
　平成30年（2018）

地区祭典

(こ)　 (中)　 (中)　 (こ)　

(小) (こ)　

(こ)　

地区祭典 体育の日
スクラムグッド
マナーの日

(公)　 (公)　 (こ)　年長遠足（SL) (小)

(こ)　

(小)

(こ)　 （中）

(公)　 (中)　 (中)　 (公)　

(小)

(小)

(こ)　

中学校　下校時刻(18：00)

小学校　完全下校時刻(16：20)

31

リサイクル②

短時間部振替

特別日課4時間 ミニリサイクル予備日

地区運動会協議役員説明会

ミニリサイクル

　（小２作品）

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。

就学時検診（年長）

28 29 30
就学時検診（1～4年　4時間）

市音楽発表会

27
地区運動会 学校集会４ST 芸術鑑賞会 第2回公民館運営審議会

21 22 23 24 25 26

親子ハイキング　×おにぎり 合唱コンクール　弁当

リサイクル②予備日

14 15 16 17 18 19 20

土

6
スクラム研究会　弁当 合唱中間発表 園外保育山車見学

13
秋季慰霊祭

年中少遠足(フルーツパーク）

7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5

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 

 10 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！ 

◆◆揚げない大学芋◆◆ 

①さつまいも１本を切り水にさらし、ラップをかけて３０秒電子レンジで加熱

する。②フライパンに油（大２）をしき炒める。③火が通ったら、調味料砂糖

（大２）、はちみつ（大１）、醤油（小２）、水（大１）を入れ、焦げないように煮

詰める。④黒ごま適量をふりかけ完成。 

御前崎こども園 

御前崎小学校 

御前崎中学校 

             

秋号は地域特産のさつまいもを使った手軽でおいしい料理の
レシピを紹介します。御家庭でぜひ作ってみてください！ 
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文化の日

(こ)　

スクラムグッド
マナーの日

(中)　 (こ)　 (中)　

(小)

(こ)　

(中)　 (こ)　 (中)　 (中)　 (中)　

(小) (小)

(こ)　

勤労感謝の日

(こ)　 (小) (こ)　 (公)　

(中)　

　

　平成30年（2018）

(こ)　

地域防災訓練

(小)

スクラムグッド
マナーの日

(小) (小) (公)　 (こ)　

(こ)　 　

　

(こ)　 (公)　 (公)　 (公)　 (公)　 (公)　

(こ)　 (中)　

(小)

(こ)　

天皇誕生日 振替休日

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

　（小１作品） 　（小１作品）（中学校書き初め練習）

日 月 火 水 木

ミニリサイクル

祖父母参観

金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

（小３作品） （小６作品） （小５作品） （中学校職業講話）

ミニリサイクル予備日

資源回収3年 職業講話

学校保健委員会

11 12 13 14 15 16 17

（すみれ組） 特別日課3時間× みさきっ子音楽学習発表会×

資源回収3年予備日 年中すこやか集団観察 午前授業 期末テスト 期末テスト

(すみれ組) ×おにぎり

年中すこやか健康相談

24

年中すこやか集団観察 巡回劇場５・６年 年中すこやか健康相談 三島ハイキング

18 19 20 21 22 23

　

（こすもす組） （こすもす組） 新入生説明会

25 26 27 28 29 30

　（小５作品）

土

1
お楽しみ会

日 月 火 水 木 金

　（小１作品）

2 3 4 5 6

　（小５作品） 　（小３作品）

7 8
持久走記録会　×

9 10 11 12 13 14 15
資源回収②

もちつき 　

特別日課4時間× 特別日課4時間× サポート隊立哨（広沢）

22
資源回収②予備日 サポート隊立哨（女岩） サポート隊立哨（西側） サポート隊立哨（大山） サポート隊立哨（下岬） サポート隊立哨（上岬）

16 17 18 19 20 21

終業式(下校11:55）

下校11:00 終業式　弁当

23 24 25 26 27 28 29

終業式（下校11:00）

30 31

 １１月 

 12 月 

◆◆さつまいものレモン煮◆◆ 

①さつまいも１本を洗い、１センチ程度の輪切りにし水にさらす。②さつ

まいもを鍋に入れ、かぶるくらいの水と砂糖（大２～３）を入れ煮る。③

やわらかくなったらレモン汁（大１）、蜂蜜（小１）を加え、少し煮る。④煮

汁ごと冷まして完成。 

◆◆おにまんじゅう（おにまん）風蒸しパン◆◆ 

①さつまいも１本を１センチ角に切り、水にさらす。②ホットケーキミックス１袋（１５

０ｇ）、牛乳１００ml、塩１つまみを加えて混ぜ合わせ、さつまいもを加える。③アル

ミカップ等に流し、蒸し器に入れて蒸し上げて完成。 

 ＊電子レンジ用の蒸し器を利用すれば、レンジでも可。 


