
開催日程 主催機関名 会場 行事名 行事の概要 問い合わせ先

10月1日～
12月18日

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
「古代あさご館」

企画展「描かれた
みほとけたち～朝
来の仏教絵画」

朝来市域に存在する指定文化財のうち、仏教絵画
を紹介します。

朝来市埋蔵文化財
センター
「古代あさご館」
079-670-7330

10月中旬～
11月中

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。

079-673-2281

10月12日 大蔵こども園 大蔵こども園 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。

079-673-2281

10月13日 大蔵小学校 大蔵小学校 こころの参観日
子どもたちの心を育てる道徳の授業公開を行った
り、教育講演会を行って、保護者の子育てについ
て考える場を作ります。

079-673-2800

10月14日 枚田小学校 枚田小学校 オープンスクール 授業公開を行います。 079-672-2049

10月14日 和田山幼稚園 幼稚園
オープンスクール
(参観日）

幼稚園での子ども達の活動を公開します。 079-672-2298

10月18日
朝来健康福祉
事務所

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。

079-673-2281

10月19日 糸井小学校
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。

079-675-2821

10月20日 大蔵小学校 大蔵小学校周辺
朝来ドリームアッ
プ事業

落花生づくりや稲刈りなどの農業体験を通して地
域の方と交流しながら自然の恵みを感謝する体験
活動をします。

079-673-2800

10月21日
中川こども園
朝来健康福祉
事務所

中川こども園
クッキング参観日
食育実践活動

3歳児親子でカレー作りを体験し、野菜が煮える間
に食の健康運動リーダーの派遣を受けて、食の大
切さについて学びます。

079-678-0077

10月23日
大蔵地区自治協
議会

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。

079-673-2281

10月25日 竹田小学校 竹田小学校 オープンスクール
地域の方々を講師に招き、各学年に応じた講話や
実習・交流会を開催します。

079-674-2644

10月27日,
11月18日

県立和田山
高等学校

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。

079-673-2281

10月27日 竹田小学校 　　　　　　　　　　　　　　　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。

079-674-2644

10月29日
元気あさご
応援隊

和田山ジュピ
ターホール

ザザッ・交流太鼓
まつり

朝来市と壱岐市の友好を深める太鼓を通した交流
元気あさご応援隊
事務局
080-1418-6002

10月29日 和田山中学校
朝来市立和田山
中学校体育館

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、引
き続き「インターネットトラブルの現状と安全な
スマホ・タブレットの使い方」の教育講演会を実
施。

079-672-3351

10月29日 生野中学校
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。

079-679-3063

10月31日 東河小学校 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、５年６年の
児童と保護者を対象に筆文字講座を行います。

079-672-2084

11月上旬 朝来中学校 朝来中学校 オープンスクール 授業公開を行います。 079-677-0527

11月1日 山口こども園 山口こども園
地域の高齢者との
交流

地域の老人クラブの方と栽培・収穫したさつま芋
を焼き芋にして地域の高齢者の方と試食します。

079-677-0140

11月1日 山口小学校
山口小学校
体育館

集中豪雨避難訓練
集中豪雨の避難訓練として一斉下校前に集合訓練を
行う。

079-677-0040

11月2日 生野小学校
朝来市八王子
グラウンド

マラソン大会 園・小マラソン大会を実施します。 079-679-2044

11月2日 生野小学校
生野小学校
八王子
グラウンド

オープンスクール
授業参観、校内マラソン大会、読み聞かせ会等を
実施します。

079-679-2044

11月3日 朝来地区
あさご・ささゆり
ホール

朝来劇場出演 地域文化祭　金管バンド出演 079-677-0040

11月4日 大蔵小学校
大蔵こども園
周辺の農道

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。

079-673-2800

11月4日 中川小学校 中川小学校 道徳参観日 全学級の道徳授業公開 079-678-0007

11月7日～10日 梁瀬中学校 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　・教育後援会　・子育て支援相談(カウンセリ
ング)　を保護者、地域住民参加で行います。

079-676-2041

11月8日 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。

079-672-2049

□　朝来市　□
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11月8日 竹田こども園 竹田こども園
市教育研修所指定
研究発表会

「元気いっぱい竹田っ子」～楽しい運動遊びを通
して～のテーマで研究発表を行います。

079-674-0014

11月9日 中川小学校 特設コース 校内マラソン 校内マラソン大会 079-678-0007

11月9日 山口小学校
山口小学校
マラソンコース

マラソン大会 全校生マラソン大会 079-677-0040

11月9日 山口小学校 山口小学校 オープンスクール 地域の方に学校を公開します 079-677-0040

11月9日 山口小学校 山口小学校 道徳参観日 全学年道徳の授業を公開します。 079-677-0040

11月9日 山口小学校
山口小学校
体育館

教育講演会 PTA教育講演会　「　　　　　　　　」 079-677-0040

11月10日 大蔵こども園
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。

079-673-2281

11月10日 生野中学校 生野中学校
兵庫カレッジ出前
授業

出前授業(キャリア教育)を実施します。 079-679-3063

11月11日,25日 東河こども園 東河こども園 子育て広場
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。

079-672-3257

11月11日 梁瀬幼稚園 梁瀬幼稚園 オープンスクール
幼稚園や園児の様子を公開し、遊びを通して参加
者と交流します。

079-676-3250

11月11日 東河小学校 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。

079-672-2084

11月11日 梁瀬小学校 梁瀬小学校 オープンスクール
授業参観・人権発表会・教育講演会等学校の様子
を公開します。

079-676-2014

11月11日 中川小学校 中川小学校 英語授業公開 英語教育強化地域拠点事業全県授業公開 079-678-0007

11月11日 山口小学校 山口小学校 英語全県公開授業 英語強化授業研究発表会 079-677-0040

11月12日

朝来市・朝来市
教育委員会・
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２４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
オーケストラ事務
局（朝来市和田山
公民館）
079-672-0188

11月12日
人権フェスティ
バル実行委員会

朝来福祉会館
あさごふれあい
人権フェスティバ
ル

人権学習発表、人権作文、金管バンド発表
朝来市教育委員会
社会教育課
079-677-2116

11月12日
朝来市
教育委員会

朝来福祉会館
あさご人権
フェスティバル

人権作文発表 079-677-0040

11月13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。

079-675-2821

11月14日～18日
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。 079-672-3257

11月16日 但馬県民局 生野こども園 町の保健室
在宅親子を対象に、心身のケアと健康相談を受け
ます。

079-679-3602

11月16日～18日 竹田こども園 竹田こども園
オープンスクール
姿勢教室・高齢者
との交流

こども園や園児の様子を公開し、地域の方や保護
者と交流します。

079-674-0014

11月17日 枚田小学校 枚田小学校 オープンスクール 授業公開及び教育講演会を行います。 079-672-2049

11月17日
和田山幼稚園
枚田小学校

幼稚園
小学校体育館

オープンスクール
(参観日・教育講演
会）

幼稚園での子ども達の活動を公開します。小学校
体育館で小学生と一緒に講演会に参加します。

079-672-2298

11月19日 生野小学校
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。

079-679-2044

11月19日 梁瀬小学校
生野
マインホール

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。

079-679-2044

11月19日
但馬小学校管楽
器教育研究会

和田山
ジュピターホール

但馬金管バンドフェ
スティバル

但馬金管バンドフェスティバル出演 079-677-0040

11月下旬 中川こども園 中川こども園 オープンスクール
保護者会と地域農家の方々の協力を得て、地域の
特産品について学ぶ様子を公開します。

079-678-0077

11月下旬 生野こども園
旧栃原小学校
体育館

栃原交流会
地域に出かけ、老人会の方や施設の方と園児が交
流します

079-679-3602

11月22日 竹田こども園 竹田こども園 子育て広場
地域の就学前の親子を招き、子育て相談や親子で
のふれあい遊び、園児との交流の場を設けます。

079-674-0014

11月22日,24日,
25日

糸井こども園 糸井こども園 オープンスクール
はばタン環境学習をしたり、祖父母交流会を行い
ます。

079-675-2644

11月24日 竹田小学校 竹田小学校 道徳教育参観日
道徳教育の授業参観を実施し、その後、保護者や
地域の方と教職員が道徳教育や子育て等について
トーク・ワーキングを行います。

079-674-2644
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11月24日 市教育研修所
和田山中学校
各教室

市教育研修所指定
研究発表会

本年度の研修テーマ「ユニバーサルデザイン～授
業力の共有～」をテーマに公開授業。引き続き、
関西国際大学　中尾繁樹教授の講演会を実施。

079-672-3351

11月25日 中川こども園 中川こども園 子育て広場
子育てひろばアドバイザー派遣事業を利用して、
在宅児親子がブラックシアターを楽しんだり、交
流したりする場を設けます。

079-678-0077

11月25日 東河小学校 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。

079-672-2084

11月25日
糸井小学校・
糸井小PTA

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。

079-675-2821

11月26日,27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が主催される文化祭におい
て、園児の作品を出展、また４・５歳児が芸能発
表の部で発表します。

東河地区
自治協議会
079-670-0120

11月27日 東河地区協議会 東河地区公民館 東河地区文化祭
東河地区協議会が実施される文化祭において、６
年生が東河青龍太鼓を披露します。

東河地区協議会
079-670-0120

11月28日 枚田小学校 枚田小学校 校内研究発表会 授業のユニバーサルデザイン化の研究授業 079-672-2049

11月29日～
12月1日

東河こども園 東河こども園 オープンスクール
保護者や地域の方に幼稚園や園児の様子を公開し
ます。

079-672-3257

11月29日 東河こども園 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

079-672-3257

11月29日 東河こども園 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 079-672-3257

12月上旬 生野小学校 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。

079-679-2044

12月1日 山口こども園 山口こども園 食育実践活動
食の健康リーダーの派遣を受けて、園児が朝来市
の特産物「岩津ねぎ」を栽培・収穫したものを
使った料理を作り試食します。

079-677-0140

12月3日,4日
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
「古代あさご館」

（仮称）池田古墳
の埴輪を焼こう！

但馬最大の前方後円墳・池田古墳から出土した水
鳥形埴輪を「野焼き焼成」します。
3日：窯づくり～火入れ
4日：窯からの取り出し。

朝来市埋蔵文化財
センター
「古代あさご館」
079-670-7330

12月8日
生野こども園・
小学校・中学校
ＰＴＡ

生野
マインホール

教育講演会
こども園小中合同PTA教育講演会として、ネット関
連の講演会を実施します。

079-679-3602（園）
079-679-2044（小）
079-679-3063（中）


