
令和元年度　承認校一覧及び履歴 ※募集枠・・・読書：20校、家族：20校、地域連携：20校

30 29 28

1 3 白川小 中央 読書 ――――― 8/1～12/24 家族 家族

2 13 古町小 西 読書 ――――― 読書 家族

3 16 花園小 西 読書 本の読み聞かせ 11月25日

4 27 御幸小 南 読書 読み聞かせボランティア 6/20～2/13 読書

5 44 城北小 北 読書 ―――――

6 55 武蔵小 北 読書 ――――― 家族 家族 読書

7 56 帯山西小 中央 読書 ――――― 地域連携 読書

8 62 弓削小 北 読書 お話ボランティア　かぐやひめ 家族 読書

9 65 楡木小 北 読書 ――――― 5月～3月 地域連携 地域連携 地域連携

10 72 飽田南小 南 読書 マンガで鍛える読書力

11 77 川口小 南 読書 heart　～耳を澄ませば～　心の読み聞かせ活動 6/7～3/13

12 95 龍田西小 北 読書 ――――― 地域連携 地域連携 読書

13 212 湖東中 東 読書 ――――― 地域連携 読書

14 218 錦ヶ丘中 東 読書 ――――― 家族 読書

15 220 東部中 東 読書 ――――― 家族 家族

16 223 武蔵中 北 読書 「棒が一本あったとさ」読み語りの会 4月～2月 読書

17 227 井芹中 西 読書 ――――― 2学期 地域連携 地域連携

18 234 力合中 南 読書 ――――― 読書

1 10 大江小 中央 家族 白川中校区是法神社夏祭りにおける運営 7月20日 地域連携 家族 家族

2 11 本荘小 中央 家族 本荘小親子クリーン大作戦 8月24日 読書

3 14 春日小 西 家族 みんなで学ぼう！防犯パワーアップ教室 ９～10月 地域連携

4 18 出水小 中央 家族 家族で巡る出水校区ウォークラリー 10月12日 地域連携 読書 地域連携

5 29 高橋小 西 家族 親子奉仕活動 8月25日 読書 家族 家族

6 46 西原小 東 家族 かず先生のおもしろサイエンス！教室 11月2日

7 51 託麻北小 東 家族 託麻北校区八十八ヶ所めぐり 12月1日 地域連携

8 67 西里小 北 家族 防災・減災×ﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ　西里おやじおかんの会
だよ全員集合！

7/27予定 読書 地域連携 読書

9 76 奥古閑小 南 家族 凧作り＆凧揚げ体験 12月22日

10 79 日吉東小 南 家族 日吉東まつり ９月 読書 家族

11 228 北部中 北 家族 次の動力へ「みんなでリサイクル活動」 10月19日

12 235 龍田中 北 家族 生徒会執行部と連携したＰＴＡ活動の立案と実施 6/4～7/28 地域連携

1 1 壺川小 中央 地域連携 壺川を守ろう！家族を守ろう！自分を守ろう！ 12月1日 家族 家族 読書

2 7 五福小 中央 地域連携 ふれあい餅つき 12月7日 家族 家族 読書

3 12 春竹小 中央 地域連携 ふれあいフェスタinはるたけ(夏祭り) 8/16～8/18 家族

4 17 池田小 西 地域連携 ふれあい給食・伝承遊び ２月 家族 家族

5 20 画図小 東 地域連携 花いっぱい大作戦！ガーデニングクラブ主催 8月18日 読書 家族 地域連携

6 23 清水小 北 地域連携 清水小防犯委員会活動　防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 6/13～2/13 家族 家族 地域連携

7 43 若葉小 東 地域連携 若葉小防災フェス（仮称） 10月19日 読書

8 57 月出小 東 地域連携 第29回まちかどオリエンテーリング 6月8日 読書 地域連携

9 58 出水南小 中央 地域連携 夏休み校区パトロール 7月22日 読書 読書

10 59 健軍東小 東 地域連携 サイエンスショー「これが空気のパワーでショー」 10月6日 読書

11 63 託麻南小 東 地域連携 よかとこめぐり 2月9日 地域連携

12 82 杉上小 南 地域連携 ふるさとまつり 12月1日 読書 家族

13 85 植木小 北 地域連携 植木小どんどや 1月19日 読書 地域連携 地域連携

14 87 田原小 北 地域連携 どんどや 1/11～1/12 家族 読書 家族

15 92 田底小 北 地域連携 令和元年度 田底校区伝統行事「どんどや」 1月13日 地域連携

16 94 力合西小 南 地域連携 風水害が起きる前にマイ･タイムラインをつくろう 7月6日 家族 家族 読書

17 225 出水南中 中央 地域連携 出水南中学校区 地区別懇談会 7月6日 家族 読書 家族

18 242 植木北中 北 地域連携 花いっぱいプロジェクト 4/25～11/30 読書

学校名 区 ﾌﾟﾗﾝ名 事　　業　　名 実施予定日
助成の履歴（年度）


