
No. 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 問合せ先

1
オープンスクール
校内マラソン大会

防災センター周辺において午前中、校内マラソン大会を実施する。 10月30日 朝来市防災センター周辺 朝来市立枚田小学校
朝来市立枚田小学校
079-672-2049

2
オープンスクール
授業公開・児童発表・教育講演会

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

11月15日 朝来市立枚田小学校 朝来市立枚田小学校
朝来市立枚田小学校
079-672-2049

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

10月27日 朝来市立東河小学校 朝来市立東河小学校
朝来市立東河小学校
079-672-2084

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

11月9日 朝来市立東河小学校 朝来市立東河小学校
朝来市立東河小学校
079-672-2084

5 東河地区文化祭
東河地区協議会が実施される文化祭において、6年生が東河青龍太鼓を
披露します。

11月25日 東河地区公民館 東河地区協議会
東河地区協議会
079-670-0120

6 「じろはったん歌物語」プレ発表
朝来市の学校音楽祭で発表する「じろはったん歌物語」のプレ発表会を行
います。

10月23日 朝来市立大蔵小学校体育館 朝来市立大蔵小学校
朝来市立大蔵小学校
079-673-2800

7 マラソン大会（オープンスクール） 強い体と心を作るため全校生が年齢にふさわしい距離を走ります。 11月2日 朝来市和田山町高瀬周辺 朝来市立大蔵小学校
朝来市立大蔵小学校
079-673-2800

8
オープンスクールＰＴＡ教育講演
会

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

11月4日 朝来市立大蔵小学校体育館 朝来市立大蔵小学校
朝来市立大蔵小学校
079-673-2800

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

12月6日 朝来市立大蔵小学校体育館 朝来市立大蔵小学校
朝来市立大蔵小学校
079-673-2800

10 校内マラソン大会
体育やジョギングタイムでの取組の成果を発揮し、自分の記録に挑戦しま
す。

10月17日 糸井小学校マラソンコース 朝来市立糸井小学校
朝来市立糸井小学校
079-675-2821

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

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

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

11月7日 朝来市立糸井小学校 朝来市立糸井小学校
朝来市立糸井小学校
079-675-2821

「兵庫の教育推進月間」における朝来市の取組
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13 3世代交流グランドゴルフ大会
糸井小PTA・ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ21ITOI・糸井老人クラブと地域の皆様が参加して
楽しい一日を過ごします。

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

朝来市立糸井小学校
079-675-2821

14
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

朝来市立糸井小学校
079-675-2821

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

朝来市立竹田小学校
朝来市立竹田小学校
079-674-2644

16 オープンスクール 授業参観など学校の様子を公開します。教育講演会も実施します。 11月9日 朝来市立梁瀬小学校 朝来市立梁瀬小学校
朝来市立梁瀬小学校
079-676-2014

17 PTA学年行事(6年) 親子で地域の伝統食材「岩津ネギ」を使った料理を作ります。 12月8日 朝来市立梁瀬小学校 朝来市立梁瀬小学校
朝来市立梁瀬小学校
079-676-2014

18 PTA学年行事(5年) 親子で創作活動(焼き物づくり)を楽しみます。 12月1日 朝来市立梁瀬小学校 朝来市立梁瀬小学校
朝来市立梁瀬小学校
079-676-2014

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

11月7日 朝来市立中川小学校周辺道路 朝来市立中川小学校
朝来市立中川小学校
079-678-0007

20 マラソン大会 校区内で全校生マラソン大会を実施します。 10月31日 朝来市立山口小学校 朝来市立山口小学校
朝来市立山口小学校
079-677-0040

21 オープンスクール 授業、学校生活を公開します。 10月31日 朝来市立山口小学校 朝来市立山口小学校
朝来市立山口小学校
079-677-0040

22 教育講演会 PTA教育講演会を行います。 10月31日 朝来市立山口小学校 朝来市立山口小学校
朝来市立山口小学校
079-677-0040

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

朝来市立生野小学校
朝来市立生野小学校
079-679-2044

24 ふれあい音楽祭 生野小学校、生野こども園がふれあい音楽会を開催します。 11月17日 生野マインホール 朝来市立生野小学校
朝来市立生野小学校
079-679-2044

25 教育講演会 小中合同PTA行事として、教育講演会(ネット関連)を実施します。 12月6日 生野マインホール 生野園小ＰＴＡ
朝来市立生野小学校
079-679-2044
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26 収穫祭 小学3年生・5年生が、地域のお年寄りの方と餅つきをします。 12月上旬 朝来市立生野小学校 朝来市立生野小学校
朝来市立生野小学校
079-679-2044

27
オープンスクール
授業参観
ＰＴＡ教育講演会

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

10月27日 朝来市立和田山中学校 朝来市立和田山中学校
朝来市立和田山中学校
079-672-3351

28
授業のユニバーサルデザイン化
校内授業研修会

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

11月15日 朝来市立和田山中学校 朝来市立和田山中学校
朝来市立和田山中学校
079-672-3352

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

11月5日～8日 朝来市立梁瀬中学校 朝来市立梁瀬中学校
朝来市立梁瀬中学校
079-676-2041

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

10月18日 朝来グラウンド 朝来市立朝来中学校
朝来市立朝来中学校
079-677-0527

31 プロから学ぶ創造力育成事業 地元の企業の方を招き，講演会を行います。 11月6日 朝来市立朝来中学校 朝来市立朝来中学校
朝来市立朝来中学校
079-677-0527

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

11月16日 朝来市立朝来中学校 朝来市立朝来中学校
朝来市立朝来中学校
079-677-0527

33 文化祭 音楽発表、グループ発表、意見発表等を公開します。 10月27日 生野マインホール 朝来市立生野中学校
朝来市立生野中学校
079-679-3063

34 教育講演会 小中合同ＰＴＡ教育講演会（ネット関連）を実施します。 12月6日 生野マインホール 生野中PTA
朝来市立生野中学校
079-679-3063

35 マラソン大会 5歳児が小学生と一緒にマラソン大会を行います。 10月19日 八王子グラウンド 朝来市立生野こども園
朝来市立生野こども園
079-679-3602

36 歯科衛生指導 0・1・2歳児の保護者を対象に園児と一緒に歯科衛生指導を受けます。 10月31日 朝来市立生野こども園 朝来市立生野こども園
朝来市立生野こども園
079-679-3602

37 学校給食試食会 3歳児保護者の方に学校給食試食会を開催します。 10月31日 朝来市立生野こども園 朝来市立生野こども園
朝来市立生野こども園
079-679-3602

38 オープンスクール こども園や園児の姿を公開し、保護者や地域の方と交流します。 10月31日 朝来市立生野こども園 朝来市立生野こども園
朝来市立生野こども園
079-679-3602
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39 ふれあい音楽会 生野こども園・小学校がふれあい音楽会を開催します。 11月11日
朝来市生野
マインホール

朝来市立生野こども園
朝来市立生野こども園
079-679-3602

40 栃原交流会 地域に出かけ、老人会や施設入所の方と交流します。 11月下旬 旧栃原体育館 朝来市立生野こども園
朝来市立生野こども園
079-679-3602

41 子育てひろば
地域の在宅児親子を招き、子育て相談や親子でのふれ合い遊びや交流
をします。

11月1日 朝来市立生野こども園 朝来市立生野こども園
朝来市立生野こども園
079-679-3602

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

10月27～28日 糸井地区市民館会 糸井地区地域自治協議会
糸井地区自治協議会079-672-4080

43 オープンスクール 園での園児の様子を公開し、遊びを通して参加者と交流します。 11月14～16日 朝来市立糸井こども園 朝来市立糸井こども園
朝来市立糸井こども園
079-675-2644

44 子育てひろば
地域の在宅児親子を招き、子育て相談や親子でのふれ合い遊びや交流
をします。

11月20日 朝来市立糸井こども園 朝来市立糸井こども園
朝来市立糸井こども園
079-675-2644

45 高齢者の方との交流会 地域に出かけ、老人会の方と園児との交流を深めます。 11月 各地区公民館 朝来市立糸井こども園
朝来市立糸井こども園
079-675-2644

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

10月～11月頃 朝来市立大蔵こども園 朝来市立大蔵こども園
朝来市立大蔵こども園
079-673-2281

47 オープンスクール（マラソン大会） こども園や園児の姿を公開します。マラソン大会の様子も見てもらいます。 11月6日～7日 朝来市立大蔵こども園 朝来市立大蔵こども園
朝来市立大蔵こども園
079-673-2281

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

11月14日 朝来市立大蔵こども園 朝来市立大蔵こども園
朝来市立大蔵こども園
079-673-2281

49 子育てひろば 在宅児親子を対象に、ふれあい遊びや子育て相談を行います。 10月・11月各2回 朝来市立大蔵こども園 朝来市立大蔵こども園
朝来市立大蔵こども園
079-673-2281

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

朝来市立
東河こども園・
保護者会

朝来市立東河こども園
079-672-3257

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

朝来市立
東河こども園

朝来市立東河こども園
079-672-3257
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52 子育てひろば
地域の就学前の親子の方を招き、子育て相談・ふれあい遊び・園児との
交流の場を設けます。

11月 9日，20日
朝来市立
東河こども園

朝来市立
東河こども園

朝来市立東河こども園
079-672-3257

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

朝来市立東河こども園
079-672-3257

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

朝来市立
東河こども園

朝来市立東河こども園
079-672-3257

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

10月17日
朝来市立
東河こども園

朝来健康福祉事務所
朝来市立東河こども園
079-672-3257

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

朝来市立
東河こども園

朝来市立東河こども園
079-672-3257

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

11月24日～25日
東河地区
公民館

東河地区
自治協議会

東河地区自治協議会
079-670-0120

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

11月6日～8日 朝来市立竹田こども園 朝来市立竹田こども園
朝来市立竹田こども園
079-674-0014

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

11月16日 朝来市立竹田こども園 朝来市立竹田こども園
朝来市立竹田こども園
079-674-0014

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

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

朝来市立中川こども園
079-678-0077

61 オープンスクール 保護者や地域の人に、異年齢児交流の保育活動を公開します。 11月16日，19日 朝来市立中川こども園 朝来市立中川こども園
朝来市立中川こども園
079-678-0077

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

11月20日 朝来市中川こども園　遊戯室 朝来市立中川こども園
朝来市立中川こども園
079-678-0077

63 ふれあいコンサート オーボエ奏者を招き、ミニミニコンサートを楽しみます。 11月20日 朝来市中川こども園　遊戯室 朝来市立中川こども園
朝来市立中川こども園
079-678-0077

64 焼き芋大会
地区の老人会の方と一緒に栽培、収穫したさつま芋を焼き芋にして、地域
の老人会の方と園児が一緒に試食します。

11月1日 朝来市立山口こども園園庭 朝来市立山口こども園
朝来市立山口こども園
079-677-0140
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65 保育参観異年齢交流
異年齢児がごっこ遊びを通して交流している様子を保護者に参観してもら
います。

11月17日 朝来市山口こども園 朝来市立山口こども園
朝来市立山口こども園
079-677-0140

66
第26回朝来市少年少女オーケス
トラ定期演奏会

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

11月17日 和田山ジュピターホール 朝来市少年少女オーケストラ

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


