
(こ) (こ) (こ)

スクラムグッド
マナーの日

(こ) (中) (中) (中) (セ)

(小) (こ)

(小) (こ)

(中) (こ) (小)

(小) (こ)

(セ) (セ) (セ)

(中) (小) (中)

(こ) 短時間部振替休日

昭和の日

(中) (セ) (小) (小)

(小)

(こ) 年少短時間部給食開始

日 月 火 水 木 金

5 6 7 8 9 10

1 2 3

中学校　下校時刻　(18:00）

小学校　完全下校時刻（16:00）

新任式・始業式

乳児部入園進級の集い

長時間部保育開始

ミニリサイクル幼児部入園の集い

全国学力学習調査 避難訓練

土

4
希望保育 希望保育 希望保育

11
新任式・始業式(AM) 新入生歓迎会・全校弁当

入学式(PM) ２.３年弁当 入学式(PM)

始業式

12 13 14 15 16 17 18

６年弁当

参観会･PTA総会全国学力学習調査

資源回収1年 振替休日 授業参観・PTA総会

25
駒形神社春季例祭 戦没者春季慰霊祭 社会福祉協議会支部役員会

19 20 21 22 23 24

26 27 28
資源回収1年予備日 第1回地区センター運営協議会 特別日課4時間・個人面談

PTA運営委員会

地区奉賛会役員会学校集会Ⅰ

年中年長給食開始

授業参観･PTA総会 弁当

特別日課4時間・個人面談

29 30
特別日課4時間・個人面談

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。

御前崎小学校 御前崎中学校御前崎こども園 御前崎地区センター

（本年度より御前崎公民館から

名称変更されました）

灯台まつり

「御前崎市スポーツ少年団」
御前崎市内には、野球、バレー、サッカー、ソフト、剣道、空手道、柔道、バスケットなど、21団体

のスポーツ少年団があります。スポーツ活動を通して、子供たちが明るく夢をもって楽しくスポーツ

活動を続けられるように、毎年4月に市内スポーツ少年団が集結し入団式が行われます。近くの小

学校の友達ができたり、多学年との交流もありスポーツを通してたくさんのことが学べます！！

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

2020年
April

卯月（うづき）



(小)

(こ)

憲法記念日 みどりの日 こどもの日 振替休日
スクラムグッド
マナーの日

(小) (小)

(こ)

(中) (中) (中) (中) (セ) (こ) (小)

(中)

(セ) (こ) (セ) (小)

(中)

(小)

(小) (中) (中) (こ)

(中)

スクラムグッド
マナーの日

(こ) (中) (こ) (セ) (中) (小)

(中)

(小) (こ) (中)

(こ)

(セ) (中)

(中) 　　 (小)

TEAM　みさきスクラムスクール　作成　　　（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）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）澤入眞佐義、松尾円

（中学生作品）

小笠中体連② 　 4.5年マリン体験

28 29 30

27
地区婦人バレーボール大会 小笠中体連①

21 22 23 24 25 26

学校評議員会①

避難訓練

３年進路説明会

リサイクル①予備日 プール開き 授業参観・懇談会

14 15 16 17 18 19 20

環境整備作業予備日 学校集会Ⅱ ミニリサイクル 通学合宿第３回実行委員会 期末テスト リサイクル①

期末テスト

7 8 9 10 11

全校弁当更衣完了 全校弁当

12 13

土

4 5 6
体育の部予備日 環境整備作業

日 月 火 水 木 金

運動会振替休日 灯波祭「体育の部」

みさきっ子運動会予備日

みさきっ子運動会

午前授業（給食あり） 弁当

御前崎地区協議体委員会 尿検査 通学合宿第２回実行委員会

31

24 25 26 27 28 29 30

23
御中の日(２年.1-1.1-2)予備日

17 18 19 20 21 22

全校弁当

奉仕活動①予備日

１年亀バックホーム大作戦 全校弁当 全校弁当

御中の日(２年.1-1.1-2) ２年防災学習 職業講話(1.2年) １年亀バック（予備日） 通学合宿第１回実行委員会 避難訓練

10 11 12 13 14 15 16

奉仕活動①

ミニリサイクル

潮干狩り遠足　弁当

3 4 5 6 7 8 9

こいのぼり会

特別日課4時間・個人面談

金 土

1 2

日 月 火 水 木

1 2 3

中学校　下校時刻　(18:30）

小学校　完全下校時刻（16:00）

中学校　下校時刻　(18:15）

小学校　完全下校時刻（16:00） （松尾匡さん作品）

「第１０回御前崎みなとかつお祭り」5月２３日（土）開催！！！

御前崎市港の御前崎魚市場で、御前崎みなとかつお祭りが開催されます。市認定の特産品「御前崎ブラ

ンド」に選ばれている旬の生カツオを県内外にPRする祭典です。「一本売り」販売や、刺身の無料配布、

イセエビ汁販売や生シラス試食など毎年にぎわっています。他にも参加型イベントやミニ水族館など、今

年は第10回ということで全てにおいてボリュームアップを検討しているということです！

「地区婦人バレーボール大会」

毎年恒例の地区婦人バレーボール大会が今年もB&G海洋センターで開催されま

す。市内在住の主婦らの交流や体力向上、健康増進を目的に毎年行われています。

御前崎地区６地区対抗で行われ、昨年は上岬区が優勝しました！！普段、家事や

育児に奮闘している中、練習にも励んでいます。ぜひ応援よろしくお願いします！

2020年
May

皐月（さつき）

2020年
June

水無月（みなづき）

※去年のものです。


