
日 月 火 水 木 金 土
1 2

入所式（中保・えがお・ちいも
り・Happy）

3 4 5 6 7 8 9
居住地確認～８日（ひがし園） 居住地確認～７日（宮中） 始業式（なかよし）

特定健診等・大腸がん検診
【中新田公民館】

特定健診等・大腸がん検診
【中新田公民館】

入園式（ひがし園・にし園・み
やざき園・小鳩）

入園式（なかよし）

入学式（町内小中学校《中小
除く》）

10 11 12 13 14 15 16
町民清掃デー（中新田地区） 特定健診等・大腸がん検診

【中新田公民館】
特定健診等・大腸がん検診
【中新田公民館】

特定健診等・大腸がん検診
【中新田公民館】

特定健診等・大腸がん検診
【中新田公民館】

特定健診等・大腸がん検診
【中新田公民館】

学習参観・PTA総会（中小・小
中・鹿小）

特定健診等・大腸がん検診
【中新田公民館】

入学式（中小）
特定健診等・大腸がん検診
【宮崎福祉センター】

特定健診等・大腸がん検診
【宮崎福祉センター】

特定健診等・大腸がん検診
【宮崎福祉センター】

特定健診等・大腸がん検診
【宮崎福祉センター】

学習参観・学年ＰＴＡ・専門委員
会・本部役員会（宮中）

家庭訪問～14日(にし園)
特定健診等・大腸がん検診：
夜間【宮崎福祉センター】

学習参観・PTA全体会（賀小）

家庭訪問～16日（みやざき
園）

特定健診等・大腸がん検診
【小野田福祉センター】

家族団らん食事の日17 18 19 20 21 22 23
町民清掃デー（小野田・宮崎
地区）

特定健診等・大腸がん検診
【小野田福祉センター】

特定健診等・大腸がん検診
【小野田福祉センター】

特定健診等・大腸がん検診
【小野田福祉センター】

４か月児健診（R3.12生）
【中新田福祉センター】

１歳半健診（R2.9生）
【中新田福祉センター】

子ども映画会【中新田図書
館】

一般映画会【中新田図書館】
特定健診等・大腸がん検診：
夜間【小野田福祉センター】

全国学力学習状況調査
特定健診等・大腸がん検診
【小野田福祉センター】

家庭確認～４／２８（中小） 館内おはなし会【小野田図書館】

教育相談～２７日（中中）
学習参観・PTA総会（中中・鳴
小・東小）

振替休業日（中小・小中・宮
中・鹿小・賀小）

学習参観・PTA全体会（広小・
西小・宮小）

24 25 26 27 28 昭和の日29 30
振替休業日（中中・鳴小・広
小・東小・西小）

なんでも育児相談
【中新田福祉センター】

７か月児育児相談（R3.8生）
【中新田福祉センター】

２歳半健診（R1.9生）
【中新田福祉センター】

初午まつり 火伏の虎舞
【中新田花楽小路】

居住地確認～28日(鳴小・広
小・東小・賀小)

１歳児すこやか教室（R3.3生）

【中新田福祉センター】

居住地確認～28日（西小・鹿
小）

第１学期始業式（町内小中学
校・ひがし園・にし園・みやざ
き園）

学年始休業日～７日（各小中
学校・こども園：教標）

特定健診等・大腸がん検診：
夜間【中新田公民館】

4

仏滅 大安

先負 仏滅

大安 赤口 先勝 友引 先負

赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引

写真

町関係

生涯学習関係

（社会教育・社会体育）

保健福祉・子育て関係
学校・幼稚園・認定こども園・保育所関係

（標記注）

〇中新田幼稚園・なかよしこども園 →（なかよし）

〇えがおのはなさくみんなのほいくえん→（えがお）

〇ちいさなもりのほいくえん →（ちいもり）

〇みんなのほいくえんHappyBase →（Happy）

〇幼稚園部教育標準時間 →（教標）

地
域
学
校
協
働
活
動

凡例

広原小：交通安全教室 宮崎小：獅子舞

地
域
学
校
協
働
活
動

中新田城跡

2022



日 月 火 水 木 金 土
1 2 憲法記念日 3 みどりの日 4 こどもの日 5 6 7

振替休業日（宮小） 胃がん検診【中新田体育館】 胃がん検診【中新田体育館】

北部教研一斉研修会≪午前
授業≫（町内小中学校）

PTA奉仕作業（中小）

8 9 10 11 12 13 14
ＰＴＡ奉仕作業（東小） 胃がん検診【中新田体育館】 胃がん検診【中新田体育館】 胃がん検診【中新田体育館】

７か月児育児相談（R3.9生）
【中新田福祉センター】

胃がん検診
【小野田福祉センター】

PTA除草作業(鳴小)
PTA奉仕作業(広小)

保育参観～10日（みやざき
園）

１歳児すこやか教室（R3.4生）

【中新田福祉センター】
虎舞カップ（中中）
修学旅行（小中・宮中）

修学旅行（小中・宮中）
保育参観（ひがし園）

胃がん検診
【小野田福祉センター】

職場体験学習（小中・宮中）
被災地訪問（小中）

運動会（宮小）

修学旅行（小中・宮中）
職場体験学習（小中・宮中）

１年加美町課題解決学習（宮
中）

3,4,5歳児保育参観（なかよ
し）

家族団らん食事の日15 16 17 18 19 20 21
ＰＴＡ奉仕作業（西小・鹿小）

胃がん検診
【小野田福祉センター】

胃がん検診
【小野田福祉センター】

胃がん検診
【宮崎福祉センター】

４か月児健診（R4.1生）
【中新田福祉センター】

１歳半健診（R2.10生）
【中新田福祉センター】

運動会（中小・鳴小・広小・東
小・西小）

振替休業日（小中・宮中・宮
小・ひがし園：教標）

胃がん検診
【宮崎福祉センター】

胃がん検診
【宮崎福祉センター】

22 23 24 25 26 27 28
一般映画会【中新田図書館】

振替休業日（中小・鳴小・広
小・東小・西小・鹿小）

３歳児健診（H30.9生、H30.10生）

【中新田福祉センター】
2歳半健診（R1.10生）
【中新田福祉センター】

館内おはなし会【小野田図書館】

小・地区合同運動会（鹿小） 保育参観(にし園)

運動会（賀小）

29 30 31
振替休業日（にし園：教標）

何でも育児相談
【中新田福祉センター】

振替休業日（賀小）

5
仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

友引 大安 赤口

写真

町関係

生涯学習関係

（社会教育・社会体育）

保健福祉・子育て関係
学校・幼稚園・認定こども園・保育所関係

地
域
学
校
協
働
活
動

凡例

宮崎小：田植え 宮崎中：加美町課題解決学習

地
域
学
校
協
働
活
動

薬萊山風景

2022

（標記注）

〇中新田幼稚園・なかよしこども園 →（なかよし）

〇えがおのはなさくみんなのほいくえん→（えがお）

〇ちいさなもりのほいくえん →（ちいもり）

〇みんなのほいくえんHappyBase →（Happy）

〇幼稚園部教育標準時間 →（教標）



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

チャレンジウィーク2022～7日
７か月児育児相談（R3.10生）

【中新田福祉センター】
郡中総体（町内中学校）

志津川合宿～３日（宮小）
１歳児すこやか教室（R3.5生）

【中新田福祉センター】

5 6 7 8 9 10 11
加美町消防団消防演習
【小野田運動場】

振替休業日（町内中学校）
３歳児健診（H30.11生）

【中新田福祉センター】
５年生花山合宿～１０日(鳴小)

2歳半健診（R1.11生）
【中新田福祉センター】

花楽市【中新田花楽小路】
親子ふれあいＤａｙ（えがお・
ちいもり・Happy）

宮崎地区さなぶり大会
【宮崎福祉センター】

郡中総体予備日（町内中学
校）

中間テスト～１０日（宮中）
３年生校外学習（中小）
中間考査（小中）

親子で遊ぼう会（ひがし園：
幼）

郡中総体予備日（町内中学
校）

やくらいハイキング（鹿小）
親子きずな確認の日(にし園:
幼)

避難訓練・引渡訓練（宮中・
宮小・賀小・みやざき園）

12 13 14 15 16 17 18
子宮がん検診
【小野田福祉センター】

子宮がん検診
【小野田福祉センター】

子宮がん検診
【宮崎福祉センター】

子宮がん検診
【中新田公民館】

子宮がん検診
【中新田公民館】

子宮がん検診
【中新田公民館】

振替休業日（ひがし園：教標） ５年生松島合宿（中小） ５年生松島合宿（中小） ５年生松島合宿（中小）
ナイトバザール宮崎
【宮崎まちづくりセンター】

館内おはなし会【小野田図書館】

郡陸上大会（町内中学校）

家族団らん食事の日19 20 21 22 23 24 25
結核肺がん検診
【宮崎福祉センター】

結核肺がん検診
【宮崎福祉センター】

結核肺がん検診
【宮崎福祉センター】

４か月児健診（R4.2生）
【中新田福祉センター】

結核肺がん検診
【中新田公民館】

結核肺がん検診
【中新田公民館】

振替休業日（町内中学校）
何でも育児相談
【中新田福祉センター】

大崎市水泳記録会（町内中
学校）

結核肺がん検診
【宮崎福祉センター】

学習参観（東小）

合同引渡訓練（中中学区）

26 27 28 29 30
一般映画会【中新田図書館】

結核肺がん検診
【小野田福祉センター】

結核肺がん検診
【小野田福祉センター】

結核肺がん検診
【小野田福祉センター】

結核肺がん検診
【小野田福祉センター】

大崎地区駅伝大会（町内中
学校）

修学旅行（東小）

学習参観（賀小）

小野田中学校区合同引渡訓
練（小中・東小・西小・鹿小・
ひがし園・にし園）

小野田地区五種スポーツ大
会ペタンク大会（小野田東部
体育館）

小野田地区五種スポーツ大
会スマイルボウリング大会（小
野田体育館）

6
先勝 友引 先負 仏滅

大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

友引 先負 仏滅 赤口 先勝

写真

町関係

生涯学習関係

（社会教育・社会体育）

保健福祉・子育て関係
学校・幼稚園・認定こども園・保育所関係

地
域
学
校
協
働
活
動

凡例

西小野田小：救命講習 賀美石小：ミニトマト作り

地
域
学
校
協
働
活
動

鮎放流

2022

（標記注）

〇中新田幼稚園・なかよしこども園 →（なかよし）

〇えがおのはなさくみんなのほいくえん→（えがお）

〇ちいさなもりのほいくえん →（ちいもり）

〇みんなのほいくえんHappyBase →（Happy）

〇幼稚園部教育標準時間 →（教標）



日 月 火 水 木 金 土
1 2

結核肺がん検診
【小野田福祉センター】

結核肺がん検診
【中新田公民館】

学習参観（中小・鳴小・広小・
宮小）

修学旅行（東小）

遠足（１～４年）（鹿小） 夏まつり(にし園)

夏まつり（ひがし園：幼） 1,2歳児保育参観（なかよし）

3 4 5 6 7 8 9
結核肺がん検診
【中新田公民館】

結核肺がん検診
【中新田公民館】

結核肺がん検診
【中新田公民館】

結核肺がん検診
【中新田公民館】

結核肺がん検診
【中新田公民館】

ＰＴＡ奉仕作業（小中）

３年実力考査（小中） フリー参観（鹿小） 定期テスト～７日（中中） 学習参観・学年PTA（中中）

教育相談～７日（宮小） 夏まつり（ひがし園：保） 自由参観（～８日）（小中）
学習参観・地区懇談会・専門
委員会・本部役員会（宮中）

1,2,3歳児個人面談～8日まで
（なかよし）

志津川集団宿泊活動～8日
（西小）

地区駅伝大会予備日（町内中
学校）

10 11 12 13 14 15 16
花楽市【中新田花楽小路】

4歳児個人面談～15日まで
（なかよし）

保護者教育相談～14日（西
小）

体育祭（中中）
７か月児育児相談（R3.11生）
【中新田福祉センター】

１歳半健診（R2.11生、R2.12生）

【中新田福祉センター】
加美町さなぶり大会
【中新田バッハホール】

広原夏のコミュニティまつり
【広原小学校体育館】

1歳児すこやか教室（R3.6生）
【中新田福祉センター】

夕涼み会(にし園:5歳児) 運動会（小中）

おたのしみ会（ひがし園：5歳
児）

わくわく体験：5歳児（みやざき
園）

5歳児ワクワク保育（なかよし）

家族団らん食事の日17 海の日18 19 20 21 22 23
一般映画会【中新田図書館】 振替休業日（小中）

４か月児健診（R4.3生）
【中新田福祉センター】

二者面談～7／２９（中小） 県中総体（小中）

加美町さなぶり大会
【中新田バッハホール】

5歳児個人面談～22日まで
（なかよし）

夏季休業日～８／２０（町内小
中学校・こども園：教標）

県中総体（小中）

県中総体～２７日（県内中学
校）

1学期終業式（なかよし）

教育相談～29日（東小）
教育相談～25日（賀小）

24 25 26 27 28 29 30
加美町カップドラゴンカヌー大会
【鳴瀬川カヌーレーシング競技場】

二者面談～７／２９（広小）
フリー参観～７/２９（中保）

何でも育児相談
【中新田福祉センター】

教育相談～８／２（宮中） 子ども映画会【中新田図書館】
父母の会主催・夏祭り（なかよ
し）

県中総体（小中）
教育相談（～２９日）（小中）
県中総体（小中）

三者面談［希望制］～８／５
（中中）

2歳半健診（R1.12生）
【中新田福祉センター】

個別面談（～２６日）（鹿小）
教育相談[保護者対象]～２９
日(鳴小)

31

中新田地区スポーツフェスティ
バル～３日（中新田体育館・あ
ゆの里公園）

7

宮崎地区スポーツ大会：家庭
バレーボール大会・グランドゴ
ルフ大会（加美町総合体育
館・スポーツ公園）

友引 先負

仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

先勝 友引 先負 仏滅 大安 先勝 友引

先負

写真

町関係

生涯学習関係

（社会教育・社会体育）

保健福祉・子育て関係
学校・幼稚園・認定こども園・保育所関係

地
域
学
校
協
働
活
動

凡例

鳴瀬小：白杖体験 中新田中：アルカス運動

地
域
学
校
協
働
活
動

ドラゴンカヌー大会

2022

（標記注）

〇中新田幼稚園・なかよしこども園 →（なかよし）

〇えがおのはなさくみんなのほいくえん→（えがお）

〇ちいさなもりのほいくえん →（ちいもり）

〇みんなのほいくえんHappyBase →（Happy）

〇幼稚園部教育標準時間 →（教標）



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

個人面談～5日（ひがし園・み
やざき園：5歳児）

３歳児健診（H30.12生、H31.1生）

【中新田福祉センター】
７か月児育児相談（R3.12生）
【中新田福祉センター】

ＰＴＡ資源回収（東小）

個人面談～4日（にし園:幼）
１歳児すこやか教室（R3.7生）

【中新田福祉センター】

教育相談～２日（宮中）

7 8 9 10 山の日1１ 12 13
未健者健診
【中新田公民館】

未健者健診
【小野田福祉センター】

子ども映画会【中新田図書館】 宵一緒まつり【中新田花楽小路】

西部地区夏まつり
【西小野田小学校体育館】

14 15 16 17 18 19 20
４か月児健診（R4.4生）
【中新田福祉センター】

１歳半健診（R3.1生）
【中新田福祉センター】

館内おはなし会【小野田図書館】

ＰＴＡ奉仕作業（宮小）

家族団らん食事の日21 22 23 24 25 26 27
関東・東北パークゴルフ交流大会
【ふれあいの森公園パークゴルフ場】 ２学期始業式（なかよし）

何でも育児相談
【中新田福祉センター】

１年松島宿泊体験学習～２５
日（中中）

2歳半健診（R2.1生）
【中新田福祉センター】

1，2年生遠足(鳴小)

一般映画会【中新田図書館】
全学年実力テスト（中中・小
中）

5年志津川野外体験活動～
26日（広小）

PTA親善球技大会（中中学
区）

松島集団宿泊活動～26日
（東小）

PTA除草作業(鳴小) 志津川合宿～２６日（賀小）

28 29 30 31
加美町防災訓練 ３，４年生遠足(鳴小)

ＰＴＡ奉仕作業（広小）

振替授業日（午前）（鹿小）
ＰＴＡ奉仕作業（午後）（鹿小）

8

町関係

生涯学習関係

（社会教育・社会体育）

保健福祉・子育て関係
学校・幼稚園・認定こども園・保育所関係

仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負

仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 友引

先負 仏滅 大安 赤口

地
域
学
校
協
働
活
動

凡例

写真

鹿原小：カヌー体験 東小野田小：しょうゆ博士出前講座

地
域
学
校
協
働
活
動

中新田花楽小路商店街（染型紙灯籠）

2022

（標記注）

〇中新田幼稚園・なかよしこども園 →（なかよし）

〇えがおのはなさくみんなのほいくえん→（えがお）

〇ちいさなもりのほいくえん →（ちいもり）

〇みんなのほいくえんHappyBase →（Happy）

〇幼稚園部教育標準時間 →（教標）



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

期末テスト～２日（宮中） フリ－参観，校内水泳記録会
(鳴小)

森フェス（えがお・ちいもり・
Happy）

修学旅行～２日（宮小） 低学年校外学習（賀小）

振替休業日（鹿小）

4 5 6 7 8 9 10
広原地区町民運動会
【広原小学校】

３歳児健診（H31.2生）

【中新田福祉センター】
修学旅行～９日（中中）

７か月児育児相談（R4.1生）
【中新田福祉センター】

期末考査（小中） 花楽市【中新田花楽小路】

中新田地区町民運動会（中
新田中学校校庭）

５・６年志津川合宿～９日（鹿
小）

１歳児すこやか教室（R3.8生）

【中新田福祉センター】
２年生校外学習（中小） 運動会（宮中・小鳩）

健康づくりさわやか小野田地
区町民体育大会（小野田運
動場）

期末考査（小中）

宮崎地区町民運動会（陶芸の
里スポーツ公園）

６年生修学旅行～９日(鳴小)

胃がん未検者検診
【小野田福祉センター】

修学旅行～９日（西小）

11 12 13 14 15 16 17
乳がん検診
【小野田福祉センター】

乳がん検診
【小野田福祉センター】

乳がん検診
【小野田福祉センター】

4ヵ月児健診（R4.5生）
【中新田福祉センター】

１歳半健診（R3.2生）
【中新田福祉センター】

乳がん検診
【中新田公民館】

振替休業日（宮中） 6年修学旅行～14日（広小） 校内弁論大会（小中） 乳がん検診【宮崎福祉センター】乳がん検診
【宮崎福祉センター】

ナイトバザール宮崎
【宮崎まちづくりセンター】

修学旅行（中小） 修学旅行（中小）
運動会（ひがし園・にし園・み
やざき園）

修学旅行～１６日（賀小）
祖父母参観・芸術鑑賞教室
（西小）

家族団らん食事の日18 敬老の日 １９ 20 21 22 秋分の日 23 24
一般映画会【中新田図書館】

乳がん検診
【中新田公民館】

乳がん検診
【中新田公民館】

乳がん検診
【中新田公民館】

乳がん検診
【中新田公民館】

振替休業日（ひがし園・にし
園・みやざき園：教標）

１～４年校外学習（広小） 全校一輪車リレー（鹿小） 館内おはなし会【小野田図書館】

郡新人大会（町内中学校）

３年実力考査（小中）

25 26 27 28 29 30
振替休業日（町内中学校）

何でも育児相談
【中新田福祉センター】

2歳半健診（R2.2生）
【中新田福祉センター】

祖父母参観（ひがし園）

郡新人大会予備日（町内中
学校）

２年仙台課題解決学習（宮
中）

中学年校外学習（賀小）

１年キャリアチャレンジデイ（宮
中）

9

就学時健診（小野田・宮崎地区）
【小野田福祉センター】

先勝 友引 先負

仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

先勝 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

写真

町関係

生涯学習関係

（社会教育・社会体育）

保健福祉・子育て関係
学校・幼稚園・認定こども園・保育所関係

地
域
学
校
協
働
活
動

凡例

中新田小：運動会 小野田中：職場体験

地
域
学
校
協
働
活
動

稲穂と薬萊山

2022

（標記注）

〇中新田幼稚園・なかよしこども園 →（なかよし）

〇えがおのはなさくみんなのほいくえん→（えがお）

〇ちいさなもりのほいくえん →（ちいもり）

〇みんなのほいくえんHappyBase →（Happy）

〇幼稚園部教育標準時間 →（教標）



日 月 火 水 木 金 土
1

運動会（中保）

3,4,5歳児運動会（なかよし）

2 3 4 5 6 7 8
ＰＴＡ奉仕作業（賀小） 祖父母参観（みやざき園）

３歳児健診（H31.3生）

【中新田福祉センター】
県駅伝大会（県内中学校） 祖父母参観日(にし園)

子ども映画会【中新田図書
館】

１～4年遠足（東小） 1,2歳児運動会（なかよし） 入園説明会（なかよし）

就学時健診（中新田地区）
【中新田公民館】

9 スポーツの日10 11 12 13 14 15
花楽市【中新田花楽小路】

７か月児育児相談（R4.2生）
【中新田福祉センター】

１歳児すこやか教室（R3.9生）

【中新田福祉センター】

秋の遠足（ひがし園：保）

家族団らん食事の日16 17 18 19 20 21 22
一般映画会【中新田図書館】

４か月児健診（R4.6生）
【中新田福祉センター】

１歳半健診（R3.3生）
【中新田福祉センター】

小野田地区秋まつり
【やくらい文化センター】

１年生校外学習（中小）
郡音楽祭(中小・鳴小・広小・
賀小)

小野田図書館まつり
【小野田図書館】

祖父母参観（東小） 秋の遠足（ひがし園：幼）
小野田地区文化祭
【やくらい文化センター】

小野中祭（小中）
学芸発表会・合唱発表会（宮
中）

23 24 25 26 27 28 29
小野田地区秋まつり
【やくらい文化センター】

振替休業日（小中・宮中）
何でも育児相談
【中新田福祉センター】

２年職場体験学習～２８日（中
中）

2歳半健診（R2.3生）
【中新田福祉センター】

４年生校外学習（中小）
学習発表会(鳴小・広小・西
小・宮小・賀小)

小野田図書館まつり
【小野田図書館】

鹿原っ子まつり（鹿小）

小野田地区文化祭
【やくらい文化センター】

30 31
発表会（みやざき園）

第１学期終業式（町内小中学
校・ひがし園・にし園・みやざ
き園）

秋季休業日（町内小中学校・
ひがし園・にし園・みやざき
園：教標）

第２学期始業式（町内小中学
校・ひがし園・にし園・みやざ
き園）

振替休業日(鳴小・広小・西
小・鹿小・宮小・賀小・みやざ
き園：教標)

小野田地区五種スポーツ大
会グランドゴルフ大会（小野
田運動場）

10
友引

先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負

仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

赤口 先勝 仏滅 大安 赤口 先勝 友引

先負 仏滅

写真

町関係

生涯学習関係

（社会教育・社会体育）

保健福祉・子育て関係
学校・幼稚園・認定こども園・保育所関係

地
域
学
校
協
働
活
動

凡例

中新田中：キャリアセッション 宮崎中：修学旅行（わんこそば体験）

地
域
学
校
協
働
活
動

二つ石ダム紅葉

2022

（標記注）

〇中新田幼稚園・なかよしこども園 →（なかよし）

〇えがおのはなさくみんなのほいくえん→（えがお）

〇ちいさなもりのほいくえん →（ちいもり）

〇みんなのほいくえんHappyBase →（Happy）

〇幼稚園部教育標準時間 →（教標）



日 月 火 水 木 金 土
1 2 文化の日３ 4 5

３歳児健診（H31.4生）

【中新田福祉センター】
小中交流会（中中区小中）

広原秋のコミュニティまつり
【広原地区公民館】

北部教研一斉研修≪午前授
業≫（町内小中学校）

３学年入試事務説明会（中
中）

実力考査（小中） 賀美石地区秋祭り（賀小） 新米試食会（中中）

秋の学校（宮中・宮小・賀小）

6 7 8 9 10 11 12
宮崎地区文化祭
【宮崎公民館】

指導主事学校訪問（中中） 教育相談～１７日（中中）
７か月児育児相談（R4.3生）
【中新田福祉センター】

文化祭・合唱コンクール（中中） 学習発表会（中小・東小）

３年教育相談～１１日（宮中）
部活動体験見学会（小中・東
小・西小・鹿小）

１歳児すこやか教室（R3.10生）

【中新田福祉センター】
持久走記録会（西小）

振替休業日（賀小） 持久走記録会（鹿小）

13 14 15 16 17 18 19
宮崎地区駅伝競走大会（陶
芸の里スポーツ公園）

振替休業日（中小・東小） 中間考査（小中）
４か月児健診（R4.７生）
【中新田福祉センター】

１歳半健診（R3.4生）
【中新田福祉センター】 にこにこ発表会（ひがし園）

持久走記録会（広小）
キラキラパーティー（えがお・
ちいもり・Happy）

中間テスト～１８日（宮中）

家族団らん食事の日20 21 22 勤労感謝の日23 24 25 26
振替休業日（ひがし園：教標）

何でも育児相談
【中新田福祉センター】

2歳半健診（R2.4生）
【中新田福祉センター】

学習参観日（宮小・賀小） 館内おはなし会【小野田図書館】

定期テスト～２５日（中中） なかよし発表会(にし園)

教育相談（～３０日）（小中）

27 28 29 30
一般映画会【中新田図書館】 振替休業日（にし園：教標）

小野田地区五種スポーツ大
会モルック大会（小野田体育
館）

11
大安 赤口 先勝 友引 先負

仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

赤口 先勝 友引 先負 大安 赤口 先勝

友引 先負 仏滅 大安

写真

町関係

生涯学習関係

（社会教育・社会体育）

保健福祉・子育て関係
学校・幼稚園・認定こども園・保育所関係

地
域
学
校
協
働
活
動

凡例

鹿原小：世代間交流（神社仏閣を学ぶ） 小野田中：職場体験

地
域
学
校
協
働
活
動

夕日と薬萊山

2022

（標記注）

〇中新田幼稚園・なかよしこども園 →（なかよし）

〇えがおのはなさくみんなのほいくえん→（えがお）

〇ちいさなもりのほいくえん →（ちいもり）

〇みんなのほいくえんHappyBase →（Happy）

〇幼稚園部教育標準時間 →（教標）



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

学習参観（中小） 学習参観(鳴小) お遊戯会（中保）

おさとりの会（小鳩）

4 5 6 7 8 9 10
３歳児健診（R1.5生）

【中新田福祉センター】
７か月児育児相談（R4.4生）
【中新田福祉センター】

フリー参観（鹿小） 学習参観（小中）

１歳児すこやか教室（R3.11生）

【中新田福祉センター】
思い出遠足（ひがし園：５歳
児）

3,4,5歳児おゆうぎ会（なかよ
し）

学習参観（広小・西小）
学習参観・学年ＰＴＡ・専門委
員会・本部役員会（宮中）

11 12 13 14 15 16 17
一般映画会【中新田図書館】 振替休業日（小中） 学習参観（東小）

４か月児健診（R4.8生）
【中新田福祉センター】

学習参観・学年PTA（中中）
子ども映画会【中新田図書
館】

保幼小交流会（中小）
クリスマスおはなし会
【小野田図書館】

思い出遠足（にし園:5歳児）

家族団らん食事の日18 19 20 21 22 23 24
何でも育児相談
【中新田福祉センター】

2歳半健診（R2.5生、R2.6生）

【中新田福祉センター】
2学期終業式（なかよし）

保幼小交流会（広小）

25 26 27 28 29 30 31

冬季休業日～１／７（町内小
中学校・こども園：教標）

12
赤口 先勝 友引

先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負

仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

大安 赤口 先勝 友引 先負 赤口 先勝

友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引

写真

町関係

生涯学習関係

（社会教育・社会体育）

保健福祉・子育て関係
学校・幼稚園・認定こども園・保育所関係

地
域
学
校
協
働
活
動

凡例

鳴瀬小：しめ縄作り 賀美石小：畳づくり

地
域
学
校
協
働
活
動

大宮寺山門

2022

（標記注）

〇中新田幼稚園・なかよしこども園 →（なかよし）

〇えがおのはなさくみんなのほいくえん→（えがお）

〇ちいさなもりのほいくえん →（ちいもり）

〇みんなのほいくえんHappyBase →（Happy）

〇幼稚園部教育標準時間 →（教標）



日 月 火 水 木 金 土
元日1 振替休日2 3 4 5 6 7

3学期始業式（なかよし）
子ども映画会【中新田図書
館】

8 成人の日９ 10 11 12 13 14
令和5年加美町成人式
【中新田バッハホール】

加美町消防出初式
【中新田バッハホール】

実力考査（小中）
７か月児育児相談（R4.5生）
【中新田福祉センター】

１歳児すこやか教室（R3.12生）

【中新田福祉センター】

家族団らん食事の日15 16 17 18 19 20 21
３歳児健診（R1.6生）

【中新田福祉センター】
スキー学習（宮小）

４か月児健診（R4.9生）
【中新田福祉センター】

１歳半健診（R3.5生、R3.6生）
【中新田福祉センター】

スキー教室（鹿小） スキー教室・そり遊び（東小）

22 23 24 25 26 27 28
宮崎地区綱引き大会（加美町
総合体育館）

何でも育児相談
【中新田福祉センター】

スキー教室（西小） スキー学習（宮小） スキー教室（東小・鹿小） 館内おはなし会【小野田図書館】

みんなのカフェ（えがお・ちい
もり・Happy）

29 30 31

1
先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負

仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

友引 先負 仏滅

町関係

生涯学習関係

（社会教育・社会体育）

保健福祉・子育て関係
学校・幼稚園・認定こども園・保育所関係

地
域
学
校
協
働
活
動

凡例

写真

西小野田小：味噌作り 広原小学校：育てた米で餅つき

地
域
学
校
協
働
活
動

柳沢の焼け八幡

2023

（標記注）

〇中新田幼稚園・なかよしこども園 →（なかよし）

〇えがおのはなさくみんなのほいくえん→（えがお）

〇ちいさなもりのほいくえん →（ちいもり）

〇みんなのほいくえんHappyBase →（Happy）

〇幼稚園部教育標準時間 →（教標）



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

７か月児育児相談（R4.6生）
【中新田福祉センター】

一日入学(鳴小・賀小)
宮城県雪合戦大会
【小野田西部スポーツ公園】

１歳児すこやか教室（R4.1生）

【中新田福祉センター】
スキー教室・雪遊び（西小） 保育参観（中保）

一日入学（東小・鹿小・宮小）
保育参観・保護者会総会（ひ
がし園）

5 6 7 8 9 10 建国記念の日11
宮城県雪合戦大会
【小野田西部スポーツ公園】 振替休業日（ひがし園：教標）

３歳児健診（R1.7生）

【中新田福祉センター】
一日入園（にし園）

2歳半健診（R2.7生、R2.8生）

【中新田福祉センター】
一日入学（広小）

うめぇがすと鍋まつり㏌加美
【中新田花楽小路】

新入生保護者説明会（中中）
保育参観・保護者会総会（み
やざき園）

12 13 14 15 16 17 18
１・２学年定期テスト～１４日
（中中）

一日体験入学（中小） 新入生保護者説明会（小中）
４か月児健診（R4.10生）
【中新田福祉センター】

１歳半健診（R3.7生）
【中新田福祉センター】

学習参観(鳴小)

入所説明会（中保） 学習参観（東小）
学習参観・ＰＴＡ総会（広小・
宮小・賀小）

学年末テスト～１７日（宮中）
一日入園（ひがし園・みやざき
園）

学習参観・PTA総会･新入生
保護者説明会（宮中）

保育参観・保護者会総会（に
し園）

一日入園（なかよし・えがお・
ちいもり・Happy）

家族団らん食事の日19 20 21 22 天皇誕生日 23 24 25
広原地区ニュースポーツ大会
【広原小学校体育館】

振替休業日（宮中・鳴小・広
小・宮小・賀小）

学年末考査（小中） 学習参観（中小） 学習参観・学年PTA（中中） 館内おはなし会【小野田図書館】

学年末考査（小中） 学習参観・ＰＴＡ総会（西小）
学習参観・学年PTA・PTA総
会（小中）

1,2歳児保育参観・おゆうぎ会
（なかよし）

学習参観・ＰＴＡ全体会（鹿
小）

26 27 28
一般映画会【中新田図書館】

何でも育児相談
【中新田福祉センター】

2
大安 赤口 先勝 友引

先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負

仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

大安 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

友引 先負 仏滅

町関係

生涯学習関係

（社会教育・社会体育）

保健福祉・子育て関係
学校・幼稚園・認定こども園・保育所関係

東小野田小：陶芸体験 中新田小：タブレットを活用した授業

地
域
学
校
協
働
活
動

凡例

写真

白鳥（小野田）

2023

（標記注）

〇中新田幼稚園・なかよしこども園 →（なかよし）

〇えがおのはなさくみんなのほいくえん→（えがお）

〇ちいさなもりのほいくえん →（ちいもり）

〇みんなのほいくえんHappyBase →（Happy）

〇幼稚園部教育標準時間 →（教標）



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

3,4,5歳児保育参観（なかよ
し）

5 6 7 8 9 10 11
１・２学年実力テスト（中中）

３歳児健診（R1.8生）

【中新田福祉センター】
７か月児育児相談（R4.7生）
【中新田福祉センター】

卒業式（町内中学校）

公立高校入試
１歳児すこやか教室（R4.2生）

【中新田福祉センター】

12 13 14 15 16 17 18
公立高校追試

何でも育児相談
【中新田福祉センター】

４か月児健診（R4.11生）
【中新田福祉センター】

１歳半健診（R3.8生）
【中新田福祉センター】

修了式（中保：５歳児・ひがし
園・にし園：5歳児）

公立高校入試合格発表 卒業式（町内小学校） 卒園式（なかよし）

家族団らん食事の日19 20 春分の日21 22 23 24 25
新入生1日入学（小中） 子ども映画会（中新田図書館）

館内おはなし会【小野田図書館】

3学期終業式（なかよし）
学年末休業日～３１日（町内
小中学校・こども園：教標）

ありがとうパーティー（えがお・
ちいもり・Happy）

子ども映画会（中新田図書館）

26 27 28 29 30 31
一般映画会【中新田図書館】

新入生１日入学（中中・中小・
鳴小・広小）

離任式（中中・小中・広小）
離任式（中小・鳴小・東小・西
小・鹿小・賀小・宮小）

離任式（小中）

閉校式（小中）

修了式（町内小中学校・ひが
し園・にし園：０～４歳児・みや
ざき園・中保：０歳児～４歳児）

3
大安 赤口 先勝 友引

先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負

仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

写真

町関係

生涯学習関係

（社会教育・社会体育）

保健福祉・子育て関係
学校・幼稚園・認定こども園・保育所関係

賀美石小：ネギ農家見学 鹿原小：歴史学習

地
域
学
校
協
働
活
動

凡例

水芭蕉

2023

（標記注）

〇中新田幼稚園・なかよしこども園 →（なかよし）

〇えがおのはなさくみんなのほいくえん→（えがお）

〇ちいさなもりのほいくえん →（ちいもり）

〇みんなのほいくえんHappyBase →（Happy）

〇幼稚園部教育標準時間 →（教標）


