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10月14日 長井小学校
長井幼稚園
長井小学校

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。

0796-36-3005

10月16日
奥佐津地区
公民館

奥佐津地区
ノルディック
ウォークで
歴史探訪

ノルディックウォークで地区内をウォーキングし
ながら歴史を学ぶ。

0796-38-0832

10月17日～20日 奥佐津小学校 奥佐津小学校 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。
また、お世話になった地域老人クラブの皆さんを
招待して感謝の集いを開きます。

0796-38-0220

10月17日～20日 奥佐津幼稚園 奥佐津幼稚園 オープンスクール 園の教育活動を公開します。 0796-38-0492

10月23日～28日
余部幼稚園
余部小学校

余部幼稚園
余部小学校
余部小学校御崎
分校

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。23日は学習発表会を行います。

0796-34-0005

10月26日 香住小学校 香住小学校 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。 0796-36-0002

10月26日～28日 小代小学校 小代小学校 オープンスクール
授業公開・世代間交流・給食試食会・校内マラソ
ン大会を行います。

0796-97-2004

10月26日～28日
柴山幼稚園
柴山小学校

柴山幼稚園
柴山小学校

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。
0796-37-0351(小)
0796-37-0554(幼)

10月27日～28日
小代認定
こども園

小代認定
こども園
射添幼稚園

オープンスクール
園の教育活動、祖父母とのふれあい遊びを公開し
ます。5歳児わくわく交流会（射添幼稚園）

0796-97-2039

10月28日
柴山幼稚園
柴山小学校

柴山小学校 ふれあい音楽会
オープンスクール期間中に開催します。保護者も
出演し地域の方に合唱・合奏を聴いていただきま
す。

0796-37-0351(小)
0796-37-0554(幼)

10月28日
射添幼稚園
小代認定こども
園

射添幼稚園 わくわく交流会
小代認定こども園とのわくわく交流会での合同体
操教室やなかよし交流の様子を公開します。

0796-95-0648

10月29日予定 柴山地区公民館 柴山地区公民館 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。

0796-37-0821

10月30日
佐津幼稚園
佐津小学校

佐津小学校 学習発表会
地域の伝統文化について調べた事を保護者・地域
の方の前で発表します。

0796-38-0014
0796-38-0786

10月30日
長井幼稚園
長井小学校
長井地区公民館

長井幼稚園
長井小学校

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。

0796-36-3005

10月30日 佐津地区公民館
佐津地区公民
館、佐津小学校

地区文化祭

午前は幼・小の学習発表会が行われ、午後は地区
民の手芸、書、焼き物等の作品展示会及び、各区
による芸能発表会の催しを通し、「地域の交流を
深め心のふれあいと絆を強める」のスローガンを
掲げ実施します。

0796-38-0845

10月30日～
11月5日

村岡区文化祭
実行委員会

村岡体育館
村岡区中央
公民館

村岡区文化祭
村岡区民による書道・絵画などの作品展、郷土に
伝わる踊りなどの芸能発表などを行う。

0796-98-1366

11月中
香住分会
香住地区公民館

各自治区
公民館

各自治区巡回人権
学習会

各自治区を巡回し地区民を対象に人権ビデオを上
映し意見交流をします。

0796-36-3435

11月1日 香住小学校 香住小学校
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。

0796-36-0002

11月1日～3日 小代中学校 小代中学校
オープンスクール・
文化祭

授業等の教育活動を地域の方に公開します。最終
日は文化祭で、ステージ発表等を公開します。

0796-97-2040

11月1日～4日 佐津幼稚園 佐津幼稚園 オープンスクール 園の教育活動を公開します。 0796-38-0786

11月1日～4日 佐津小学校 佐津小学校 オープンスクール
授業・持久走大会等、児童の活動を保護者・地域
の方に公開します。

0796-38-0014

11月2日、4日～
6日

香住第一中学校
香住第一中学校
香住区中央公民
館

オープンスクール
教育活動を地域の方に公開します。
2日、4日は午後文化祭活動，5日は午後前日準備で
す。

0796-36-1086

11月3日 村岡中学校 村岡中学校 文化祭
生徒会が中心になって取り組み、演劇や合唱、吹
奏楽演奏などの舞台発表を行います。

0796-94-0041

11月4日予定
村岡幼稚園
村岡小学校

村岡幼稚園
村岡小学校

オープンスクール 学校・園の教育活動の様子を公開します。
0796-94-0011(小)
0796-94-0241(幼)

11月4日、5日
兎塚幼稚園
兎塚小学校

兎塚小学校 オープンスクール
ネット犯罪防止学習会・授業公開・長距離記録
会・金管バンド演奏などを保護者・地域の方に公
開します。

0796-96-0969

11月4日、5日、
8日

香住第ニ中学校 香住第ニ中学校 オープンスクール 1日の学校生活全般を公開します。 0796-38-0023

11月5日 香住第ニ中学校 香住第ニ中学校
文化祭
オープンスクール

弁論･演劇･伝統芸能文化･PTAコーラスなどの発表
を公開します。

0796-38-0023

□　香美町　□
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11月5日～7日 小代文化協会 小代ドーム 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。

0796-97-3966

11月6日
奥佐津幼稚園
奥佐津小学校

奥佐津小学校 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。

0796-38-0220(小)
0796-38-0492(幼)

11月6日 香住第一中学校
香住区
中央公民館

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。

0796-36-1086

11月6日
奥佐津地区
公民館

奥佐津小学校 地区文化祭
講座の作品展やバザーの他、地区や団体・個人の
芸能発表会をします。

0796-38-0832

11月7日～9日 長井小学校
長井幼稚園
長井小学校

オープンスクール 地域住民等へ授業･教育活動を公開します。 0796-36-3005

11月8日 余部幼稚園 余部地区公民館
未就園児との
交流会

未就園児親子が幼稚園児と一緒に人形劇を鑑賞
し、楽しく交流します。

0796-34-0258

11月9日～11日 村岡中学校 村岡中学校 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。

0796-94-0041

11月15日 香住幼稚園 香住幼稚園 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。

0796-36-0416

11月18日 香住小学校
香住区
中央公民館

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。

0796-36-0002

11月18日 香住幼稚園 香住幼稚園
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。

0796-36-0416

11月21日～22日 射添幼稚園 射添幼稚園 オープンスクール
保護者や地域の方に園児の様子を見ていただいた
り、祖父母と一緒に遊んでクッキングをしたりしま
す。

0796‐95‐0648

11月21日～22日 射添小学校 射添小学校 オープンスクール
保護者・地域の方に授業（道徳を含む）等を公開
します。22日はＰＴＡ研修会（情報モラル）を実
施します。

0796-95-0004

11月25日予定
村岡幼稚園
村岡小学校

村岡幼稚園
村岡小学校

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。

0796-94-0011(小)
0796-94-0241(幼)

11月25日 香住幼稚園 香住幼稚園
人形劇
「ぴよっこ劇団」

人形劇を観て楽しみます。 0796-36-0416

11月27日
余部幼・小
ＰＴＡ

余部小学校 福祉交流会
ＰＴＡが中心となり、子どもから高齢者までが福
祉を柱に交流します。

0796-34-0005

12月6日 香住幼稚園 香住幼稚園
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。

0796-36-0416

12月9日 射添幼稚園 射添幼稚園 生活発表会
園児による、歌・合奏・手話ソング・ピアニカ演
奏・ハンドベル演奏・踊り・劇など　1年間の成長
を発表します。

0796-95-0648

12月11日
青少年育成推進
会議・奥佐津Ｐ
ＴＡ

奥佐津地区
公民館

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。

0796-38-0832


