
9 (火) 入園式・保護者総会（午前） 8 (月) 始業式(午前)･入学式(午後) 8 (月) 入学式・始業式（午前） 7 (日) 瑞浪市消防団入退団式
こいのぼり揚げ 11 (木) ＰＴＡ執行委員会 21 (日) 授業参観・ＰＴＡ総会(午後) 14 (日) 桜ヶ丘公園　桜まつり

14 (日) 陶子連追跡ハイク 22 (月) 振替休業日 16 (火) 陶町連合区会
18 (木) 陶地区資源回収委員会 18 (木) 陶町福祉関係者懇談会
21 (日) 授業参観・ＰＴＡ総会（午前） 26 (金) 街づくり総会
22 (月) 振替休業日
25 (木) 交通安全教室
25 (木) PTA合同地区委員会

家庭訪問(土日除く）
7 (火) こどもの日を祝う会 15 (水) ＰＴＡ執行委員会 9 (木) クラブ運営委員会 6 (月) 陶町民ゴルフ大会（東濃ＣＣ）

19 (日) 資源回収（幼小中合同） 17 (金) 学校評議員会 14 (火) 学校評議員会 12 (日) ｸﾞﾗﾝﾌｫﾝﾄﾞ東濃（ｻｲｸﾘﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ）

20 (月) 引き渡し訓練（幼小中合同） 19 (日) PTA資源回収(午前）（幼小中合同） 乗鞍研修（1年） 12 (日) 市民大会(総合開会式)
20 (月) 引き渡し訓練（幼小中合同） 19 (日) 資源回収（幼小中合同） 19 (日) 市民大会(ソフト・弓道)

恵那山荘野外研修（5年） 20 (月) 引き渡し訓練（幼小中合同） 19 (日) 青少年育成市民会議
29 (水) 内科検診 東京研修（3年） 24 (金) 陶町連合区会

25 (土) 稲津ふれあい映画館に協力 26 (日) 陶町民ティーボール大会
答志島研修（2年）

1 (土) 愛園作業(予定　予備日8日) 2 (日) 資源回収（予備日） 2 (日) 資源回収（予備日） 1 (土) 陶町民ウォーキング大会
2 (日) 資源回収予備日 修学旅行（6年） 8 (土) 中体連東濃陸上大会 2 (日) 陶町民ﾃｨｰﾎﾞｰﾙ大会<予備日>

6 (木) 評議員会 16 (日) 瑞浪市主張大会 14 (金) 期末テスト 7 (金) 陶町青少年育成町民会議
18 (火) プール開き 19 (水) プール開き、ＰＴＡ執行委員会 16 (日) 瑞浪市主張大会 9 (日) 瑞浪市消防操法大会
24 (月) ママ＆キッズ（未就園児） 27 (木) 授業参観・1年歯科指導・救急救命法 16 (日) 中体連東濃水泳大会 16 (日) 陶町内一斉清掃
25 (火) 保育参加　給食試食会 27 (木) 6年薬物乱用防止教室 18 (火) 部活参観・育成会 16 (日) 瑞浪市主張大会

中体連市大会 23 (日) 陶町民ソフトバレー大会
5 (金) 七夕会 19 (金) １学期終業式 1 (月) 振替休業日 7 (日) 陶町民野球大会

19 (金) １学期終業式 陶子連夏合宿 中体連東濃大会 13 (土) 水上祇園祭
19 (金) １学期終業式 14 (日) 陶町民野球大会＜予備日＞

三者懇談（3年） 20 (土) 大川祇園祭
中体連県大会

23 (金) お年寄りと子どもの夏まつり 24 (土) PTA愛校作業（午前） 中体連東海大会 4 (日) 岐阜県消防操法大会
28 (水) ２学期始業式 28 (水) ２学期始業式、ＰＴＡ執行委員会 21 (水) 中学生英語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ 13 (火) 陶祖祭

24 (土) 愛校作業（午前） 15 (木) 猿爪区夏まつり
28 (水) ２学期始業式 23 (金) お年寄りと子どもの夏まつり

24 (土) 真夏の夜の映画会
25 (日) 消防団市長特別点検
25 (日) 瑞浪市ティーボール交流会

13 (金) 祖父母参観日　 28 (土) 運動会 14 (土) 体育祭 1 (日) 陶町環境整備作業(道直し)
29 (日) 運動会予備日 15 (日) 体育祭予備日 1 (日) 岐阜県総合防災訓練
30 (月) 振替休業日 17 (火) 振替休業日 12 (木) 陶町福祉関係者懇談会

29 (日) 稲津町民運動会に協力 陶与左衛門窯・焼成
22 (日) 陶与左衛門窯祭り
29 (日) 陶与左衛門窯・窯出し

5 (土) 運動会・評議員会 4 (金) 陶町教育講演会 職場体験（2年） 4 (金) 陶町教育講演会
陶町文化祭に参加 8 (火) 社会見学（3年・4年） 19 (土) 中体連東濃駅伝大会 6 (日) 水上神社秋季例大祭

20 (日) サニーヒルズ祭に参加 15 (火) 社会見学（6年） 陶町文化祭に協力 13 (日) 八王子神社秋季例大祭
21 (月) ママ＆キッズ（未就園児） 16 (水) 社会見学（1年・2年） 20 (日) ｻﾆｰﾋﾙｽﾞ祭に協力 14 (月) 瑞浪市福祉まつり
28 (月) ひよこ、3，4歳児遠足 17 (木) 社会見学（5年） 三者懇談（3年） 陶町文化祭
29 (火) ５歳児バス遠足 陶町文化祭 26 (土) 午後：授業参観・講演会 20 (日) サニーヒルズ祭
未定 入園説明会 26 (土) 午前：授業参観・玉入れ大会 稲津町文化祭に協力 27 (日) 猿爪天神社秋季例大祭
未定 寿大学運動会に参加 26 (土) 家庭教育学級講演会 28 (月) 振替休業日 未定 市長と語る会（地域懇談会）

28 (月) 振替休業日
6 (水) 未就園児体験入園 3 (日) 陶ふれあい広場 3 (日) 陶ふれあい広場に協力 瑞浪市野球交流会
7 (木) ひなたぼっこの集い 6 (水) 瑞浪市音楽会 6 (水) 瑞浪市小中音楽会(2.3年) 3 (日) ふれあい広場（午前）

10 (日) 資源回収（幼小中合同） 10 (日) PTA資源回収(午前)（幼小中合同） 9 (土) 中体連県駅伝大会 10 (日) 小里川ダム湖周ｳｫｰｷﾝｸﾞ
24 (日) 資源回収予備日 13 (水) ＰＴＡ執行委員会 10 (日) 資源回収（幼小中合同） 14 (木) ひなたぼっこの集い

24 (日) 資源回収予備日 13 (水) オープンスクール 17 (日) 陶町民インディアカ大会
27 (水) 校内持久走大会 15 (金) 期末テスト 17 (日) 瑞浪市農業祭

未定 就学時健診 17 (日) 中山道駅伝 23 (土) 瑞浪市健康まつり
24 (日) 資源回収予備日 陶与左衛門窯蔵出し市

10 (火) おたのしみ会・評議員会 二者懇談会 1 (日) 合唱祭（総合文化センター） 1 (日) 清掃奉仕作業
24 (火) クリスマス会 20 (金) 感謝の会 2 (月) 振替休業日 8 (日) 陶町あ・うんコンサート
26 (木) ２学期終業式 26 (木) ２学期終業式 三者懇談（全校） 消防団年末特別夜警

入園受付 26 (木) ２学期終業式
8 (水) ３学期始業式 8 (水) ３学期始業式 8 (水) ３学期始業式 5 (日) 瑞浪市消防出初式

10 (金) 伝承あそびの会 12 (日) 陶子連どんど焼き 16 (木) ３年生授業参観 学校評議員会 5 (日) 陶町新年マラソン大会
21 (火) 家族参観（予定） 29 (水) ＰＴＡ執行委員会 17 (金) 期末テスト（3年） 12 (日) 瑞浪市成人式

3 (月) 豆まき 4 (火) 新１年生入学説明会 7 (金) 新１年生入学説明会 16 (日) 青少年育成市民会議
13 (木) 評議員会 7 (金) 中学校入学説明会 14 (金) 期末テスト（1年2年） 23 (日) 陶一周駅伝競走大会
27 (木) 新園児健康診断（予定） 12 (水) 学校評議員会 20 (木) １年２年生授業参観

15 (土) 授業参観・懇談会、ＰＴＡ引継ぎ 23 (日) 陶一周駅伝に参加協力
17 (月) 振替休業日
23 (日) 陶一周駅伝競走大会
28 (金) 幼児園・１年交流会

3 (火) ひなまつり会 4 (水) ６年生を送る会　 6 (金) 卒業証書授与式 6 (金) 陶町青少年育成町民会議
7 (土) 愛園作業（予定　予備日14日） 25 (水) 卒業証書授与式 26 (木) 修了式

26 (木) 卒園式 26 (木) 修了式 未定 公立高校一次選抜
未定 公立高校二次選抜

3 3

＜注意＞　上記の行事は、変更となる場合もあります。　詳細については、それぞれの主催者側にお尋ねください。

2019/3/27　更新
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平成３１年度 陶町年間行事予定一覧表
月 陶幼児園 陶小学校 瑞浪南中学校 陶町行事（瑞浪市等行事含む）


