朝の体操

だーいすき♥

播磨西幼稚園

防災訓練

播磨南小学校

平成31年度「トライやる・ウィーク」

５月27日（月）～31日（金）

「子どもを守る１１０番の家」を募集しています
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内

容

▶日時 4月18日（木）10：00～12：00、13：00～
15：00 ▶場所 総合体育館 ▶内容 400ml献血
▶問合せ すこやか環境グループ
☎０７９（４３５）２６１１

保健相
行談
事

▶問合せ

すこやか環境グループ
☎０７９
（４３５）
２６１１

日時（受付時間）／場所
対
象
備考（＊は持ち物）
４月16日（火）
健 康 相 談
保健師、栄養士が個別に相談に応じます。（予約制）
９：00～11：00 町民
栄 養 相 談
＊健診結果、食事記録（２日分）
福祉会館
播磨町国民健康保険加入者で
４月10日（水）
糖 尿 病・ 腎 臓 病
①糖尿病の人（HbAlc7.0％以 糖尿病療養指導士、保健師が個別に相談に応じます。
13：30～15：30
相
談
上）②腎機能が低下している （予約制） ＊健診結果、食事記録（２日分）
福祉会館
人（eGFRが45未満）
４月18日（木）
後 期 高 齢 者
保健師、栄養士が個別に相談に応じます。（予約制）
13：30～15：30 後期高齢者医療加入者の町民
健康栄養相談
＊健診結果、食事記録（２日分）
福祉会館

加古川健康福祉事務所の保健相談
こころのケア相談
▶日時
４月８日
（月）
、22日
（月）
13：00～14：00
▶申込み 地域保健課
☎079（422） 0003

エイズ・肝炎ウイルス検査相談
原則として匿名・無料で実施
▶日時
４月10日
（水）
、24日
（水）
９：10～10：00
▶申込み 健康管理課
☎079 （422） 0002

専門栄養相談
▶日時
４月17日
（水）
９：30 ～ 11：30
▶申込み 健康管理課
☎ 079（422）0002

加古川夜間急病センター ☎079
（431）
8051
（年中無休）
▶診療時間 【内科】21：00～翌朝６
：00、
【小児科】21：00～０
：00
加古川歯科保健センター ☎079
（431）
6060
▶診療日 日・祝日・お盆
（８月13日〜15日の午前）
・年末年始
（12月30日～１月３日）
▶診療時間 ９
：00～11：30、13：00～16：00
※いずれも急患を受け付けしますので、不急の人はご遠慮ください。
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その他

その他

「子どもを守る110番の家」は、子どもたちが登下校時や放課後に、助けを求める
ことができる民間協力の緊急避難場所として始まった取り組みです。播磨町でも現
在、地区ごとに多くの方の協力を得て取り組んでいます。新規に「子どもを守る
110番の家」にご協力いただける人を募集しています。詳しくは、学校教育グルー
プまでお問い合わせください。
▶問合せ 学校教育グループ☎079（435）0545

今 月の い き い き

献血

播磨町の教育

播磨町の教育

実施予定期間中、播磨町内中学２年生の活動する場として、協力
をしていただける新たな事業所（企業・店舗など）を募集しています。
詳しくは、お問い合わせください。
▶問合せ 学校教育グループ☎079（435）0545
播磨中学校☎079（437）8147
播磨南中学校☎078（943）6622

▶対象 今年度中に40歳・50歳・60歳・70歳になる
播磨町民の人
▶日程 案内到着日～平成32年２月29日
▶場所 歯周病検診協力医療機関（播磨町、稲美町、加
古川市、高砂市医療機関）
▶内容 歯周病検診（歯周の腫れ、歯周ポケットの深さ
をみます）、ＰＭＴＣ（上の前歯または下の前歯）
※ＰＭＴＣとは、歯の表面のクリーニングです。
▶受診方法 歯周病検診協力医療機関に電話で必ず予
約のうえ、受診してください
▶検診費用 無料
▶受診券の交付 対象となる人には４月上旬に受診券
と検診案内を郵送します
▶申込み・問合せ
すこやか環境グループ ☎０７９（４３５）２６１１

保健と健康

保健と健康

「トライやる・ウィーク」協力事業所の募集

歯周病検診

禁煙を希望する人に対し、保険適用を受けた禁煙治
療費の助成を行っています。
▶対象 下記のすべてに該当する人
①事前届出日から禁煙治療の全期間及び交付申請日の
間において、播磨町民であること
②播磨町、加古川市、稲美町の協力医療機関で保険診
療による禁煙治療を受け治療過程を終了していること
③他の禁煙治療補助制度などの対象となっていないこと
④国民健康保険その他の医療保険に加入していること
⑤福祉医療費助成の対象となっていないこと
※事前にすこやか環境グループに届け出をしてから治
療を受けた人に限ります。
▶対象となる費用 初診日から一連の治療を終了する
までの費用（保険診療分のみ）
▶助成費用 保険適用を受けた禁煙治療費の２分の１
（100円未満の端数切捨て）上限１万円
▶流れ ①すこやか環境グループに事前届出を提出す
る（事前届出を提出していない場合は対象外です）
②医療機関で治療を受ける
③治療終了後、60日以内に申請書を提出する
※治療前後に、保健師から連絡が入ります。
▶必要書類など 禁煙治療に要した医療費及び薬剤費
の領収書及び明細書、卒煙証書（協力医療機関で発行さ
れたもの）、振込口座の分かるもの、朱肉を使う印鑑
▶問合せ すこやか環境グループ
☎０７９（４３５）２６１１

子育て

子育て

阪神淡路大震災から24年。播磨南小学校では、震
災から得た教訓を風化させないためにも、またいつ
起きるかわからない災害に備えるためにも、年間を
通して、様々な状況を想定して防災訓練を実施して
います。
写真は１月17日、地震発
生時の避難訓練を実施した
時 の 様 子 で す。事 前 に は、
震災映像の視聴や地震が起
きた時の対応としてのシェ
イ ク ア ウ ト 訓 練 を は じ め、
災害直後の困難な生活を乗
り越えるための防災グッズ
についてなど、それぞれの
学年､クラスに応じて学習し
ました。
津波を想定した垂直移動での避難訓練ということ
で、
「おはしも」
（おさない、はしらない、しゃべらない、
もどらない）を守りながら、全校生が校舎の４階へ
避難しました。
＜防災訓練後の振り返りより＞
地震はすごく怖いものだと改め
て知った。何秒間、何分間のゆれ
で阪神高速も倒れて、駅や家、ビ
ルもたくさんのひ害を受けた。阪
神淡路大震災は過去のものではな
く、たくさんの人の心に残り、傷
つけるものだと思った。（５年）
訓練を終えて、きちんと身を守れたなと思った。
阪神淡路大震災での教訓や訓練での知識を生かして、
もし地震が来ても身を守れるようにしたい。（６年）

健康づくりに大切な栄養や食生活について学び、実
践してみませんか。
▶期間 ５～12月 水曜日（14回）9：30～12：30
▶場所 加古川健康福祉事務所
▶内容 ①食育・健康づくりについて ②栄養・食生活
の基礎知識 ③生活習慣病予防と食生活 ④調理実習
▶対象・定員 食を中心とした健康づくりに関心と実
践意欲がある人・20人
▶費用 無料（但し、別途テキスト代、実習材料費など
が必要）
▶締切日 ４月24日（水）
▶申込み・問合せ 加古川健康福祉事務所
健康管理課 栄養士☎０７９（４２２）０００２

禁煙治療費を助成します

催し ＆ 施設ガイド
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播磨西幼稚園では、ちいさいくみ、まんなかくみ、
おおきいくみ…みんなが広い園庭に集まって、元気な
体操で朝がはじまります。
今のブームの曲は“ パプリカ ”と“ は・は・は播磨町 ”
……。
♪パプリカの前奏が聴こえると、
「やったーやっ
たー」と大喜びの子どもたち…自然と体が動き、笑顔
が溢れています。
“ は・は・は播磨町 ”は園児のお父さんが作詞した
オリジナルソング！気が付けば、
いろんなクラスで「は
はは播磨町…」と口ずさむ子どもたちの姿が…。朝の
体操では♪は、は、は播磨町…ちっちゃなちっちゃな
町だけど、子どもがすくすく育つ町、みんなの笑顔が
広がるよ～♪と歌いながら元気いっぱい体を動かして
います。播磨西幼稚園では、今日も空いっぱいに子ど
もたちの元気な声が響き、笑顔が広がっています。

南っ子

健康づくりリーダー養成講座
（いずみ会リーダー養成講座）

情報のページ

情報のページ

きゃんぱすだより
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基本理念
「 古代から未来へ いきいき

播磨町の教育

情報のページ

情報のページ

「播磨町教育大綱」
きらめく人づくり 」
基本方針
会で生きていく力を育成する
２．家庭・学校園・地域社会と連携
を密にし、総合的な教育を推進
する
３．ふるさと播磨町に誇りを持ち、

２．学校・家庭・地域社会連携の構築

生涯にわたって、いきいきと学
び続けることができる教育を推
進する
平成27年６月策定

１．自立して社会で生きていく力の育成

（１）郷土文化への理解の促進
播磨町は古代にさかのぼる古い歴史と文化を有する町で、子
どもたちが播磨町を「ふるさと」として愛着と誇りを持てるよう
な学校園教育、生涯学習体制の構築を図ります。
（２）生涯にわたる学習活動への支援
播磨町の有する豊富な郷土文化財の活用など
を通して、特色ある生涯学習体制を整備し、町
民の「学び」と、その「学び」を生かした「地域づ
くり」を支援します。
（３）人権尊重の地域づくり
学校や公民館等において、人権学習やその他
様々な学習が行われることにより、世代や立場
などを超えた人々のつながりや支え合いが形成
され、また、
「地域づくりの担い手」が育成され
るような、生涯学習体制の確立をめざします。

その他

その他
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３．ふるさとへの愛を育む生涯学習社会の形成

播磨町の教育

播磨町の教育

（１）幼児教育の充実
幼児教育の充実は、生涯にわたる人格の形成及び義務教育の基礎を
培うものであり、家庭教育支援も含めた幼児教育の質的向上に取り組
みます。
（２）
「生きる力」を育む教育の推進
知識・技能の習得に加えて、学びに向かう力、思考力・判断力・表
現力等の育成を柱に、
「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った、
児童生徒自ら課題を見つけ、考え、判断して解決していくことを促す
学習を推進していきます。
（３）キャリア教育の充実
兵庫の特色ある体験教育を通して、子どもたちの発達段階に応じた
キャリア教育の充実に取
り組み、子どもたちが、
将来、社会的・職業的に
自立し、社会の中で自分
の役割を果たしながら、
自分らしい生き方を実現
するための力を育くんで
いきます。

保健と健康

保健と健康

「播磨町教育大綱」の理念・方針を骨格に第２期「播磨町教育振興基本
計画」に基づき、本町の特色ある教育のさらなる充実に努めてまいりま
す。
４月号は、年度のはじめにあたり「播磨町の教育」について重点項目
と取り組みをお知らせします。また、今年度の学校園や教育委員会の取
り組みについては、次号以降の広報はりまでお知らせいたします。
▶問合せ 播磨町教育委員会
教育総務グループ☎０７９（４３５）０５３３
学校教育グループ☎０７９（４３５）０５４５
生涯学習グループ☎０７９（４３５）０５６５

（１）地域全体で子どもを育てる「サポートチーム播磨」
「サポートチーム播磨」のさらなる充実に努めます。各小中学
校へは、複数名の学校生活サポーターを常時配置するとともに、
地域の皆さまの協力を得て、本町における児童生徒の基礎的・
基本的な学習内容の確実な定着と一人一人の個性や能力の伸長
を図ります。また、プログラミング教育や英語教育など新しい
教育課題に対応した支援体制を整えます。
（２）教職員研修の充実
「学びのプロ・教えるプロ」として、生涯を通して学び続ける
姿勢を示し、
「わかる授業」の創造とその専門性を高めるための
教職員研修のさらなる充実を図ります。また、新学習指導要領
の移行をふまえ、
「特別な教科 道徳」
「外国語科」等の教育の充
実や、
「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業の充実、
ＩＣＴ活用指導能力の向上などに取り組みます。
（３）教育環境の整備
学校園が安全・安心な場となるよう学校施設改修計画に基づ
き、改修を進めていきます。また、快適な学習環境を提供する
ため、平成30年度に引き続き平成31年度は各小学校の空調設
備を整えていきます。

子育て

子育て
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１．園児・児童・生徒が自立して社
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