
令和２年度　１０月行事予定表 2020/9/15

※昨年度までの「事務連携」は「共同学校事務室」と名称変更しました。  ※あいさつで絆の日は令和２年度から、交通安全の日

月 日 曜 Ａ　Ｌ　Ｔ　(市教研を参観できるように配慮) 学校図書館司書 提出物など

市の予定 文科省･県･東教事･東教推･研究会等の予定 ボブ アレン ヴィンセント ララ レイ アル ジュリアス 大坂 ウィリアム 宮地 林 加藤

10 1 木

(中)音楽主任研修会(16:00学校会場) 中止 地域学校協働活動推進員等育成研修③
【ＴＶ】(恵那庁５Ａ) 〇 陶都中 滝呂小 根本小 南姫小 小泉小 養正小 笠原小 昭和小 笠原中 南姫中 笠原小 共栄小

10 2 金

養護教諭部会(14:30駅北) 小学校体力向上マネジメント指導者講習
会(中津川サンライフ)  中止
研修調整会⑤(恵那庁５Ａ)

△ 陶都中 南ヶ丘中 北陵中 南姫中 小泉小 共栄小 笠原小 笠原小 笠原中 小泉中 平和中 多治見中

10 3 土

10 4 日

10 5 月
地域学校協働活動市町村担当者研修(中濃
総合庁舎) ▲ 陶都中 滝呂小 北栄小 池田小 平和中 市之倉小 笠原小 笠原小 笠原中 北陵中 昭和小 滝呂小

10 6 火

校長会⑦(9:00駅北)
幼研A(15:00歌:昭和幼、自然:養正幼)

初任研連携校研修②（午前：瑞浪中、午
後：瑞浪南中） 〇 陶都中 滝呂小 北栄小 池田小 小泉小 養正小 笠原小 笠原小 笠原中 北陵中 昭和小 滝呂小

10 7 水

主幹教諭連絡会議(学校会場：多治見市
恵那庁)※会場変更
いじめ・不登校対策連携協議会⑦(学校会
場:多治見市 恵那庁）※会場変更
小学校教員みんなでClassroom
English講座②(恵那庁南棟) 中止
幼新研⑤

△ 精華小 滝呂小 根本小 昭和小 小泉小 脇之島小 笠原小 昭和小 笠原中 小泉小 南ヶ丘中 養正小

10 8 木

東濃地区小中学校事務職員研修協議会②
(瑞浪市総合文化センター)　中止
東濃地区特別支援教育研究大会(瑞浪北
中) 中止

△ 精華小 南ヶ丘中 北陵中 南姫中 平和中 養正小 笠原小 昭和小 さわらび 南姫小 脇之島小 池田小

10 9 金
前期　終業式

〇 精華小 多治見中 根本小 南姫小 小泉中 共栄小 笠原小 笠原小 笠原中 北栄小 笠原中 陶都中

10 10 土

10 11 日 前期　最終日

10 12 月

後期　開始日
後期　始業式
事務部会③(13:30笠中公 駅北) ※期日及び会
場変更
幼稚園長会(15:00駅北)

〇 精華小 滝呂小 北栄小 池田小 小泉小 市之倉小 笠原小 笠原幼 笠原保 北陵中 昭和小 滝呂小

10 13 火

教頭会⑥(9:20笠中公 駅北) ※会場変更
幼研B(15:00昭和幼) 〇 精華小 滝呂小 北栄小 池田小 小泉小 脇之島小 笠原小 笠原小 笠原中 北陵中 昭和小 滝呂小

10 14 水

教育長訪問（午前：脇之島小、午後：平和中） 地域学校協働活動市町村従事者研修(恵那
庁大会) 〇 陶都中 南ヶ丘中 北陵中 南姫中 平和中 共栄小 笠原小 昭和小 笠原中 根本小 市之倉小 精華小

10 15 木

教育長訪問（午前：多治見中） 第２回　学力向上推進会議(13:30恵那庁
大会) ※Web会議にて開催 × 陶都中 多治見中 根本小 南姫小 小泉中 養正小 笠原小 昭和小 笠原中 南姫中 笠原小 共栄小

10 16 金

教務主任研修会⑤(14:20笠中公 駅北)※弘済
会説明、会場変更 〇 精華小 多治見中 根本小 昭和小 小泉中 共栄小 笠原小 笠原小 笠原中 小泉中 平和中 多治見中

10 17 土

10 18 日 東濃駅伝大会(椛の湖)　中止

10 19 月
就学等支援委員会③(13:15駅北13:30バロ
文)※開始時刻・会場変更

重点講話③【ＴＶ】(恵那庁大会) ※
Web会議システムによる研修 〇 精華小 滝呂小 北陵中 池田小 小泉小 脇之島小 笠原小 笠原保 笠原幼 北陵中 昭和小 滝呂小

10 20 火

適応指導推進委員会②(15:00さわらび) (小・中)初任研・研修校研修③(瑞浪小)
※(中)初任研・研修校研修は、11/25
に変更
東教推研究発表会・実践交流会(午後:瑞浪
小)

× 陶都中 南ヶ丘中 北栄小 南姫中 平和中 養正小 笠原小 笠原小 笠原中 北陵中 昭和小 滝呂小

・指導主事派
遣申請書11月
分(メール)

10 21 水

教育長訪問（午前：笠原保）
小学校音楽祭準備(15:30バロ文)　中止
幼保合同副園長会(15:00駅北)

研修校校長会・次長会合同会(恵那庁５Ａ)

〇 陶都中 多治見中 根本小 昭和小 小泉中 市之倉小 笠原小 昭和小 笠原中 小泉小 南ヶ丘中 養正小

10 22 木
小学校音楽祭(9:15バロ文) 中止

〇 養正幼 多治見中 根本小 南姫小 小泉小 養正小 笠原小 昭和小 笠原中 南姫小 脇之島小 池田小

10 23 金
教育長訪問（午前：滝呂小）
さわらび秋の野外活動(10:00地球村) 中止

人権教育教員研修会(恵那庁大会) ※Web
会議にて実施 △ 精華愛児 滝呂小 根本小 昭和小 小泉小 共栄小 笠原小 笠原小 笠原中 北栄小 笠原中 陶都中

10 24 土
●長良東小学校研究発表会　※R3に延
期

10 25 日

10 26 月
幼保小連絡会(15:00小泉公)

△ 明和幼 南ヶ丘中 北陵中 南姫中 小泉中 市之倉小 笠原小 笠原小 笠原中 北陵中 昭和小 滝呂小

・11月の行事
予定(紙13部)

10 27 火
あいさつで絆の日
教育長訪問（午前：北陵中） △ 昭和幼 多治見中 北栄小 池田小 小泉中 脇之島小 笠原小 笠原小 笠原中 北陵中 昭和小 滝呂小

10 28 水
生徒指導主事会④(14:00バロ文 駅北)※会場
変更

へき地・複式教育研究大会(上矢作小・中
学校) △ 精華小 滝呂小 北栄小 昭和小 平和中 共栄小 笠原小 昭和小 笠原中 根本小 市之倉小 精華小

10 29 木
共同学校事務室⑥(13:30各学校)
校長研(14:00笠原中)

特支コーディネーター研②【TV】(恵那
庁大会) Web会議または紙面による研修 △ 陶都中 滝呂小 根本小 南姫小 小泉小 養正小 笠原小 昭和小 笠原中 南姫中 笠原小 共栄小

10 30 金
東濃地区図工･美術教育研究協議会瑞浪大
会(13:00瑞浪市文化センター) △ 陶都中 滝呂小 根本小 昭和小 小泉小 共栄小 笠原小 笠原小 笠原中 小泉中 平和中 多治見中

10 31 土

土曜学習「わがまち 多治見大好き講座」多治
見探訪　下街道なぞときツアー（産文 他）

会場の
略称

学校報提出
(毎号紙6部)

東

教

事

主

事

多治見市教育研究所

エール：とうしん学びの丘エール(月)，バロ文：バロー文化ホール(火)，恵那庁：恵那総合庁舎，○小：○小学校，○中：○中学校，○保：○保育園，○幼：○幼稚園

駅北：市役所駅北庁舎，本庁：市役所本庁舎，笠中公：笠原中央公民館(月)，〇公：〇公民館，産文：産業文化センター，勤セ：勤労者センター

精華セ：精華交流センター（旧 精華公民館）


