
（令和２年）

2020年

元旦

スクラムグッド
マナーの日

(中) (小) (小) (中) (中)

（こ） (こ) (こ) (中)

(小)

成人の日

(小) （中）

だれでも食堂
もぐもぐ・居かまいか

(中) (中)

(中) (中) (中) (中)

(こ) (こ） (小)

(公)　

小学校 完全下校時刻(16：10)

29 30 31

実力テスト(３年)

授業参観・懇談会学力調査(1.2年)

（中1 王滝スキー交流） （こども園　給食）

中学校 下校時刻(1/16～ 16:45)

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。

26 27 28
御前崎市駅伝大会

交通教室② PTA運営委員会

×弁当（2.3年） ×弁当（2.3年） ×弁当（2.3年） ×弁当（2.3年）

袋井市今井コミュニティ
センター視察

25
×弁当（2.3年） 休業日（1年）

19 20 21 22 23 24

長縄公開日 PTA新旧本部会

12 13 14 15 16 17 18

11
始業式、学校集会 始業式、特別日課4時間× 校内書き初め

長時間部：保育始め 始業式、おめでとうの会× 観劇

5 6 7 8 9 10

定着度調査

日 月 火 水 木 金 土

4
閉庁日 閉庁日 閉庁日

中学校 下校時刻(～1/15 16:30)

1 2 3

1月

(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

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。

だれでも食堂【もぐもぐ加多世】

毎日、家事や育児、そして仕事に追われて頑張っているお父さん、お母さん。家に帰ってきてから夕食の準備をして食べさせ

て、それからお風呂に入れて、あっという間に寝かしつけの時間。

たまには、夕食を作るのをやめて、みんなで楽しく外で食べて、親子のふれあいの時間を作りませんか？

毎月第３火曜日 16：30～19：00（18：30受付終了） 料金：小学生以下100円 中学生以上300円

なお、11:00～13:00には、「高齢者の寄り合いところ 居かまいか」を開催し、１食５００円でお昼を食べながら交流の場に

なっています。

お問い合わせは加多世まで

（電話：0548-63-5945）



（令和２年）

2020年

(公)　

(中) (こ) (中) (中) (小) (こ)

(小) (小)

スクラムグッド
マナーの日 建国記念の日

(中) (中) (中)　 (中)　

(こ) (中)　

(小)

(こ)

だれでも食堂
もぐもぐ・居かまいか

(小)

(小)

天皇誕生日 振替休日

(公)　 (小) (中)

（令和２年）

2020年

(こ) (中) (中) (小)

(小)

(小) (小)

(こ)

スクラムグッド
マナーの日

(公)　 (公)　 (公)　 (公)　 (公)　

(小) (中) (中)

だれでも食堂
もぐもぐ・居かまいか 春分の日

(公)　 (公)　 (中) (中)

(こ) (小) (小) (中)

(こ)

(小) (中)

(小)

（こ） （こ）

中学校 下校時刻(2/1～ 17:00)

中学校 下校時刻(2/16～ 17:15)

（中学バレー東海大会）

（小中ピアサポート）

（小学校卒業式）

特別日課4　×

お別れ会×おにぎり

1 2 3 4

津波避難訓練 サポート隊校門前立哨(広沢) 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)

節分の豆まき大会

金 土

1

日 月 火 水 木

2 3 4 5 6 7 8

（公民館 豆まき大会）（公民館 豆まき大会）小学校 完全下校時刻(16：10) （こども園 節分）（公民館まつり）

みさきっ子学習発表会(5.6年) 一日入学（年長）

資源回収（１年） 豆まきの会 私立高校入試 みさきっ子学習発表会(3.4年) 幼児部参観会×

×弁当（1.2年）

私立高校入試

×弁当（1.2年）

9 10 11 12 13 14 15

短時間部振替(参観会)× 私立高校合格発表

資源回収予備日(１年) 新入生用品販売 学年末テスト 学年末テスト

お別れ遠足×おにぎり

みさきっ子学習発表会(1.2年)

22
PTA運営委員会

16 17 18 19 20 21

PTA実行委員会

23 24 25 26 27 28 29
第16回公民館まつり 六送会 PTA運営委員会

土

5 6 7
公立高校入試 特別日課4　×

日 月 火 水 木 金

ひな祭りの会 公立高校入試

8 9 10 11 12

×弁当（1.2年）

特別日課4　×

特別日課4（給食あり） ×弁当（1.2年）

13 14

卒業式総練習（5.6年） ×弁当（1.2年）

特別日課4（1～4年） 卒業式総練習 公立高校合格発表

15 16 17 18 19 20 21

修了式× 修了式　特別日課4× 卒業証書授与式× 修了式（PM）

サポート隊校門前立哨(下岬) サポート隊校門前立哨(上岬) 卒業式準備 卒業式（AM）

卒園式×

（5年生のみ給食あり） ×弁当（1.2年）

28
学年・PTA会計監査 離任式

22 23 24 25 26 27

29 30 31

離任式

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)御前崎市観光協会　

小学校 完全下校時刻(16：10)

長時間部：保育修了日 長時間部：希望保育

（こども園 ひなまつり）

中学校 下校時刻(17:30)

２月

３月
花粉症の季節に「べにふうき緑茶」を飲んでみませんか？

べにふうき緑茶に入っている成分のメチル化カテキンには、アレルギーにかかった場合に放出され

るヒスタミンという物質のもとを抑制する働きがあるそうです。

べにふうき緑茶は花粉症を治す！というわけではありませんが、医薬品と違い、穏やかで優しい効

き目なので普段のお茶をべにふうき緑茶に変えてみるのも良いかもしれません。

ティーパックタイプや粉末タイプなど気軽に飲めるようなのでぜひお試しください。

恵方とはその年の一番良いとされる方角のことで歳徳神（としとくじん）という金運や幸せを司る神様

がいる場所になります。【恵方巻の食べ方】①恵方巻は1人１本食べる！恵方巻は切らずに丸ごと１本

丸かぶりするのが良いとされています。「縁を切らない」という意味があります。②恵方を向いて食べ

る！今年の恵方は西南西です。③しゃべらずに願い事をしながら食べる！恵方を向いて願い事を思い浮

かべながら恵方巻に口をつけたらそこからは無言で最後まで食べましょう。途中で話をしたりすると運

が逃げてしまうといわれています。


