
教育委員会行事予定表
教 育 委 員 会 資  料
平成 ２９年１月２４日

子　ど　も　総　務　課

　　　　　　　　　　　　　　※　◎印は教育委員出席予定行事　／　○委員長出席予定行事

月 日 曜 時刻 行　事　（事　業　名） 場　所　等 備考

1 25 水 10:30 読み聞かせ あい・ぽーと麹町

11:00 親子リズム 四番町児童館

14:00 新年おたのしみ会 神田児童館

26 木 9:00 親と子のふれあい促進事業～乳幼児親子バスハイク～ 四番町児童館

10:00 ノーバディーズ・パーフェクト第２回／全６回 児童・家庭支援センター

10:15 １・２歳児向け親子体操　第３回／全３回 神田児童館

27 金 9:30 千代田区連合作品展（～1/30　15時まで） 区民ホール（指導課）
11:00 親子リズム講座 一番町児童館
18:30 青少年委員会中央ブロック新年会 赤坂プリンスクラシックハウス（子ども総務課）

28 土 10:30 生涯就業力講座 あい・ぽーと麹町

12:10 児童館合同卓球大会 西神田児童センター

14:00 科学教育センターオープン教室 大妻女子大学（指導課）

14:45 Daddy's Day あい・ぽーと麹町

29 日

30 月 10:00 子育て・家族支援者養成講座（地域保育コース）認定式 ６０１会議室（児童・家庭支援センター）

10:30 リラックスヨガ 神田児童館

10:30 リトミック あい・ぽーと麹町

31 火 10:00 ベビープログラム第１回／全４回 富士見わんぱくひろば

14:30 親子リトミック 四番町児童館

2 1 水 10:30 読み聞かせ あい・ぽーと麹町

10:45 親子でリズム１・２・３ 神田児童館

2 木 10:00 ノーバディズ・パーフェクト第３回／全６回 児童・家庭支援センター

11:00 幼児クラブ合同節分会 富士見わんぱくひろば

3 金 9:00 九段中等教育学校適性検査 九段中等教育学校

4 土 11:00 リラックスアロマ あい・ぽーと麹町

14:00 科学教育センター閉講式 大妻女子大学（指導課）

14:00 つなげよう異世代の輪・地域の輪 一番町児童館

5 日 7:30 ひがた探検隊第４回 木更津市金田見立海岸潮干狩場（子ども総務課）

10:00 中学生東京駅伝大会 味の素スタジアム周辺（指導課）

6 月 10:30 リラックスヨガ 神田児童館

10:30 リトミック あい・ぽーと麹町

7 火 選択型合宿(神田一橋中　～2月9日まで） パルコール嬬恋スキーリゾート(指導課）

10:00 ベビープログラム第２回／全４回 富士見わんぱくひろば

10:30 子育てサポート利用会員登録説明会 あい・ぽーと麹町（児童・家庭支援センター）

14:30 親子リトミック 四番町児童館

8 水 10:30 ０歳児すくすくタイム「ベビーマッサージ」 四番町児童館

10:45 親子でリズム１・２・３ 神田児童館

9 木 8:00 九段中等教育学校適性検査合格発表（ホームページ） 九段中等教育学校

9:00 九段中等教育学校適性検査合格発表（掲示） 九段中等教育学校

9:00 九段中等教育学校入学手続き 九段中等教育学校

10:00 ノーバディズ・パーフェクト第４回／全６回 児童・家庭支援センター

10:30 青少年問題協議会○ 401・402会議室（子ども総務課）

2 10 金 9:00 九段中等教育学校入学手続き 九段中等教育学校

10:00 校園長会 教育委員会室（子ども総務課）

10:30 親子で英語 あい・ぽーと麹町

11 土 建国記念の日

12 日 9:00 日曜開放 一番町児童館

13 月 10:30 リラックスヨガ 神田児童館

10:30 おやこヨガ あい・ぽーと麹町
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2 14 火 10:00 ベビープログラム第３回／全４回 富士見わんぱくひろば

10:00 九段中等教育学校　第４回学校経営評議会 九段中等教育学校

11:00 親子ヨガ講習会 西神田児童センター

14:30 親子リトミック 四番町児童館

15:00 教育委員会第２回定例会◎ 教育委員会室（子ども総務課）

18:30 青少年委員会第１０回定例会 ４０１会議室（子ども総務課）

15 水 10:30 親子ヨガ（後期）第５回／全６回 四番町児童館

10:30 ポーセラーツ あい・ぽーと麹町

10:45 親子でリズム１・２・３ 神田児童館

14:00 観劇会「らんま先生の不思議実験」 西神田児童センター

15:00 ペスタロッチ祭 お茶の水小学校（指導課）

16 木 九段中等教育学校クロスカントリーレース 稲城市矢野口（尽性園）

10:00 ノーバディズ・パーフェクト第５回／全６回 児童・家庭支援センター

11:00 弾き語り読み聞かせ あい・ぽーと麹町

17 金 11:00 親子リズム講座 一番町児童館

18 土 9:30 親子バスハイク（イチゴ狩りと千葉県立中央博物館で遊ぼう） 西神田児童センター

10:00 アートフェスティバル 富士見わんぱくひろば

15:00 いちばんちょうじどうかんけん玉道場 一番町児童館

17:30 九段中等教育学校　天体観望会 九段中等教育学校

19 日 9:00 日曜開放 神田児童館

2 20 月 10:30 リラックスヨガ 神田児童館

10:30 リトミック あい・ぽーと麹町

14:00 生涯就業力講座 あい・ぽーと麹町

21 火 10:00 ベビープログラム第４回／全４回 富士見わんぱくひろば

10:30 保護者向け講座｢赤ちゃんの健康管理｣講習会 西神田児童センター

14:30 親子リトミック 四番町児童館

22 水 10:45 親子でリズム１・２・３ 神田児童館

10:30 ひらめき！おやこで工作 あい・ぽーと麹町

11:00 親子リズム 四番町児童館

23 木 10:00 ノーバディズ・パーフェクト第６回／全６回 児童・家庭支援センター

24 金 10:30 親子で英語 あい・ぽーと麹町

25 土 13:00 ジャズコンサートと講習会 西神田児童センター

13:00 ペアレントトレーニング講習会 さくらキッス゛

14:45 Daddy's Day あい・ぽーと麹町

15:00 お茶会 西神田児童センター

26 日

27 月 15:00 ぴっぴのパネルシアター 一番町児童館

10:30 おやこヨガ あい・ぽーと麹町

28 火 10:00 おもちゃの病院 あい・ぽーと麹町

11:00 はじめてのえほん司書さんによる｢ブックスタート｣ 西神田児童センター

13:30 神田淡路町保育園大きなおうち内覧会◎ 旧神田保育園仮園舎

14:30 親子リトミック 四番町児童館

15:00 教育委員会第３回定例会◎ 教育委員会室（子ども総務課）

3 1 水 10:30 ０歳児すくすくタイム｢親と子のふれあい体操｣ 四番町児童館

2 木

3 金
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