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スクラムグッド
マナーの日 地区祭典

(こ) (小) (こ)

(こ)

地区祭典 体育の日
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即位礼正殿の義
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小学校 完全下校時刻(16：20)

30 31
中すこやか健康相談

三者面談(3年)⑤ 三者面談(3年)⑥

運動会

合唱中間発表

秋の遠足(SL・フルーツパーク)

中学校 下校時刻(18：00)

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。

三者面談(3年)③ 三者面談(3年)④

学校集会Ⅳ

27 28 29
中すこやか健相集団観察 就学時健診

１・３年弁当 １・３年弁当 １・３年弁当

三者面談(3年)① 三者面談(3年)② 職業体験(2年)

職業体験(2年) 職業体験(2年) 市音楽発表会（４年）

26
地区運動会 リサイクルコンテナ回収

20 21 22 23 24 25

合唱コンクール準備 合唱コンクール×弁当

秋季慰霊祭 演劇鑑賞会 4年生の歌声を聴く会

13 14 15 16 17 18 19

土

5
生徒総会 ラグビー観戦（５年）

12
運動会予備日 リサイクルコンテナ設置

短時間部振替(運動会)

6 7 8 9 10 11

1 2 3 4

日 月 火 水 木 金

10月

御前崎地区秋季祭典

(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

御前崎小学校御前崎こども園 御前崎公民館御前崎中学校

５月20日春の褒章が発表され、「御前崎エコクラブ」が長年のボランティア活動を称える緑綬

褒状を受章されました。豊かな環境を築き上げる男女共同参画の地域づくりを目指し、平成10

年 に設立されたボランティア団体で、39名の方々が活動されています。御前崎港内の港湾緑地

「エコパーク」を活動拠点として、植栽、植樹、樹木の剪定、遊歩道づくり等の活動を行い、

エコパークが多くの人々が 訪れる明るく安全な市民の憩いの場に生まれ変わりました。

御前崎市スクラムスクール運営協議会では、今年度、

「ゲーム障害・ネット依存」
から子供を守る取り組みを始めています。
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スクラムグッド
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勤労感謝の日
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市町対抗駅伝
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(小)

（令和元年）

2019年

地区防災訓練

（中） (小) (こ)

スクラムグッド
マナーの日

(中) (中) (小) (こ) (中) （こ）

(小)

(中)

(こ) (こ) (こ) (公)　 (公)　 (公)　

(小) (小) (こ) (小) (こ)

(中) (中) (小) 特４日課 (中) (中) 三者面談⑧

(公)　 (公)　 (公)　 （こ）

(小)

(中) 終業式

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　(写真提供)片渕孝通

29 30 31

終業式　特４日課

28
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) 長時間部保育終了日

22 23 24 25 26 27

三者面談⑤ 三者面談⑥ 三者面談⑦

特４日課 特４日課 個人懇談③ 特４日課 終業式

資源回収予備日 個人懇談① 個人懇談② 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

三者面談① 三者面談② 持久走記録会 ×弁当 もちつき 三者面談④ 資源回収

三者面談③

持久走予備日 ×弁当

8 9 10 11 12 13 14

土

5 6 7
PTA運営委員会 参観懇談会 お楽しみ会

日 月 火 水 木 金

御中一日入学

新入生説明会 特４日課　× 3年学力調査②

24 25 26 27 28 29 30

芸術鑑賞会

★スクラム講演会★ PTA役員選考委員会

23
資源回収(2年)予備日 学校保健委員会 秋のハイキング

17 18 19 20 21 22

午前授業

資源回収(2年) みんなで学ぼう会 特3日課　× 期末テスト 期末テスト

10 11 12 13 14 15 16

午前授業 学び歩きウォーキング②

短時間部振替(親子活動)

3 4 5 6 7 8 9

更衣完了

三者面談(3年)⑦

PTA運営委員会 親子活動

金 土

1 2

日 月 火 水 木

1 2 3 4

（小学校5年生作品）

11月

12月
12月26日の午後、日本全国で部分日食が起こります。世界の一部地域では金環食が起こりますが、日

本では部分食となります。日食とは、月が太陽の前を横切るために、月によって太陽の一部（または全

部）が隠される現象です。太陽は、たいへん強い光と熱を出している天体です。そのため、肉眼で直接

太陽を見ると、たとえ短い時間であっても目を痛めてしまいます。※日食グラスなど専用の観察器具を

正しく使って、安全な方法で日食を観察してください。

エコパークでは、毎月第3日曜日に花の植栽、植樹、樹木の剪定、草刈り、遊歩道づくり等を

行っています。地域の活性化を目的に、エコパーク祭り、あじさい祭りを開催したり、植樹や草

木染め(どんぶち染め)、貝殻への多肉植物の植栽等の体験学習を行っています。小学生や幼稚園

児に、母の日の花束作り、草木染め等の環境学習を支援しています。公園内のあずまや「花小

屋」にて、エコパークに咲く花や蝶、鳥の写真を展示し、市民に広く紹介するとともに、来訪し

た方に説明を行います。気持ちの良い季節、皆様もぜひ足を運んで秋を探してませんか？

お問い合わせは学校教育課まで

（電話：0537-29-8734）


