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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
香美町立奥佐津小学校

0796-38-0220

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

香美町立奥佐津幼稚園
0796-38-0492

香美町立奥佐津小学校
0796-38-0220

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
香美町立奥佐津幼稚園

0796-38-0492

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
香美町立奥佐津幼稚園

0796-38-0492

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

香美町立佐津小学校
0796-38-0014

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

香美町立柴山幼稚園
0796-37-0554

香美町立柴山小学校
0796-37-0351

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

香美町立柴山幼稚園
0796-37-0554

香美町立柴山小学校
0796-37-0351

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
香美町立香住小学校
0796-36-0002

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
予備日11月1日

香美町立香住小学校 香美町立香住小学校
香美町立香住小学校
0796-36-0002

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
香美町立香住小学校
0796-36-0002

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
香美町立長井小学校
0796-36-3005

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

香美町立長井小学校
0796-36-3005

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

香美町立長井小学校
0796-36-3005

「兵庫の教育推進月間」における香美町の取組
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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

香美町立余部幼稚園
0793-34-0258

香美町立余部小学校
0796-34-0005

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
香美町立余部幼稚園
0793-34-0258

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、楽しく交流します。 11月12日 余部地区公民館 香美町立余部幼稚園
香美町立余部幼稚園
0793-34-0258

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
香美町立余部幼稚園
0793-34-0258

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
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

香美町立村岡幼稚園
0796-94-0241

香美町立村岡小学校
0796-94-0011

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
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

香美町立村岡幼稚園
0796-94-0241

香美町立村岡小学校
0796-94-0011

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

香美町立兎塚小学校
0796-96-0969

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
香美町立うづか幼稚園

0796-96-0968

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、ＰＴＡ
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
香美町立射添小学校
0796-95-0004

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
香美町立射添幼稚園
0796-95-0648

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ます。 12月13日 香美町立射添幼稚園 香美町立射添幼稚園
香美町立射添幼稚園
0796-95-0648

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
香美町立小代小学校
0796-97-2004

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
香美町立香住第一中学校

0796-36-1086

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
香美町立香住第一中学校

0796-36-1086
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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
香美町立香住第一中学校

0796-36-1086

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
香美町立香住第二中学校

0796-38-0023

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
香美町立香住第二中学校

0796-38-0023

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日～10月3日
11月1日～11月2日

香美町立村岡中学校 香美町立村岡中学校
香美町立村岡中学校
0796-94-0041

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日～3日 香美町立小代中学校 香美町立小代中学校
香美町立小代中学校
0796-97-2040

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
香美町立香住幼稚園
0796-36-0416

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
香美町立香住幼稚園
0796-36-0416

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す。

11月29日 香美町立香住幼稚園 香美町立香住幼稚園
香美町立香住幼稚園
0796-36-0416

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
香美町立香住幼稚園
0796-36-0416

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
小代認定こども園
0796-97-2039

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す。 10月22日 奥佐津小学校運動場 奥佐津地区公民館
奥佐津地区公民館
0796-38-0832

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
奥佐津地区公民館
0796-38-0832

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

奥佐津地区公民館
0796-38-0832

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
佐津地区公民館
0796-38-0845

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
柴山地区公民館
0796-37-0821
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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
余部地区公民館
0796-34-0415

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

村岡区中央公民館
0796-98-1366

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 小代区地域連携センター
小代文化協会
小代地区公民館

小代地区公民館
0796-97-3966


