教育委員会 教育行政報告一覧表
日

曜
日

教育長

（平成30年2月・3月）
教育施設班

教育総務班

・第２回ひがしまつしま食べメッセ ポスターコンクー
ル表彰式(10:00～コミセン)
2/2
土
・平成29年度NPO法人東松島市体育協会兼スポー
4
ツ少年団スポーツ合同表彰式(18:00～コミセン)

学校教育班
・大曲小学習参観
・第２回ひがしまつしま食べメッセ
10:00～14:00 コミュニティセンター

学校給食センター

中央幼稚園

社会教育班

・定期監査ヒアリング
(13：30～監査委員事務局)

27 火

3/1 木 議会本会議(10:00～)

2 金

防災会議(13:30～202会議室)
生涯学習推進大会(18:00～コミセン)

3 土

第１８回小学生卒団バレーボール大会(8:15～市民
体育館)
こどもオペラ「ヘンゼルとグレーテル」(10:00～コミセ
ン)

4 日

株式会社のびる八丸牧場新厩舎落成式(10:00～の
びる八丸牧場新厩舎2F)

・アレルギー食面談１６：００～矢本一中

・年長児体育教室

・女性団体指導者育成研修会(コミセン)9:30(48名)
・東北防衛局現地調査(コミセン)PM

・幼児体育(中央幼稚園 年長) 40名

・臨時職員面接③
・大塩小ケース会議 15:00～
・赤井南小学習参観
・赤井小学校放課後学習会

・試食会（赤井南小６年１・２組PTA行事４１名）
・食材見積合せ（平成３０年度年間分）

・第6回父母教師会役員会

・JL定例会(13名)

・幼児体育(大塩保育所) 16名

・鳴瀬桜華小学習参観
・矢本一中第３学年学習参観日
・特支進級進学を祝う会 9:30～

教育委員会課長等会議16:00～(204)

・春の火災予防運動(～7日)
・石巻西高卒業式
・教育委員会課長等会議16:00～

・教委課長等会議16：00～204会議室

安全点検
年少児体育教室
教委課長等会議

・未来中学校学習参観日
・市生徒指導連絡協議会(矢本二中)
・石巻市けやき教室閉所式 10:00～
・学び支援員打ち合わせ 14:00～

・平成29年度第4回学校給食主任者会議15：30～
給食センター

ひなまつり誕生会

生涯学習推進大会(17:00～コミセン)
こころあったかイートころ運動実践表彰2名感謝状
贈呈

・誕生会

・赤井いぶき太鼓和太鼓発表会
10:00～ コミセン
・小野市民笑顔ふれあいまつり

・旧宮戸小学校解体工事県教育庁
生涯学習課打合せ
（9:30～現場事務所）

7 水 社会教育委員の会議(202会議室14:00～)
・鳴瀬未来中学校臨時駐車場復旧
工事完成検査(13:30～)
・矢本中央幼稚園屋根改修工事
完成検査(14:00～)

教育委員会臨時会(8:45～第一委員会室)
東松島市新規採用教員面接(9:30～)
東松島市いじめ問題対策調査委員会(13:00～ 202
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)
・議案検討委員会 (14：30～301会議室)

9 金 矢本第二中学校卒業式(9:00～ )

・生涯学習推進大会(コミセン)18:30(200名)

第10回総合型クラブ会議
19:00～21:00 市体 12名出席

東日本大震災追悼式(12:10～市役所前出発予定
市民体育館)

子ども花育教室①10:15～②11:15～③13:30～ ※事前
申込み【42名参加】

定期監査ヒアリング

休館日(図書館)

・図書館応募職員面接(1d)

幼児体育(赤井南保育所) 35名

休館日(縄文村)

乳幼児向けおはなし会11:00～【39名参加】

宮戸市民センター10:00～
ほ場整備打ち合わせ10:00～

幼児体育(矢本西保育園) 35名
パークゴルフ協会打ち合わせ
13:30～15:30 第一委員会室 15名出席

・定期監査ヒアリング
9：00～ 監査員室

・定期監査ヒアリング9：00～監査員室

・新規採用教員面接①（８名）
9:30～ 301会議室他
・いじめ問題対策調査委員会
13:00～ 202会議室

・平成30年度第1学期分食材見積り合わせ15：00～
年長児親子おわかれ会
給食センター

幼児体育(大曲保育所) 56名
宮城ヘルシー企画委員会
15:00～16:30 新合庁 15名

・卒業式(矢本一・矢本二・未来中)
・石巻支援学校高等部卒業証書
授与式 10:00～
・東松島市障害者総合支援協議会
全体会② 13:30～ 301会議室

・学校給食センター整備運営事業モニタリング（月
報：平成２９年度２月次報告）
・矢本一中・矢本二中・鳴瀬未来中卒業式

幼児体育(野蒜保育所) 14名

・みやぎ鎮魂の日
・東日本大震災追悼式

・矢本二中１・２年授業参観日
・第５回福祉セミナーin東松島
13:30～ コミセン

宮野森小学校視察(15:00～ 住友林業30名)

平成３０年度 大塩婦人会総会(9:30～ 大塩市民セ
ンター)

卒園式合同練習開始

避難訓練

古代貝塚研究会（明治大学）

おはなし会11:00～【17名参加】

・市婦連移動研修(宮戸地区)8:45～(26名)

復興調整会議9：00～
東松島市婦人会連絡協議会13:00～ 28名来館

休館日(図書館)

卒園式総練習

・市子連役員会(コミセン)19:00(15名)

発掘された日本列島展 資料返却15:30

おわかれ会

・大塩婦人会総会(大塩市C)9:30(6名)

休館日(縄文村)
土器修復進捗確認(文化財ユニオン)

用品持ち帰り

・矢本婦人会総会(コミセン)9:30(20名)
・社会教育担当者会議(石巻合庁)14:00
・海と大地実行委員会18:30(16名)

・市民防災デー

宮野森小学校卒業式(9:10～)
鳴瀬未来中学校立志式(13:30～15:30)

17 土

18 日

・防災倉庫点検

・卒業式(矢本東小以外の7校)
9:25～(宮野森)
9:30～(大曲・大塩・西・桜華)
10:00～(赤井・赤井南)
・東松島高卒業式 13:30～
・石巻支援学校小・中学部卒業証
書授与式 10:00～
・鳴瀬未来中 立志式 13:30～

・矢本西小・大曲小・赤井小・赤井南小・大塩小・鳴
瀬桜華小・宮野森小卒業式
・平成３０年４月分野菜入札15：00～

・矢本中央幼稚園卒園式10:00～

・側溝工事あり

スポーツ推進委員会議
19:00～21:00 コミセン集会室 18名

特別名勝松島委員長決裁13：00 諮問４件 全許可
答申

・立志式(鳴瀬未来中)13:00(生徒64名､保護者53名)

平成２９年度第４６回卒園式

ヤマザクラ植樹祭準備13:30～

奨学生募集締め切り

矢本東小学校卒業式(9:15～)
議会臨時会(13:30～ 議場)

22 木 鳴瀬幼稚園卒園式(10:00～)

派遣職員併任解除辞令交付式(午前)
定例教育委員会(13:30～第3委員会室)

おはなし会11:00～

ヤマザクラ植樹祭9:30～ 59名参加

・議会臨時会(13:30～ 議場)

21 水 春分の日

23 金

・H30.3月末異動内示校長面談13:30～
・新規採用教員面接②（2名）事務職員
面接（2名） 9:30～ 204会議室他

震災復興祈願第７回宮城県少年少女躰道大会
(10:00～東松島市武道館)

本部員会議・部課長会議(8:45～301会議室)
19 月 部課長会議終了後 行政経営会議

20 火

・４月分食材見積り合わせ

・公立高校後期選抜合格者発表日
・県立特支学校高等部合格発表日

15 木 平成３０年度矢本婦人会定期総会(9:30～ コミセン)

16 金

宮史協定例会(13:30～縄文村)
生涯学習推進大会

八丸牧場落成式10:30～

スポーツ政策に関する意見交換会（体協主催）
19:00～20:30 コミセン会議室 約70名出席

・公立高校後期選抜入試日
・県立特支学校入学者選考日
・魅力ある学校づくり調査研究事業
説明会 10:00～11:30 県庁
・鳴瀬桜華小学校運営協議会③

・2月貸出冊数 16,008冊 前月比140冊減

ひなまつりおはなし会11:00～【20名参加】

・小野市民笑顔ふるさとまつり

12 月

14 水

・宮城県博物館等連絡協議会13:30（東北歴史博物
館）

幼児体育(中央幼稚園年少) 30名

10 土

13 火

・休館日(図書館)

・休館日(縄文村)

・教職員内々示 16:00～
・市内小・中学校長会議⑪
9:30～ 202会議室
・教師塾⑩ 13:15～東市民Ｃ
「日常に生かす茶の心」
講師：表千家 教授 石田宗邦先生
・教師塾修了式（30名） 15:00～

6 火 魅力ある学校づくり(県庁)

11 日

・野蒜・東名運河座談会②13:00～(野蒜市民センター)
・㈱嶋田紙器製作所10:00～ 10名来館

・ＪＬ送別会(大塩市C)9:00(20名)
・こどもオペラ｢ヘンゼルとグレーテル｣(コミセン)10:00

本部員会議・部課長会議(8:45～301会議室)
5 月 校長会(9:30～202会議室)
教師塾(13:15～東市民センター)

8 木

・臨時職員面接②
・特別支援共同学習打合せ 15:45～
・アレルギー食面談 16:00～矢本一中

・県教育庁施設整備課鳴瀬第二中学
・宮野森小学校視察(15:00～愛知県豊山町3名・関
校災害復旧事業完成確認
空間設計7名)
(13：30～鳴瀬未来中学校)
・教委課長等会議(16：00～204会議室)

図書館

・おはなし会11:00～【17名参加】

復興ホストタウンサミット 12:00～18:00
武蔵野大学有明Ｃ 約400名

26 月 ・女性団体連絡協議会(9:30～コミセン)

文化財班・縄文村

・第２回ひがしまつしま食べメッセ
１０：００～１４：００／コミュニティセンター

25 日 ・野蒜・東名運河座談会(13:00～野蒜市民センター)

28 水

スポーツ振興班

・春分の日

・振休：矢本中央幼稚園

・食育相談日
・地場産品食材見積徴収

・教職員人事異動内示 15:00～
・矢本東小卒業式
9:35～ 大曲地区体育館
・公立高校２次募集学力検査

・職員検便
・矢本東小卒業式

卒園式振替休業日

特別名勝地内風力発電設置にかかる協議16：00

・市婦連役員会9:30
・市民センター指導員交流会(コミセン)10:00

春分の日

奨学生選考委員会(15:00～第3委員会室)委員7名
奨学生候補3名審査

・鳴瀬桜華小学校災害復旧事業打合せ(13：30～
203会議室)

・飲酒運転根絶運動の日
・奨学生選考委員会
15:00～ 第3委員会室

定例教育委員会(13:30～第3委員会室)

・鳴瀬桜華小学校災害復旧造成工事
定例会議(10：00～101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)
・東北防衛局鳴瀬未来中学校防音
事業現場見学(14：00～)
・松島自然の家再建に係る事業説明会
(15：30～)

・東松島市立幼・小・中学校修了式
・定例教育委員会
13:30～ 第3委員会室

休館日(図書館)

休館日(図書館)

第11回体育協会理事会
19:00～ 市体

・市内小中学校修了式

平成２９年度修了式
新年度用品持ち帰り
職員会議

派遣職員併任解除辞令交付式(202)8:45

巡回図書クリーニング①(矢本西小・鳴瀬桜華小)

