
(令和元年)

2019年

(こ) (こ) (こ) 保育参加会③

(こ) (こ) (中)

(中)

(中) (小) (中) (小) (公) (中)

(中) (こ)

(小)

PTA運営委員会

マリンスポーツフェスタ 海の日

(中) (中) (中) (こ) (小) (公) (中)

(小) (中) (こ)

(中) 三者面談② (小)

(中) 三者面談④

(中) (公) (公) (公) (公) (公)

(こ) (公) (こ) (こ) (小)

(中) (こ) (中) (中) (中)

(中)

(中) (小) (公) (小)

(中) (小)

13

31
個別面談(終日)

マリン体験

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。

小笠総体（陸上） 個別面談(終日)

28 29 30
御中の日(１年) 個別面談(終日) 夏休み貝細工教室

終業式

みさきっ子通学合宿

三者面談⑤ プール開放 三者面談⑥ 三者面談⑦ 三者面談⑧

プール開放 みさきっ子通学合宿反省会 プール開放 プール開放 終業式　特別日課4時間

27
県総体（陸上) サポート隊校門前立哨(女岩) サポート隊校門前立哨(西側) サポート隊校門前立哨(大山) サポート隊校門前立哨(下岬) サポート隊校門前立哨(上岬)

21 22 23 24 25 26

特別日課4時間

県総体（陸上)

特別日課4時間 三者面談③ 終業式

小笠総体予備 小笠総体予備 三者面談① 交通教室① 特別日課4時間 サポート隊校門前立哨(広沢)

夏祭り

14 15 16 17 18 19 20

スクラムグッドマナー
「あいさつの日」

薬学講座2年 参観懇談会

12

個人懇談② 小笠総体（中心日）

西部水泳

小笠総体（中心日） 5年マリン体験(AM) 王滝交流 地区青少年健全育成推進委員会 小笠総体（中心日）

保育参加会①

個人懇談① 個人懇談③ 七夕の会

5年マリン体験予備(PM)

薬学講座1・３年

5

日 月 火 水 木 金 土

6

中学校 下校時刻(18:30)

小学校 完全下校時刻(16:20)

保育参加会④個人懇談④

1 2 3 4
保育参加会②

7 8 9 10 11

西部水泳 王滝交流

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
御前崎こども園 御前崎公民館

【なぶら御前太鼓保存会】

豊臣秀吉が海路小田原征伐の時、航海安全と戦勝を祈願した勇壮豪快な太鼓。なぶら御前太鼓保

存会は、旧御前崎町の商工会女性部がまちおこしの一環として始めたもの。太鼓が大好きで、みん

なが心を一つにして一生懸命太鼓と向き合っているというメンバー。小学生から大人まで現在約２２

人が活躍している。感動する圧巻の演技をぜひみなと祭りでご覧ください。

灯

(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



(令和元年)
2019年

みなと祭り

(小) (中)

山の日 振替休日

(公) (こ)

(こ) (こ) (こ)

(公)

(中) (小) (小) (小) (中)

(令和元年)
2019年

(公) (こ) (中) (こ) (中) (こ)

(中) (小)

(中) スクラム引渡訓練

(公) (こ) (公) (中)

(中) (公)

(こ)

敬老の日

(中) (小) (小)

(中) (公) (中)

秋分の日

(小) (中) (中) (中) (中)

(中)

(中) (小)

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 2 3 4

中学校 下校時刻(17:45)

小学校 完全下校時刻(16:20) 小学校2年生作品 小学校2年生作品こども園作品

日 月 火 水 木

個別面談(AM) 御中の日(1年)予備日

金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

希望保育 希望保育 希望保育

防災視察研修会 閉庁日 閉庁日 閉庁日 希望保育

24
地区運動会説明会

18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 30 31
小笠新人（水泳）

特別日課４時間　×

始業式 始業式 特別日課４時間 特別日課４時間

土

5 6 7
３年学力調査①(予備日) プール納め

日 月 火 水 木 金

総合防災訓練 始業式 ３年学力調査① スクラム引渡訓練(14:00)

8 9 10 11 12

小笠新人（水泳） スクラム引渡訓練(14:00)

13 14
エンジョイうらんまち 祖父母参観会 地区運動会組合せ抽選 御中の日(3年)予備日

お月見の会

御中の日(3年) 地区運動会実行委員会

スクラムグッドマナー
「あいさつの日」

15 16 17 18 19 20 21
リサイクル②

3年高校説明会(PM) 美術館めぐり 小笠新人総体(中心日)

授業参観(2～5時間目) PTA運営委員会

28
リサイクル②予備日 小笠新人総体(予備日) 中間テスト 中間テスト 小笠新人総体(陸上)

22 23 24 25 26 27

小笠新人総体(中心日)

29 30
小笠新人総体(予備日) 観音山自然教室(5年)

中学校下校時刻(9/1～17:45)

小学校 完全下校時刻(16:20)

中学校下校時刻(9/16～17:30)

エンジョイうらんまち観音山自然教室(５年) 観音山(キャンプファイヤー)

8月

9月

アカウミガメは国際的な絶滅危惧種として指定されています。御前崎市はまとまった数のアカウミガ

メが産卵するために上陸してくる貴重な場所であるため、国の天然記念物として指定を受けていま

す。市教育委員会より８名をウミガメ保護監視員に委嘱し、保護活動を行っています。【アカウミガメ

放流観察会】令和元年８月２３日（金）～８月２５日（日）１７：３０集合、観察会の注意事項を説明後、

１７：４５から１５分程度で放流を行います。場所は、マリンパーク御前崎（海水浴場）。申し込みは不

要。変更等がある場合があるので御前崎市HPをご確認ください。

灯

灯

【KEEP OUR BEACH CLEAN委員会】

キープアワアビーチクリーン委員会では、愛する海をみんなで守りたいと、毎月第１日曜日９：００

から御前崎ロングビーチにてビーチクリーンを行っています。長年の活動で地元や御前崎を訪れる

サーファーにも活動が清掃が定着し、誰でも参加できます。ごみ袋は海岸へ降りる階段付近にあり、

そこから各自ゴミ袋を取って海岸清掃を行い、駐車場のごみ置き場において帰るという流れになっ

ています。みなさんも御前崎の海をきれいにする活動に参加してみませんか？


