
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

7
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）

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

（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

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


