
教育委員会行事予定表
教育委員会資料

平成29年12月12日
子ども総務課

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

月 日 曜 時刻 行　事　（事　業　名） 場　所　等 備　考
12 12 火 九段中等教育学校　第2学年英語合宿(～15日まで) 福島県ブリティッシュヒルズ

10:00 ノーバディーズ・パーフェクト いずみこどもプラザ

11:00 おしゃべりサロン・ベビーマッサージ 西神田児童センター

15:00 教育委員会第21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8回定例会 ４０１会議室（子ども総務課）

13 水 14:00 親子＆キッズバレエ（３クラス） あい・ぽーと麹町

14 木 教育委員会視察◎ 福島県ブリティッシュヒルズ

10:00 親と子の絆プログラム「ベビープログラム」③ 富士見わんぱくひろば

15 金 11:00 親子リズム講座 一番町児童館

13:00 ママ＆ベビーヨガ 一番町児童館

16 土 10:00 学童クラブ説明会（麹町地区）① 麹町区民館洋室Ａ・Ｂ 1時間

16:00 学童クラブ説明会（麹町地区）② 麹町区民館洋室Ａ・Ｂ 1時間

10:00 楽しみサタデー「工藤兄弟と親子ふれあい遊び」「サンタさんがいっぱい」 麹町保育園

14:00 クリスマスコンサート あい・ぽーと麹町

15:00 小さなお茶会 西神田児童センター

17 日 9:00 日曜開放 一番町児童館

18 月 10:00 リトミック（２クラス） あい・ぽーと麹町

19 火 10:00 ノーバディーズ・パーフェクト いずみこどもプラザ

12 20 水 9:35 もちつき いずみこども園

10:45 よちよちタイム「ベビーマッサージ」 神田児童館

11:00 読み聞かせ あい・ぽーと麹町

18:30 子ども・子育て会議 教育委員会室（子育て推進課）

21 木 10:00 クリスマス会 四番町保育園

10:00 親と子の絆プログラム「ベビープログラム」④ 富士見わんぱくひろば

10:45 おたのしみ会 四番町児童館

11:00 幼児クラブ「クリスマス会」 富士見わんぱくひろば

22 金 10:30 おやこdeえいご あい・ぽーと麹町

11:00 さくらんぼタイム　クリスマス会 一番町児童館

10:00 クリスマス会 麹町保育園

10:00 クリスマス会 神田保育園

10:00 お楽しみ会 ふじみこども園

10:00 クリスマス会 西神田保育園

23 土 天皇誕生日

24 日 9:00 日曜開放 西神田児童センター

25 月 終業式 指導課

もちつき ふじみこども園

26 火 11:00 おしゃべりサロン・ベビーマッサージ 西神田児童センター

15:00 教育委員会第22回定例会◎ 教育委員会室（子ども総務課）

27 水

28 木

29 金 9:00 年末開館 公立４児童館
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教育委員会行事予定表
教育委員会資料
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子ども総務課

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

月 日 曜 時刻 行　事　（事　業　名） 場　所　等 備　考
12 30 土 9:00 年末開館 公立４児童館

15:00 小さなお茶会 西神田児童センター

31 日

1 1 月 元日

2 火

3 水

4 木

5 金

6 土

7 日

8 月 成人の日

9 火 始業式 指導課

11:00 サロンdeあいぽーと（アロママッサージ） あい・ぽーと麹町

1 10 水

11 木 10:00 校園長会 教育委員会室（子ども総務課）

10:15 １・２歳児親子体操③第１回／全３回 神田児童館

12 金 10:30 おやこdeえいご あい・ぽーと麹町

13 土 11:00 リラックスアロマ あい・ぽーと麹町

15:00 小さなお茶会 西神田児童センター

14 日

15 月 10:00 リトミック（２クラス） あい・ぽーと麹町

10:30 リラックスヨガ③第１回／全６回 神田児童館

16 火 9:00 適性検査出願受付（～15:00） 九段中等教育学校

17 水 9:00 適性検査出願受付（～15:00） 九段中等教育学校

10:00 ノーバディーズ・パーフェクト① 一番町児童館

10:45 よちよちタイム「ベビー体操」 神田児童館

11:00 読み聞かせ あい・ぽーと麹町

14:00 親子＆キッズバレエ（３クラス） あい・ぽーと麹町

18 木 10:00 ふれあい体操(3クラス） あい・ぽーと麹町

10:15 １・２歳児親子体操③第２回／全３回 神田児童館

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

11:00 親子リズム講座 一番町児童館

11:00 九段中等教育学校適性検査応募状況の発表 九段中等教育学校

13:30 千代田小学校研究発表会◎ 千代田小学校（指導課）

1 20 土 10:00 コモンセンス・ペアレンティング 一番町児童館

13:00 新年お楽しみ会＆かえっこﾊﾞｻﾞｰﾙ 西神田児童センター

14:00 科学教育センター　オープン参加教室 大妻女子大学（指導課）

14:00 新年おたのしみ会 四番町児童館
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