教育委員会 教育行政報告一覧表
日

曜
日

教育長

（平成30年3月・4月）
教育総務班

教育施設班

学校教育班

コミュニティ・スクール推進班

学校給食センター

中央幼稚園

未来の宝夢と希望と絆の架け橋(神戸)参加
児童交流事業(～26日)主会場:七ヶ浜
(塩竈市教委+NPO)

矢本東保育所修了式(9:30～)
3/24 土 佐々木章氏傘寿記念祝賀パーティー(16:00
～内康)

25 日

26 月 東松島消防署鳴瀬出張所開庁式

社会教育班

スポーツ振興班

文化財班・縄文村

・JL初級研修(花山青少年自然の家)【児童42
名､JL13名、引率5名】

平成２９年度文化財講演会「赤井遺跡と矢
本横穴墓群」13：00～16：20コミセン会議室
ミニ展示会10：00～14：30コミセン研修室

・JL初級研修(花山青少年自然の家)【児童42
名､JL13名、引率5名】

平成２９年度文化財ミニ展示会「赤井遺跡と
矢本横穴墓群」10：00～14：30コミセン研修
室

・給食センター電気点検（施設全停電）午前
学年末休業
中

・生涯学習カレンダー納品日
・社会教育委員の会議(南庁舎)14:00

・給食センター消防設備点検（消防署来所）
10：30～

・大阪市東三国とのJL交流会【20名】

図書館
おはなし会11:00～【31名参加】

休館日(図書館)

平成２９年度第１回文化財保護審議会10：00
南庁舎
ほ場整備川前地区完了検査16：00合庁

27 火

離任式(矢本二中・矢本西小)

28 水

離任式(宮野森・鳴瀬桜華・大塩・矢本東小)

29 木 赤井南小学校放課後児童クラブ開所式

離任式(矢本一中・未来中・赤井・赤井南小
大曲小)

離任式

巡回図書クリーニング②(大曲小・赤井南小)

30 金 退職者辞令交付式 (午前)

退職教職員辞令交付式(県庁)

退職職員辞令交付式(市役所)

休館日(図書整理日)
巡回図書クリーニング③
(宮野森小・大塩小・赤井南小)

休館日(縄文村)

31 土

おはなし会11:00～【17名参加】

4/1 日

臨時部課長会議(7:45～コミセン)
辞令交付式、年度始めの式(8:00～コミセン)
2 月 派遣職員併任発令辞令交付式(9:30～コミセ
ン)
矢本中央幼稚園園長辞令交付式(13:30～

3 火

派遣職員辞令交付式(8:45～応接室)
学校教職員服務宣誓式(コミセン～13:30)

学校教職員服務宣誓式(コミセン～13:30～
15:15)
転入教職員 48名出席

学校教職員服務宣誓式(コミセン～13:30)

一斉赴任日
新任教職員辞令交付式(県庁)
初任者研修開講式(県庁)

加藤副市長就任式、辞令交付式、年度始め ・平成３０年度辞令交付及び年度初めの式
の式(8:00～コミセン)
８：００～コミセン

・平成３０年度辞令交付及び年度初めの式
８：００～コミセン

・13:30文化協会執行役員会(コミセン)【7名】

・平成３０年度辞令交付及び年度初めの式
８：００～コミセン

学校教職員服務宣誓式(コミセン～13:30)

学校教職員服務宣誓式(コミセン～13:30)

年度始め職員会議
服務宣誓式(コミセン～13:30)

・13:30市民センター職員会議(矢本西市C)
・13:30服務宣誓式(コミセン)

学校教職員服務宣誓式(コミセン～13:30)
H29国庫補助実績ヒアリング(県庁15:40)

4 水

5 木 派遣職員辞令交付式(8:30～応接室)

・教育委員会課長等会議(16:00～204会議
室)

・教育委員会課長等会議(16:00～204会議
室)

交通安全出動式
JA石巻 副読本贈呈(10:00～応接室)

学校配当予算説明会（13:30～）(202)
宮野森小学校筑波大学学生及び先生によ
る視察(15:30～6名)

・学校配当予算説明会（１３：３０～）
・矢本東小学校講堂大規模改造工事定例
会議（１３：３０～）

6 金

学校配当予算説明会（１３：３０～）(202)

・職員検便

石幼こ協園長会・副園長会・役員会

・教育委員会課長等会議１６：００～２０４会
議室

教委課長等会議

・ＪＩＣＡ東北打合せ（10：30～204会議室）
・学校配当予算説明会（13：30～202会議室) ・５月分食材見積り合せ

休館日（縄文村)

・9:30矢本婦人会支部長会議(コミセン)
・14:00JL手帳交付式・総会(コミセン)【58名】

乳幼児向けおはなし会11:00～【34名参加】

教委課長等会議

安全点検
配当予算会議

H29地域の核となる事業実績〆切（文化庁） 巡回図書回収及び一斉配本

7 土

おはなし会10:30～【24名参加】

8 日

カキ養殖体験① 41名参加

9 月

春の交通安全運動に伴う街頭指導(7:30～)
東松島高等学校入学式(13:30～)

1学期始業式(市内幼・小・中)
入学式(矢本西小・宮野森小・矢本二中・鳴
瀬未来中)

10 火

石巻支援学校小学・高等部入学式(10:00～)
矢本第一中学校入学式(14:00～)

入学式(大曲小・赤井小・大塩小・赤井南小・
鳴瀬桜華小・矢本一中)

矢本中央幼稚園入園式(10:00～)
11 水 東部教育事務所管内教育長会議(14:00～
石巻合同庁舎)

12 木

休館日(図書館)

宮戸小学校解体工事に伴う石碑移設場所
現地打ち合わせ 県生涯学習課

矢本はなぶさ幼稚園入園式(9:00～)
矢本東小学校入学式(13:35)

定例記者会見(10:00～301会議室)
校長会(13:30～301会議室)
13 金 石巻国道維持出張所所長異動による訪問
挨拶(16:00～石巻国道事務所)
教育委員会歓送迎会(18:30～三好旅館)

石巻国道維持出張所所長異動による訪問
挨拶(16:00～石巻国道事務所)
教育委員会歓送迎会(18:30～三好旅館)

教育委員会歓送迎会(18:30～三好旅館)

平成３０年度第１学期始業式

・給食センター整備運営事業月例報告会（モ
ニタリング）１４：００～

・第1回体育協会理事会 19:00 市体

平成３０年度入園式
・18:00海と大地監査＆役員会
学校保健担当者打合せ会（301会議室)13:30

入学式(矢本東小)

経営要録説明会(合庁)

市小・中学校長会議 ① (13:30 本庁舎)

・５月分野菜入札１５：３０～

休館日（縄文村)

・ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｰﾌｪｽﾀ打合 10:00 204会議室

・18:30大曲まちづくり協議会総会(大曲市C)

14 土

15 日 ルシア塩満コンサート(13:00～)
部課長会議(9:00～)
行政経営会議(部課長会議終了後)
16 月 教頭会議(10:30～第一委員会室)
宮城県都市教育長協議会総会(14:00～ 県
庁会議室)

17 火

教育委員会議案検討(9:00～204会議室)
教育委員会議案検討(9:00～204会議室)
18 水 平成30年度石巻地区小・中学校長歓送迎会 宮野森小学校視察(15:30～株式会社 オカ
ムラ 2名)
(18:00～飛翔閣)

休館日(図書館)

・異動職員市民センター挨拶回り
・18:00JL定例会(コミセン)

入園式(矢本中央幼稚園)
・ＣＳ導入等促進事業調査・研究報告書小中
学校保健担当者打合せ会（301会議室)13:30 学校配布（AM）

市小・中学校長会議 ① (13:30 本庁舎)

復興調整会議9：00
宮野森小学校入学式

事務処理状況調査報告
教育委員会歓送迎会(18:30～三好旅館)

おはなし会10:30～【19名参加】

行政経営会議

休館日(図書館)

・10:00野蒜まちづくり協議会総会(野蒜市C)

･環境省会計検査
（H27太陽光発電等整備事業）

市幼稚園副園長，小・中学校教頭合同会議 市幼稚園副園長，小・中学校教頭合同会議
① 14:00(本庁舎)
① 14:00(本庁舎)

市幼稚園副園長，小・中学校教頭合同会議
①
10:30(本庁舎第２委員会室)
年少組を迎える会10:00～

・9:00協働教育事業打合せ(赤井市C)
・10:30協働教育事業打合せ(矢本東市C)
・13:30協働教育事業打合せ(野蒜市C)
・15:00協働教育事業打合せ(小野市C)

全国学力・学習状況調査(小6・中3)
※悉皆調査(国語，算数・数学，理科)

父母教師会準備会9:30～
職員会議

・13:30協働教育事業打合せ(宮戸市C)
・13:30文化協会監査(コミセン)
・14:30文化協会理事会(コミセン)【11名】
・15:30協働教育事業打合せ(矢本西市C)

・幼児体育（赤井北保）

特別名勝松島保存管理専門委員会諮問１
件許可答申
同上委員長決済諮問６件許可答申

避難訓練

・9:00協働教育事業打合せ(大曲市C)
・10:30協働教育事業打合せ(大塩市C)

・幼児体育（大塩保）

休館日（縄文村)

ＣＳ打合せ（15：00～矢本二中）

・職員検便

乳幼児向けおはなし会11:00～【30名参加】

日

曜
日

教育長

教育総務班

教育施設班

学校教育班

コミュニティ・スクール推進班

東松島市工務店組合木製トンボ・ちりとり贈
東松島市工務店組合木製トンボ・ちりとり贈
呈式(11:10～11:40)
呈式(11:10～組合より4名、市長、教育長、
19 木
東北都市教育長協議会定期総会・研究会
関係課出席)
(石巻グランドホテル～20日午前まで)

20 金

東北都市教育長協議会定期総会・研究会
(石巻グランドホテル～20日午前まで)
赤井小学校支援感謝状贈呈(午後～赤井小
学校)

21 土

第31回大塩地区ふれあい花まつり(16:00～
大塩小学校)

・浜市小学校造成工事定例会議
（１０：００～）
・矢本東小学校講堂大規模改造工事定例
会議（１３：３０～）

ほっとふるコンサート参加10:00～
石幼こ協総会(住吉幼)

飲酒運転根絶運動の日

23 月

年長児体育教室
家庭訪問開始～５月2日

防衛施設局エアコン設置協議１３：３０～

市子連総会(18:30～JAやもと)

・13:30地区自治会長会議(202)
・18:30海と大地総会(202)【13名】

文化財班・縄文村

・14:30社会教育担当者会議①(石巻合庁)
・18:00JL定例会(コミセン)

おはなし会10:30～
読み聞かせボランティア「おはなしのはなた
ば」総会
13:30～

・13:30小野地域まちづくり協議会総会(小野市
C)【47名】

中二郷社協14:00～ 17名来館

・スポーツ少年団総会 18:30 コミセン
・13:30宮城県生涯学習・社会教育主管課長等会
・体育協会総会 スポ少総会終了後
議①(県庁)
・幼児体育（中央幼）

大塩小am

休館日(図書館)
子ども読書週間～5/12

赤井南小2学年 図書館見学10:10～

・東北総合体育大会 総会
・東北総合体育大会 連絡調整会議
・幼児体育（野蒜保）

OH!バンデス PR

市防災主任者等会議① (301)

・学び支援打合せ（10：00課内）

・9:30平成30年度松島自然の家利用者事前説明
会(松島自然の家)
・18:00JL定例会(コミセン)
・19:00大塩自治協議会総会(大塩市C)【54名】

・幼児体育（大曲保）

休館日（縄文村)

新潟県十日町市議会行政視察(森の学校、
C・S)13:00～

市学力到達度調査(小2～中3)

・新潟県十日町市議会行政視察(森の学校、
C・S)13:00～
・赤井南小学校学校運営協議会（15：00～赤
井南小校長室）
・大曲小学校学校運営協議会（18：30～大曲
小）
・宮野森小学校運営協議会（18：30～宮野森
小多目的室）

・市町村家庭教育支援関係者職員研修会(県庁)
・9:30矢本婦人会臨時総会(コミセン)【25人】 ・幼児体育（牛網保）
・19:00矢本西コミュニティ協議会総会【77名】

富谷市あけの平小(10:00～14:00)

定例教育委員会(13:30～第3委員会室)

石教研総会・研究部会

・放課後子ども教室打合せ（10：00～NPO法
人虹色クレヨン事務局）

・東部管内・主管課長等会議①(石巻合庁)
・14:00宮戸コミュニティ推進協議会総会(宮戸
市C)
・18:30市子連総会(JAやもと)【36名】

赤井南小(9:00～11:00)

誕生会

図書館

桜華小am 41名来館

・19:00赤井地区自治協議会総会(赤井市C)【82
名】
・19:00市民会議全体会(コミセン)【21名】

野蒜駐在所開所式(落成式)10:00～
27 金 定例教育委員会(13:30～第3委員会室)

スポーツ振興班

・東レバレーボール教室打合せ（13：30～赤
井南小）

平成30年度教育長・総務担当課長会議
(13:30～16:30県庁2階講堂)

緑化推進委員会総会(10:30～ )
要保護児童対策会議(13:30～ 301会議室)

社会教育班

市生徒指導支援委員会① 13:30～ (301)

24 火

26 木

中央幼稚園

・16:00大塩ふれあい花まつり(大塩小)

22 日 やっくん杯争奪少年野球大会

25 水

学校給食センター

・食育相談日
保育参観
・平成３０年度第１回学校給食主任者会議１
父母教師会総会
５：３０～給食センター

・東部管内主管課長等会議(石巻合庁)
・幼児体育（矢本東保）

休館日(図書整理日)

