教育委員会 教育行政報告一覧表
日

曜
日

教育長

（平成30年1月・2月）
教育総務班

教育施設班

1/30 火

31 水

宮城県市町村教育委員・教育長研修会
（13:30～ホテル白萩）

市町村教育委員新任教育委員等実務研修
会(10:30～ホテル白萩 鹿野委員出席)
宮城県市町村教育委員・教育長研修会
（13:30～ホテル白萩）教育委員4名、教育長
出席

2/1 木

2 金 ・校長会(9:30～鳴瀬未来中)

学校教育班

中央幼稚園

・学校訪問（大曲小１年１組・２組）

・避難訓練

・公立高校前期選抜入試日

・学校訪問（桜華小１年１組・２組）

・誕生会
・石巻地区公立幼稚園こども園協議会副園
長会(桃生幼)

・特別支援学級共同学習【感謝の会】
10:30～ 大曲市民C
・小中学校教務主任研修会
15:00～ 鳴瀬桜華小

・ＴＴ授業（矢本二中）

・安全点検
・年少児体育教室 28名

・JL初級研修PR(市内小学校)

・学校訪問（矢本一中１年４組・５組）
・新入生アレルギー対応面談（矢本東小２
名）

豆まき会６７名

・仙台箪笥見学(小野市C) AM(50名)
・派遣社会教育主事研修会(県庁)10:00

・第３１回オール赤井凧あげ大会

・教師塾⑨ 15:00～ コミセン
「見る・知る・つなぐ」 講師：小泉一樹氏
・矢本西小１日入学
・いじめ調査⑤(今年度最終)

・校長面談(9:00～12:00教育長室)
・教頭会(14:00～未来中)
・宮野森小学校視察(15:00～東松島市商工
・市政懇談会(赤井地区自治協議会:19:00～ 会)20名視察
赤井市民センター)

・校長面談(9:00～12:00教育長室)
7 水 ・NTT第二PI部小川部長他3名挨拶(14:00～
教育長室)

9 金

10 土

・職員採用試験 (弁護士10:00～12:00応接
室)
・議案検討委員会(13:30～17:00 301会議
室)

・矢本東小学校講堂大規模改造等工事定
例会議 (13：30～現場事務所)

文化財班・縄文村

幼児体育(大塩保育所)
チャレンジデー実行員会総会
10:00～202会議室

・給食試食会（宮野森小PTA28名）
・食材放射能サンプル測定１３：１５～東部
教育事務所

・幼児体育(中央幼稚園年少)

・小野市民センター配本所蔵書点検

・おはなし会11:00～ /朗読講座発表会
14:00～コミセン

・矢本クラブジュニア 10:30～ 17人来館

・広告審査委員会(生涯学習カレンダー)
・海と大地実行委員会(204)18:30【8名】

・休館日(図書館)

・石幼こ協園長会(河北幼)
・副園長・教頭会議

・市民センター会議(宮戸市C)13:30

・幼児体育(矢本西保育園)

・職員評価校長面談② 9:00～
・地域教材開発プロジェクト④15:00(301)

・年長児体育教室３５名

・県子連事務担当者会議(県青年会館)10:00
・子育てサポート研修(県庁)10:00

・幼児体育(中央幼稚園 年長)

・アウトリーチ事業(読書指導講座:理科読)
赤井南小６年生

・休館日(縄文村)
・社会科教材プロジェクト
・H30国庫補助ヒアリング14:30（県庁）

・乳幼児向けおはなし会11:00～【38名参加】

ｈ.30国庫補助申請

・赤井市民センター配本所蔵書点検

・放課後子ども教室反省会(コミセン)14:30【21

・公立高校前期選抜合格発表 16:00
・矢本中央幼稚園１日入園

・平成30年度入園予定者一日入園２４組参 名】
・社会教育主事養成制度の見直しに係る説明会 ・幼児体育(赤井南保育所)
加
(東北大)13:30

・市議会第1回定例会開会(3月2日までの予
・矢本一中入学説明会
定)
・鳴瀬桜華小学校建設事業説明会(19:00～ ・矢本第一中学校エキスパンションジョイント
・１日入学
・石巻地区へき地教育振興会 教育懇談会・ 小野市民センター１階講堂)市民22名参加 改修工事完成検査(13:30～)
（大曲小・赤井小・赤井南小・宮野森小）
功労者表彰(菊池委員・木村委員出席予定)

・学校給食センター整備運営事業モニタリン
グ（平成３０年１月次報告）
・蛇田小幼保連絡会
・野菜入札（３月調達分）

・石巻地区社会教育委員社会教育職員連絡協議
会(女川)13:30

・幼児体育担当者会議
・特別名勝松島保存管理専門委員会9：00
・第9回総合型地域スポーツクラブ会議 19： （202会議室）諮問4件、全許可答申、委員長 ・赤井市民センター配本所蔵書点検
00 市体
決済3件全許可答申

・平成２９年度東松島市スポーツ少年団団
員交流大会(9:00～東松島市民体育館)

・建国記念の日

・1月貸出冊数 16,148冊 前月比3,557冊
増

・小野市民センター配本所蔵書点検

・教委課長等会議

・幼稚園副園長、小中学校教頭合同会議
14:00～ 鳴瀬未来中
・学校訪問（鳴瀬未来中１年３組）
・職員評価校長面談① 9:00～
・食材見積合せ（３月調達分）
・大塩小１日入学
・赤井地区市政懇談会 19:00～赤井市民Ｃ
・職員検便

図書館

朗読講座⑥ 11:00～コミセン【27名参加】

休館日(縄文村)
発掘調査指導委員会（南庁舎）

・オール赤井凧上げ大会【300名】

・本部員会議・部課長会議(8:45～9:45 301
5 月 会議室)
・市長・教育長対談(13:00～14:00応接室)

8 木

・協働教育全体会(コミセン)14:00【47名】
・評価検証委員会(コミセン)15:45(14名)

スポーツ振興班

・大塩親子ふれあいスケート教室【25名】

4 日

6 火

社会教育班

・特別支援コーディネーター研修会⑤
ことばの教室関係 15:10～ 赤井小
・矢本西小学力向上プログラム事業③
・赤井小学校放課後学習会

・教育委員会課長等会議(16:00～ 204会議
・教育委員会課長等会議(16:00～ 204会議
・市小中学校長会議 9:30～ 鳴瀬未来中
室)
室)
・矢本東小１日入学

・石巻地区スポ少母集団、指導者研修会兼
3 土 石巻地区スポ少役員研修会(15:30～コミセ
ン 2階)

学校給食センター

・おはなし会11:00～【17名参加】

11 日 ・市民防災デー

・建国記念の日
・市民防災デー

・建国記念の日
・市民防災デー

・建国記念の日
・市民防災デー

・建国記念の日
・市民防災デー

・建国記念の日
・市民防災デー

・建国記念の日
市民防災デー

・建国記念の日
・市民防災デー

・建国記念の日
・市民防災デー

12 月 ・振替休日

・振替休日

・振替休日

・振替休日
・魅力ある学校づくり調査研究事業説明会
(文科省)

・振替休日

・振替休日

・振替休日

・振替休日

・振替休日
・全国中学校PTA連絡協議会9:45 107人来 ・休館日(図書館)
館

13 火 ・議会定例会一般質問(10:00～議場)

・東松島市奨学生募集受付開始

・石幼こ協役員会 住吉幼 (園長・齋藤)

・青少年健全育成東部地域研修会(コミセ
ン)13:00
・芸術文化関係会計検査〜14日

・幼児体育(大曲保育所)2/14より移動

・２月定例会(一般質問～１５日)
・赤井小学校放課後学習会

・すこやか学級第9回学習会 閉講式【21名】
・第2回東部管内生涯学習・生涯スポーツ等主管
課長会議(登米合庁)14:00
・みやぎ総文反省会(仙台ガーデンパレス)15:00

・学校事務共同実施推進協議会
15:00～ 南庁舎会議室

14 水 ・議会定例会一般質問(10:00～議場)

・学校図書室運営に係る情報交換会④
15:15～ 矢本一中
・教育委員会臨時会 8:45～

・学校訪問（矢本二中１年３組・４組）

16 金 ・議会定例会代表質問(10:00～議場)

・会派代表質問
・定例教育委員会議案検討会
・矢本東小学校運営協議会②
・鳴瀬桜華小学校１日入学

・施設見学＆調理実習８：４５～ＪＡ女性部

17 土

・イートっ子学習会日日新聞取材
（東市民Ｃ）

18 日

・イートっ子学習会市長訪問
（西市民Ｃ）

・本部員会議・部課長会議(8:45～9:45 301
19 月 会議室)
・議会本会議(10:00～議場)

・総括質疑
・市防災主任者等会議⑥
15:00～ 301会議室
・公立高校出願受付開始

15 木

20 火

・教育委員会臨時会(8:45～第3委員会室)
・議会定例会一般質問(10:00～議場)

・平成29年度東松島市小中学校長会分散
会(18:00～ちゃんこ萩乃井)

・教育委員会臨時会 委員3名出席(8:45～第
3委員会室)

・財務委員会分科会審査
・東北大学経済研究所打合せ 13:30～
・要保護児童対策地域協議会 15:00～
・中央幼稚園保育参観 父母教師会研修会
・赤井小学校 放課後学習会
・学校共同事務室リーダー会
15::00～ 204会議室
・検便
・臨時就学指導委員会 13:30～202会議室 ・ノロウイルス検便
・鳴瀬未来中学校学校運営協議会④ 18:30 ・幼保小交流会給食試食（４５名）
～
・飲酒運転根絶運動の日
・特別支援学級共同学習【修了式】
10:00～ 大曲市民C
・管内石巻地区ﾌﾞﾛｯｸ会議③
13:30～14:40 石巻合同庁舎
・公立高校出願〆切 11:00

東北大学経済研究所打ち合わせ及び宮野
森小学校視察 2名(13:30～16:00)

21 水

22 木 ・ブロック校長会議(13:30～石巻合同庁舎)

23 金

・行政経営会議(13:30～202会議室)
・定例教育委員会(13:30～第3委員会室)

・定例教育委員会(13:30～第3委員会室)

・矢本東小学校講堂大規模改造等工事定
例会議
(13：30～現場事務所)
・矢本中央幼稚園屋根改修工事中間検査
(14：00～)

・学校専門相談員情報交換会 13:30～
・生徒指導支援委員会④ 15:00～301会議
室
・試食会（矢本西小６年PＴＡ行事６５名）
・学習参観日
（宮野森・矢本東・赤井・大塩・矢本西小）

・青年文化祭実行委員会(石巻合庁)19:00【13
名】

・英語ふれあい教室 ５９名

・休館日(縄文村)

・幼児体育(野蒜保育所)

・野蒜市民センター配本所蔵書点検

・熊本城マラソン参加者出発
・交流レセプション

・古代城柵官衙遺跡検討会（～18日）須賀
川市

・熊本城マラソン

・古代城柵官衙遺跡検討会 須賀川市

・JA米消費拡大事業 カレー提供日 園児 園 ・石巻視聴覚センター連絡会議(メディアシッ
プ)15:00
児６８名 ＪＡ関係者１５名
・成人式記念品発送(予定)
・防災主任者会議

・保育参観
・父母教師会研修会

・第9回ちびっこクラブ

・大曲市民センター配本所蔵書点検

・学校図書室情報交換会15:15～

・市子連育成指導者研修会(コミセン)18:30
【130名】

・教育シンポジウム(石巻魚市場)13:00

・休館日(図書館)

・おはなし会11:00～【10名参加】

・休館日(図書館)

・幼児体育(牛網保育所)

・石巻視聴覚センター運営委員会(メディアシッ
プ)
・幼児体育(赤井南保育所)
・社会教育担当者会議⑪(石巻合庁)14:00

・休館日(縄文村)

・乳幼児向けおはなし会11:00～【25名参加】

・大塩市民センター配本所蔵書点検

・JL定例会

・宮城ヘルシー第4回企画委員会
・幼児体育(矢本東保育所)

・松島自然の家外部評価委員会15:00

・休館日(図書整理日)

