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中学校　下校時刻(18：00)

小学校　完全下校時刻(16：20)

小笠総体（中心日）

西部水泳

夏祭り

カメ放流

保護者救急救命（PM）

七夕の会

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。

御中の日２年予備日 個別面談

29 30 31
オフサイトセンター他視察 夏休み貝細工教室 小笠総体（陸上）

三者面談④ 三者面談⑥

御中の日２年 みさきっ子通学合宿反省会 三者面談⑤ 終業式　特別日課4（下校13:00） 三者面談⑦ 三者面談⑧

28
県総体（陸上） サポート隊校門前立哨（西側） サポート隊校門前立哨（女岩） サポート隊校門前立哨（広沢） 個別面談 個別面談

22 23 24 25 26 27

三者面談② 終業式　(こ)終業式

特別日課４時間　× 三者面談③ ５.６年マリン体験予備日

県総体（陸上）

交通教室 地区運動会事前打合せ 特別日課４時間　× 地区青少年健全育成推進委員会

三者面談① サポート隊校門前立哨（上岬） サポート隊校門前立哨（下岬） サポート隊校門前立哨（大山）

15 16 17 18 19 20 21

土

7
小笠総体（中心日） 参観懇談会（全学年）

14
小笠総体（中心日） カメ放流予備日 ５.６年マリン体験 チャレンジうらんまち打合せ

西部水泳

8 9 10 11 12 13

あぶトレ（AM 1.2年）

1 2 3 4 5 6

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 

 ７ 月 

御前崎小学校 御前崎中学校 

御前崎公民館 

(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 

「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！ 

なみまる 

●誕生日・・・７月３日（波の日） 

●特徴・・・波の妖怪 

●好きな物・・・かつおの刺身、芋切り干し、メロン、ガワ 

●夢・・・御前崎市を日本一活気あるまちにする 

御前崎こども園 

             

カメの放流（小学校） 

通
学
合
宿 

王滝交流（中学校） 

御前崎小学校 

御前崎中学校 



中学校　下校時刻　(）

小学校　完全下校時刻

　　　(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





　平成30年（2018）

スクラムグッド
マナーの日 山の日

(公)

(こ)　 (こ)　 (こ)　 (こ)　 (こ)　

(公)

(中) (小) (こ)　 (こ)　

　平成30年（2018）

(中)

(こ)　 (中) (小) (こ)　

(小) (中)

(こ)　

スクラムグッド
マナーの日

(公) (小) (公) (小)

(中) (中)

(こ)　 (中)

敬老の日

(小) (小) (公) (公) (小)

(中) (中)

秋分の日 振替休日

(小) (中) (中) (小) (中) (中)

(中) (中) (こ)　

(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

日 月 火 水 木

御前崎みなと祭り

金 土

1 2 3 4

（なぶら御前太鼓）

5 6 7 8 9 10 11
地区運動会説明会

12 13 14 15 16 17 18
希望保育 希望保育 希望保育 希望保育 希望保育

25
福祉座談会

19 20 21 22 23 24

26 27 28 29 30 31
始業式 始業式　特別日課4 × 夏季保育 夏季保育

土

1
小笠新人（水泳）

日 月 火 水 木 金

2 3 4 5 6 7 8
総合防災訓練 始業式 ３年学力調査① スクラム引き渡し訓練（13:30） 環境整備作業②

スクラム引き渡し訓練

特別日課５時間 スクラム引き渡し訓練

9 10 11 12 13 14 15

ミニリサイクル

いきにこ作品展

御中の日３年 （5.6年情報モラル4年生活習慣病） 学校保健委員会

チャレンジうらんまち 参観懇談会 地区運動会組合せ抽選

環境整備作業②予備日 ３年高校説明会

22
いきにこ作品展 普通日課5時間 地区運動会実行委員会 みなとオアシス学習 奉仕作業（２）

16 17 18 19 20 21

小笠新人総体（中心日）御中の日３年　予備日 （ちた新舞子）

23 24 25 26 27 28 29

運動会

小笠新人総体（陸上）

小笠新人総体（中心日） 中間テスト

奉仕作業（２）予備日 小笠新人総体（予備日） 参観懇談会　×弁当 演劇鑑賞 中間テスト

30
運動会予備日

 ８ 月 

 ９ 月 

アカウミガメの産卵 

アカウミガメは、夏の夜に御前崎の海岸にやってきて、砂浜の中に卵を

産み落とします。卵は、孵化場で大切に保護され、産卵後５０日から６

０日で子ガメは、巣穴から地上にはい出してきます。夏に観察会も行わ

れています。 

剣道部の活躍（中学校） 

アクアランド（マリンパーク） ガワ料理（御前崎名物） 

波乗りバーガー（御前崎名物） スクラム引き渡し訓練 

フラダンス（御前崎みなと祭り） 

アカウミガメの受け入れ式（小学校） 

９月に生まれた子ガメを保護監視員の方から受け入れます。 

昨年度は２０頭を受け入れ、５年生が大切に飼育をしています。１頭でも多くの 

カメを放流できるよう、育て方を工夫したり、施設を整備したりしています。地域 

の方の飼育ボランティアを募集中です。 

運動会（こども園） いきいきにこにこ作品展 代議委員会（中学校） 
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