発表します。

朝来市立山口小学校
079-677-0040

11月15日 朝来市立生野小学校 朝来市立生野小学校
外国語（英語）教育強化
地域拠点事業に係る指定
研究発表会

小中高を通じた外国語教育強化地域拠点事業に係
る４年間の指定研究の成果を発表します。

朝来市立生野小学校
079-679-2044

11月15日 朝来市立生野中学校 朝来市立生野中学校
外国語（英語）教育強化
地域拠点事業に係る指定
研究発表会

小中高を通じた外国語教育強化地域拠点事業に係る４年間の指定研究の成果を発表します。
朝来市立生野中学校
079-679-3063

11月19日
生野交流館文化祭実
行委員会

生野交流館 生野交流館交流文化祭
生野交流館の交流文化祭に、金管バンドが出演し
ます。

生野交流館
079-679-2712

11月19日 朝来市教育委員会
朝来市埋蔵文化財セン
ター「古代あさご館」

朝来市埋蔵文化財セン
ター特別展学芸員と中学
生による展示解説

特別展「古代但馬の王都～茶すり山王たちが見た
風景～」の関連行事です。学芸員による展示全体
の解説に加え、朝来市内の中学生が作成した古代
但馬の復元イラストについて紹介します。

朝来市埋蔵文化財セン
ター「古代あさご館」
079-670-7330

11月下旬
朝来市立生野こども
園

旧栃原体育館 栃原交流会
地域に出かけ、老人会や施設入所の方と交流しま
す。

朝来市立生野こども園
079-679-3602

11月21日 朝来市立枚田小学校 朝来市立枚田小学校 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
だく。また教育講演会を行います。

朝来市立枚田小学校
079-672-2049



11月21日
朝来市立和田山幼稚
園

朝来市立和田山幼稚園 オープンスクール
幼稚園や園児の様子を公開し、遊びを通して参観
者と交流します。

朝来市立和田山幼稚園
079-672-2298

11月21,22,24日
朝来市立糸井こども
園

朝来市立糸井こども園 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。

朝来市立糸井こども園
079-675-2644

11月22日
朝来市立大蔵小学校
・大蔵小PTA

朝来市立大蔵小学校
体育館

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、JAXAから講師を招き、PTA教育講演会を開催
し、児童も参加します。

朝来市立大蔵小学校
079-673-2800

11月22日
朝来市立糸井小学校
・糸井小PTA

朝来市立糸井小学校
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。

朝来市立糸井小学校
079-675-2821

11月23日 朝来市教育委員会
朝来市和田山ジュピター
ホール

第１回竹田城ヘリテージ
講座

「ここまで分かった但馬のお城」と題して、お城
の調査に不可欠な考古学的調査の基本的な考え方
と、但馬地域の城郭の最新調査成果を紹介しま
す。

朝来市文化財課
079-672-4937

11月24日 朝来市立東河小学校 朝来市立東河小学校 わらそぎ
５，６年生が、地域の方を講師に迎え、１２月１
日に実施するしめ縄飾り作りのためのわらそぎを
します。

朝来市立東河小学校
079－672－2084

11月24日 生野町交流協会
カナディアン・アカデ
ミー

カナディアン・アカデ
ミーとの交流

小学４年生が、カナディアン・アカデミーの児童
と交流をします。

朝来市立生野小学校
079-679-2044

11月25日 朝来市教育委員会 竹田城跡
第２回竹田城ヘリテージ
講座

普段、公開していない竹田城跡「花屋敷」遺構を
特別公開します。朝来市文化財課職員が調査エピ
ソードを交えながら案内、解説します。

朝来市文化財課
079-672-4937

11月25日,26日 朝来市教育委員会
朝来市埋蔵文化財セン
ター「古代あさご館」

小さな（おうちのはに
わ）作りましょ

茶すり山古墳の上に立てられた埴輪は、王の在り
し日の暮らしぶりを偲び、来世での権勢を願うた
めのものです。本行事では、当時の竪穴住居をか
たどった家形埴輪を作成します。どなたでも気軽
に参加いただけます。

朝来市埋蔵文化財セン
ター「古代あさご館」
079-670-7330

11月28日～30日
朝来市立東河こども
園

朝来市立東河こども園 オープンスクール
保護者や地域の方にこども園や園児の様子を公開
します。

朝来市立東河こども園
079-672-3257

11月29日
朝来市立東河こども
園

朝来市立東河こども園 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。

朝来市立東河こども園
079-672-3257

11月29日
朝来市立東河こども
園

朝来市立東河こども園 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
朝来市立東河こども園
079-672-3257

11月29日,30日
朝来市立中川こども
園

朝来市立中川こども園 オープンスクール 異年齢児交流の保育活動を公開します。
朝来市立中川こども園
℡079-678-0077

12月上旬 朝来市立生野小学校 朝来市立生野小学校 収穫祭
小学３年生、５年生が、地域のお年寄りの方と餅
つきをします。

朝来市立生野小学校
079-679-2044

12月上旬 朝来市立生野中学校
朝来市生野
マインホール

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。
朝来市立生野中学校
079-679-3063

12月2日
朝来市立
梁瀬小学校

朝来市立梁瀬小学校 PTA学年行事(5年) 親子で創作活動(焼き物づくり)を楽しみます。
朝来市立梁瀬小学校
079-676-2014

12月2日,3日 東河地区自治協議会 東河地区公民館 東河地区文化祭
東河地区自治協議会主催の文化祭に園児の作品を
出展、また４・５歳児が芸能発表します。３日に
は小学校６年生が東河青龍太鼓を披露します。

東河地区自治協議会
079-670-0120


