
1111 町辞令交付式（9時） 1111 1111 こころの健康相談 1111 健康を守る会 1111 庁議（10時） 1111 母子推進定例会 1111 野國總管野國總管野國總管野國總管まつりまつりまつりまつり 1111 嘉手納小学校修学旅行～2日 1111 沖縄県学力到達度調査 1111 1111 こころの健康相談 1111 母子推進定例会
金金金金 日日日日 水水水水 カミカミ（離乳食）教室 金金金金 月月月月 平和メッセージ展（～8日） 木木木木 土土土土 沖縄都市緑化月間(10/1～31) 火火火火 母子推進定例会 木木木木 母子推進定例会 日日日日 元日 水水水水 木木木木 県立高校卒業式

水防月間（5/1～31) 水道週間（6/1～7） 河川愛護月間（7/1～31） 固定資産税第2期分納期限 住生活月間(10/1～31） 公共建築月間(11/1～30) ムーチー 健康相談

まちづくり・土砂災害防止月間（～30） 海岸愛護月間（7/1～31) 道路ふれあい月間（8/1～31） 土地月間(10/1～31) 町税滞納整理月間（～12/31） 違反建築物防止週間(～3/7)
2222 2222 庁議（10時） 2222 母子推進定例会 2222 2222 2222 健康を守る会 2222 野國總管野國總管野國總管野國總管まつりまつりまつりまつり 2222 2222 県童話・お話・意見発表大会 2222 2222 母子推進定例会 2222 健康を守る会
土土土土 月月月月 固定資産税第1期分納期限 木木木木 土土土土 火火火火 鳥取県大山児童交流（受入）～5日 金金金金 カミカミ（離乳食）教室 日日日日 水水水水 嘉手納小学校社会見学 金金金金 健康を守る会 月月月月 木木木木 金金金金

3333 3333 3333 西区婦人がん検診（西区コミセン） 3333 3333 心理相談 3333 3333 庁議（10時） 3333 3333 3333 3333 健康を守る会 3333
日日日日 火火火火 憲法記念日 金金金金 日日日日 水水水水 土土土土 月月月月 カジマヤー 木木木木 文化の日 土土土土 火火火火 金金金金 土土土土

4444 庁議（10時） 4444 4444 4444 庁議（10時） 4444 北・南区健診結果説明会 4444 もれ健診結果説明会 4444 西区健診結果説明会 4444 健康を守る会 4444 もれ健診 4444 仕事始め 4444 4444
月月月月 自治会長会（14時） 水水水水 みどりの日 土土土土 月月月月 中央区健診結果説明会 木木木木 母子推進定例会 日日日日 区民一斉清掃 火火火火 金金金金 日日日日 水水水水 庁議（10時） 土土土土 日日日日

嘉手納中学校：職場体験～8日
5555 清明祭 5555 5555 ユッカヌヒ 5555 5555 健康を守る会 5555 庁議（10時） 5555 心理相談 5555 5555 庁議（10時） 5555 母子推進新年会 5555 もれ結果説明会 5555 庁議（10時）
火火火火 木木木木 こどもの日 日日日日 嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納ハーリーハーリーハーリーハーリー大会大会大会大会 火火火火 金金金金 月月月月 トーカチ 水水水水 土土土土 月月月月 木木木木 日日日日 月月月月

6666 6666 6666 庁議（10時） 6666 こころの健康相談 6666 旧七夕 6666 健康展 6666 母子推進定例会 6666 6666 屋良幼・小学校避難訓練 6666 幼稚園・小中2学期後半開始 6666 庁議（10時） 6666 カミカミ（離乳食）教室
水水水水 金金金金 野國總管まつり実行委員会総会 月月月月 水水水水 嘉手納小学校宿泊学習～7日 土土土土 火火火火 木木木木 日日日日 火火火火 金金金金 嘉手納高校3学期始業式 月月月月 火火火火

健康を守る会
7777 第１学期小中新任式・始業式 7777 7777 北・南区集団健診（中央公民館） 7777 ニコニコ歯科健診 7777 7777 こころの健康相談 7777 幼稚園・小中学校1学期終業式 7777 庁議（10時） 7777 ３歳児健診 7777 7777 十六日 7777 こころの健康相談
木木木木 県立高校入学式（14時） 土土土土 火火火火 木木木木 日日日日 水水水水 金金金金 月月月月 水水水水 土土土土 火火火火 水水水水 県立高校入学試験

8888 屋良・嘉手納小学校入学式　午前中 8888 8888 北・南区集団健診（中央公民館） 8888 心豊かな青少年を育む夕べ 8888 課長会議（10時） 8888 ニコニコ歯科健診 8888 幼小中秋季休業日（～１６日） 8888 いきがいディサービス交流会（10時） 8888 ポリオ集団予防接種（中央公民館） 8888 町成人式町成人式町成人式町成人式 8888 ３歳児健診 8888 ニコニコ歯科健診
金金金金 嘉手納中学校入学式（14時） 日日日日 水水水水 金金金金 東区婦人がん検診（東区コミセン） 月月月月 木木木木 嘉手納中音楽発表会 土土土土 火火火火 カミカミ（離乳食）教室 木木木木 日日日日 青少年センター新春もちつき大会 水水水水 木木木木 県立高校入学試験

9999 9999 課長会議（10時） 9999 ポリオ集団予防接種（中央公民館） 9999 9999 西区集団健診（西区コミセン） 9999 9999 9999 町校長会 9999 嘉手納中学校学対実践発表会 9999 9999 屋良幼稚園お別れ遠足 9999 嘉手納外語塾卒業式

土土土土 月月月月 自治会長会（14時） 木木木木 土土土土 火火火火 金金金金 日日日日 水水水水 親子教室 金金金金 月月月月 成人の日 木木木木 金金金金

洋裁教室（中央公民館 ～7/11毎週月）

10101010 10101010 青少年健全育成協議会の定期総会（18時） 10101010 10101010 もれ①集団健診（役場） 10101010 西区集団健診（西区コミセン） 10101010 下水道の日 10101010 中国福建省交流（～14日） 10101010 精神家族会 10101010 乳児一般健診 10101010 課長会議（10時） 10101010 10101010 嘉手納中学校卒業式

日日日日 火火火火 中央区集団健診（中央区コミセン） 金金金金 日日日日 水水水水 土土土土 月月月月 体育の日 木木木木 ニコニコ歯科健診 土土土土 火火火火 金金金金 土土土土

11111111 課長会議（10時） 11111111 中央区集団健診（中央区コミセン） 11111111 11111111 課長会議（10時） 11111111 精神家族会 11111111 町陸上競技大会町陸上競技大会町陸上競技大会町陸上競技大会 11111111 課長会議（10時） 11111111 税を知る週間（～17日） 11111111 屋良幼・小学校学対実践発表会 11111111 親子教室 11111111 11111111

月月月月 屋良・嘉手納幼入園式 水水水水 民生・児童委員協議会総会（17時） 土土土土 月月月月 木木木木 日日日日 火火火火 金金金金 日日日日 もれ④集団健診（役場） 水水水水 土土土土 建国記念の日 日日日日

違反建築物防止週間(～10/17) 二十正月

12121212 12121212 ニコニコ歯科健診 12121212 区民一斉清掃 12121212 12121212 旧盆（ウンケ－） 12121212 課長会議（10時） 12121212 親子教室 12121212 外語塾スピーチコンテスト（2：00） 12121212 課長会議（10時） 12121212 精神家族会 12121212 12121212 課長会議（10時）

火火火火 木木木木 日日日日 火火火火 金金金金 月月月月 十五夜 水水水水 世界のｳﾁﾅｰﾝﾁｭ大会（～16日） 土土土土 もれ③集団健診（役場） 月月月月 木木木木 日日日日 月月月月

13131313 ３歳児健診 13131313 薬膳料理教室（中央公民館　～6月10日毎週金） 13131313 課長会議（10時） 13131313 心理相談 13131313 13131313 13131313 町校長会 13131313 13131313 13131313 １．６歳児健診 13131313 課長会議（10時） 13131313

水水水水 金金金金 月月月月 水水水水 土土土土 火火火火 木木木木 精神家族会 日日日日 火火火火 金金金金 月月月月 火火火火

14141414 14141414 14141414 北・南区婦人がん検診 14141414 精神家族会 14141414 旧盆（ウ－クイ） 14141414 14141414 14141414 課長会議（10時） 14141414 親子教室 14141414 もれ結果説明会 14141414 14141414 １．６歳児健診

木木木木 土土土土 火火火火 　　（嘉手納地区児童館） 木木木木 日日日日 水水水水 金金金金 月月月月 水水水水 土土土土 大学入試センター試験 火火火火 水水水水 県立高校１次合格発表

都市景観大賞（～6/23）

15151515 嘉手納外語塾入学式（14：00） 15151515 15151515 親子教室 15151515 15151515 庁議（10時） 15151515 15151515 15151515 西浜区健診結果説明会 15151515 15151515 町民新春マラソン大会 15151515 親子教室 15151515

金金金金 日日日日 水水水水 ヨガ教室（中央公民館 ～7/27毎週水） 金金金金 月月月月 町平和祈願祭町平和祈願祭町平和祈願祭町平和祈願祭 木木木木 土土土土 火火火火 木木木木 健康相談 日日日日 大学入試センター試験 水水水水 木木木木

エイサーエイサーエイサーエイサー広場広場広場広場

16161616 乳児一般健診 16161616 庁議（10時） 16161616 健康相談 16161616 16161616 16161616 心の健康講演会 16161616 もれ②集団健診（役場） 16161616 16161616 嘉手納幼・小学校学対実践発表会 16161616 庁議（10時） 16161616 16161616

土土土土 月月月月 木木木木 紅型染教室（中央公民館 ～7/21毎週木） 土土土土 火火火火 金金金金 日日日日 中頭地区陸上競技大会 水水水水 金金金金 嘉手納高校持久走・駅伝大会 月月月月 食改定例会 木木木木 嘉手納中学校入学オリエンテーション 金金金金 幼稚園修了式（屋良幼・嘉手納幼）

17171717 町内清明（ピーク） 17171717 17171717 心豊かな青少年を育む夕べ実行委員会（18時） 17171717 17171717 親子教室 17171717 17171717 庁議（10時） 17171717 健康相談 17171717 17171717 最上交流事業予定～20日（派遣） 17171717 少年を守る日 17171717

日日日日 火火火火 金金金金 嘉手納小学校避難訓練（不審者） 日日日日 YOUYOUYOUYOU・・・・遊比謝川河童遊比謝川河童遊比謝川河童遊比謝川河童まつりまつりまつりまつり 水水水水 土土土土 月月月月 幼稚園・小中学校2学期始業式・前半開始 木木木木 土土土土 火火火火 金金金金 土土土土

嘉手納高校校内陸上 食改定例会 屋良・嘉手納幼稚園生活発表会

18181818 庁議（10時） 18181818 こころの健康相談 18181818 乳児一般健診 18181818 18181818 ＤＴ集団予防接種（中央公民館） 18181818 18181818 18181818 １．６歳児健診 18181818 18181818 こころの健康相談 18181818 乳児一般健診 18181818

月月月月 水水水水 土土土土 月月月月 海の日 木木木木 日日日日 町役場採用試験 火火火火 金金金金 中頭地区童話・お話・意見発表会 日日日日 水水水水 土土土土 日日日日

19191919 19191919 １．６歳児健診 19191919 19191919 庁議（10時） 19191919 19191919 19191919 19191919 19191919 庁議（10時） 19191919 沖縄県母子保健大会 19191919 19191919 庁議（10時）

火火火火 木木木木 日日日日 屋良っ子夢スクール 火火火火 食改定例会 金金金金 月月月月 敬老の日 水水水水 土土土土 月月月月 食改定例会 木木木木 日日日日 月月月月 小学校卒業式（屋良小・嘉手納小）

食改定例会

20202020 20202020 町要保護児童対策地域協議会（15時） 20202020 庁議（10時） 20202020 幼稚園・小中学校1学期前半終了 20202020 乳児一般健診 20202020 庁議（10時） 20202020 20202020 町婦人連合会芸能の集い 20202020 屋良小学校宿泊学習～21日 20202020 保健セミナー 20202020 庁議（10時） 20202020

水水水水 金金金金 月月月月 食生活改善定例会 水水水水 嘉手納高校1学期終業式 土土土土 火火火火 食改定例会 木木木木 町P連童話・お話・意見発表大会 日日日日 火火火火 カミカミ（離乳食）教室 金金金金 月月月月 食改定例会 火火火火 春分の日

21212121 21212121 乳児一般健診 21212121 21212121 健康相談 21212121 21212121 西浜区集団健診（西浜区コミセン） 21212121 21212121 庁議（10時） 21212121 嘉手納中校内マラソン 21212121 21212121 母子担当者会議 21212121 小中学校学年修了式・離任式

木木木木 土土土土 火火火火 木木木木 幼小中夏季休業日（～８／２１） 日日日日 幼小中夏季休業最終日 水水水水 金金金金 月月月月 食改定例会 水水水水 こころの健康相談 土土土土 火火火火 水水水水 心理相談

22222222 22222222 狂犬病予防集合接種 22222222 東区健診結果説明会 22222222 かでなかでなかでなかでな社交業社交業社交業社交業ビアフェスタビアフェスタビアフェスタビアフェスタ 22222222 管理職会議（10時） 22222222 西浜区集団健診（西浜区コミセン） 22222222 冬至 22222222 屋良幼稚園役場・消防訪問 22222222 町定例教育委員会議 22222222 屋良っ子発表会 22222222 22222222 町定例教育委員会議

金金金金 日日日日 水水水水 金金金金 月月月月 幼稚園・小中学校1学期後半開始 木木木木 土土土土 火火火火 嘉手納幼稚園役場訪問 木木木木 幼稚園・小中学校2学期前半終了 日日日日 水水水水 木木木木

嘉手納高校2学期終業式

23232323 道の駅週末市 23232323 管理職会議（10時） 23232323 23232323 道の駅週末市 23232323 23232323 23232323 23232323 23232323 幼小中冬季休業日（～１／５） 23232323 管理職会議（10時） 23232323 町定例教育委員会議 23232323

土土土土 苗木配布 月月月月 嘉手納中学校避難訓練 木木木木 慰霊の日 土土土土 火火火火 金金金金 秋分の日 日日日日 水水水水 勤労感謝の日 金金金金 天皇誕生日 月月月月 旧正月 木木木木 金金金金

西浜区婦人がん検診（福祉センター）

24242424 比謝川鯉比謝川鯉比謝川鯉比謝川鯉のぼりのぼりのぼりのぼりフェスタフェスタフェスタフェスタ 24242424 24242424 町定例教育委員会議 24242424 24242424 ３歳児健診 24242424 道の駅週末市 24242424 管理職会議（10時） 24242424 町定例教育委員会議 24242424 道の駅週末市 24242424 ハイリスク妊婦連携会議 24242424 24242424 道の駅週末市

日日日日 中学校日曜授業参観日・部育成集会 火火火火 金金金金 日日日日 水水水水 土土土土 月月月月 木木木木 土土土土 火火火火 金金金金 土土土土

25252525 管理職会議（10時） 25252525 フォロー健診 25252525 道の駅週末市 25252525 管理職会議（10時） 25252525 町定例教育委員会議 25252525 嘉手納高校舞台祭 25252525 母子担当者会議 25252525 25252525 25252525 25252525 道の駅週末市 25252525

月月月月 カミカミ（離乳食）教室 水水水水 商工会定期総会 土土土土 月月月月 木木木木 保健師業務研究発表会 日日日日 火火火火 金金金金 嘉手納小学校避難訓練（火災訓練） 日日日日 水水水水 土土土土 日日日日

26262626 東区集団健診（屋良地区体育館） 26262626 町定例教育委員会議 26262626 嘉手納小学校日曜参観 26262626 26262626 保健師研修会 26262626 管理職会議（10時） 26262626 ３歳児健診 26262626 道の駅週末市 26262626 管理職会議（10時） 26262626 町定例教育委員会議 26262626 26262626 管理職会議（10時）

火火火火 木木木木 日日日日 火火火火 金金金金 月月月月 水水水水 土土土土 月月月月 固定資産税第3期分納期限 木木木木 ニコニコ歯科健診 日日日日 月月月月 県立高校2次募集合格発表

27272727 東区集団健診（屋良地区体育館） 27272727 高校総体総合開会式 27272727 管理職会議（10時） 27272727 １．６歳児健診 27272727 道の駅週末市 27272727 27272727 町定例教育委員会議 27272727 町ウオーキング大会 27272727 27272727 27272727 管理職会議（10時） 27272727

水水水水 金金金金 月月月月 水水水水 土土土土 火火火火 木木木木 屋良小学校社会見学・修学旅行～28日 日日日日 火火火火 金金金金 月月月月 火火火火

28282828 町定例教育委員会議 28282828 高校総体（～6月1日） 28282828 中央区婦人がん検診（中央区コミセン） 28282828 町定例教育委員会議 28282828 28282828 １．６歳児健診 28282828 28282828 管理職会議（10時） 28282828 仕事納め 28282828 道の駅週末市 28282828 28282828 親子教室

木木木木 屋良・嘉手納幼・小 春の遠足 土土土土 道の駅週末市 火火火火 カミカミ（離乳食）教室 木木木木 日日日日 水水水水 金金金金 月月月月 水水水水 土土土土 火火火火 水水水水

屋良第２公園リニューアルオープン

29292929 昭和の日 29292929 29292929 ３歳児健診 29292929 29292929 29292929 29292929 乳児一般健診 29292929 29292929 29292929 嘉手納小学校学芸会 29292929 心理相談 29292929 健康相談

金金金金 兼久公園徒渉池オープン～9/25 日日日日 水水水水 金金金金 月月月月 木木木木 土土土土 高体連新人大会（～11月1日） 火火火火 木木木木 日日日日 水水水水 固定資産税第4期分納期限 木木木木

道の駅週末市     

30303030 30303030 30303030 健康相談 30303030 30303030 建築物防災週間(～9/5) 30303030 野國總管例祭野國總管例祭野國總管例祭野國總管例祭 30303030 嘉手納中学校体育祭 30303030 沖縄県学力到達度調査 30303030 30303030 ＊ 30303030

土土土土 月月月月 木木木木 町県民税第1期分納期限 土土土土 火火火火 金金金金 日日日日 水水水水 標準学力検査 金金金金 月月月月 ＊ 金金金金

    フォロー健診 ＊

＊＊＊＊ 31313131 母子担当者会議 ＊ 31313131 31313131 町県民税第2期分納期限 ＊ 31313131 町県民税第3期分納期限 ＊ 31313131 31313131 鳥取県大山町児童交流～2/3 ＊ 31313131

＊＊＊＊ 火火火火 町老人クラブ連合会総会 ＊ 日日日日 水水水水 ＊ 月月月月 ＊ 土土土土 火火火火 嘉手納中学校修学旅行～2/3 ＊ 土土土土

＊＊＊＊     軽自動車税納期限 ＊ ＊ ＊  町県民税第4期分納期限 ＊

２月

嘉手納町立小中学校（第１学期：4月1日から１０月１４日　　　第２学期：１０月１５日から３月３１日）　　　

７月 ８月 ３月９月 １０月 １１月 １２月 １月

5555月月月月11111111日修正日修正日修正日修正　　　　赤字赤字赤字赤字：：：：福祉部関連福祉部関連福祉部関連福祉部関連　　　　　　　　青字青字青字青字：：：：教育委員会関連教育委員会関連教育委員会関連教育委員会関連　　　　　　　　黒字黒字黒字黒字：：：：そのそのそのその他他他他

４月 ５月 ６月

平成平成平成平成23232323年度年度年度年度((((2011201120112011年年年年）　）　）　）　嘉手納町嘉手納町嘉手納町嘉手納町　　　　年間行事計画年間行事計画年間行事計画年間行事計画


