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昭和の日 振替休日

(中)

中学校　下校時刻(18：00)

小学校　完全下校時刻(16：20)

入学式（ＰＭ）

×弁当

御前崎方面隊会議

始業式(AM)

入学式準備×６年弁当

写真、ロゴ、イラスト等・・・フリー素材、協力者提供のものを使用。　　御協力、ありがとうございました。

29 30
御中の日（１年）(予備日)

振替休日 家庭訪問（ＰＭ）

28
御中の日（１年） 振替休日 社会福祉協議会支部役員会 家庭訪問（ＰＭ） サポート隊代表者合同会議 家庭訪問（ＰＭ）

22 23 24 25 26 27

参観　ＰＴＡ総会×弁当駒形神社春祭り 地区春季慰霊祭 全国学力学習状況調査 御・白正副町内会長会議 参観　ＰＴＡ総会×弁当

参観　ＰＴＡ総会　

15 16 17 18 19 20 21

入園・進級のつどい

土

7
保育開始（長） 始業式(AM)入学式(PM)

14
×弁当

特別日課４時間×6年弁当
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日 月 火 水 木 金

スクラム御前崎 御前崎小学校区 
           地域社会総がかりで「子どもの健やかな育成」を図りましょう。 

              「郷土を愛し 未来を創る」子どもたちのために 

 ４ 月 

御前崎小学校 御前崎中学校 

御前崎公民館 

潮騒の像より灯台を望む 

(公) 公民館  (中) 中学校  (小) 小学校 

(こ) こども園(長：長時間 短：短時間） 

× 給食なし 

入学式（中学校） 入学式（小学校） 入園式（こども園） 

「あいさつ」と「早寝・早起き・朝ごはん」 
子どもたちのすこやかな成長のために、今年のスクラムで重点的に取り組んでいきます。 

学校、家庭、地域で協力し子どもたちを支えていきましょう！ 

市章 
 

全体の形は、御前崎市の「Ｏ」と「オ」です。ブルーは遠州灘を、オレンジは太陽を、

太陽へ向かう白地の形は先進性を表し、市民の協力と情熱で世界へ発信するイ

メージを表しています。 

御前崎こども園 
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スクラムグッド
マナーの日
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時の記念日
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父の日
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(小)

(小) (中)

(こ)

TEAM　みさきスクラムスクール　作成　　　（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）横山賢一郎、匂坂由紀子、川中かおり、加藤恵美、松林佳枝子、下村裕美

1

日 月 火 水 木

職業体験（２年）×弁当

亀バックホーム大作戦(×弁当) 亀バックホーム予備日×弁当

金 土

2 3 4 5

潮干狩り遠足×弁当 潮干狩り遠足（予備日）×弁当

潮干狩り遠足×弁当 潮干狩り遠足（予備日）×弁当

6 7 8 9 10 11 12

家庭訪問（ＰＭ）

資源回収（２年） １，２年給食　×３年 資源回収（２年）（予備日）

家庭訪問（ＰＭ） 職業体験（２年）×弁当 職業体験（２年）×弁当

休業日（３年）×弁当

13 14 15 16 17 18 19

第１回公民館連絡会

奉仕作業（３地区） 町内会長会議 通学合宿第１回実行委員会

26
奉仕作業（予備日）（３地区） 第１回公民館運営審議会 リサイクル①

20 21 22 23 24 25

27 28 29 30 31
リサイクル（予備日） 午前中授業 通学合宿第２回実行委員会 体育大会×弁当

土

1 2
体育大会（予備日）×弁当 みさきっ子運動会

日 月 火 水 木 金

3 4 5 6 7

１～４年 ４時間で下校

8 9
みさきっ子運動会（予備日） 振替休日

10 11 12 13 14 15 16
環境整備（３地区）

ミニリサイクル 期末テスト

通学合宿第３回実行委員会 午前授業 期末テスト 町内会長会議

23
地区婦人バレーボール大会 交通安全を語る会 参観会＆懇談会 ×弁当

17 18 19 20 21 22

リサイクル

環境整備（予備日）（３地区） プール開き ３年進路説明会

24 25 26 27 28 29 30
小笠総体（水泳）

参観会　給食参観

リサイクル（予備日）

 ５ 月 

 ６ 月 

灯台祭り 

             

               

体育大会（中学校） 

潮干狩り遠足（小学校） 修学旅行（中学校） 

運動会（小学校） プール開き（小学校） 

亀バックホーム「スクラム大作戦」 
 

昨年度から亀バックホーム「スクラム大作戦」がスタートしました。 

多くの方のご協力をいただき、海岸に打ち寄せられたゴミや流木などを集めまし

た。御前崎中、御前崎小、白羽小の生徒、児童が一緒に活動する中で交流を深

めることができました。 

観音山（小学校） 

ふうちゃん 
 

●誕生日・・・６月１２日（恋人の日） 

●特徴・・・愛の妖精 

●好きな物・・・夢咲牛、いちご大福、お茶、シラスアイス 

●夢・・・御前崎市を日本一愛されるまちにする 


