教育委員会 教育行政報告一覧表
日

曜
日

教育長

（平成30年4月・5月）
教育施設班

教育総務班

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

社会教育班
・18:30JLサークル内自主研修会(矢本東市C)
【51名】

4/28 土

29 日

・昭和の日

30 月
市教科等研究員研修会14:30～301会議室
5/1 火 矢本西小学校学校運営協議会(設立)19:00～
矢本西小学校

・昭和の日

・昭和の日

・振替休日

・振替休日

・振替休日

防衛施設局 事業計画ヒアリング（桜華小）１
０：００～

市教科等研究員研修会① 14:30～(301)
心のケアハウス辞令交付10:00
新規SSW担当学区案内

2 水 市小・中学校長会議 9:30 (赤井南小)

市小・中学校長会議② 9:30 (赤井南小)
特別支援C研修会① 15:00 (301)
赤井小引き渡し訓練

3 木

憲法記念日

4 金
5 土

・矢本西小学校学校運営協議会（19：00～矢
本西小）

安全点検
ちびっこクラブ受付開始

スポーツ振興班

文化財班・縄文村

・第1回 県家庭バレーボール審判資格審査委員会 利
GWイベント(28-30､3-6)
府町総合体育館

入館体験無料デー 371名来館

図書館

おはなし会10:30～【14名参加】

休館日(図書館)
休館日(図書館)

石巻市稲井小(9:30～14:30) 52名来館

・16:00矢本西小ふるさと教室打合せ

こどもの日の集い(10:00～)
家庭訪問最終日

休館日（縄文村)

乳幼児向けおはなし会11:00～
【16名参加】

憲法記念日

憲法記念日

GWイベント(3-6)

特別開館(10:00～17:00)～5日

みどりの日

みどりの日

みどりの日

こどもの日

こどもの日

こどもの日

入館体験無料デー 495名来館

絵本の読み聞かせワークショップ 10:30～【38
名参加】

6 日
福岡県豊前市友好都市提携盟約書締結調印
式(５月８日まで豊前市役所)

8 火

福岡県豊前市友好都市提携盟約書締結調印
式(５月８日まで豊前市役所)

Q-U検査見積もり合わせ
心のケアハウス準備②
矢本一中・矢本二中 修学旅行（～１０日）

9 水

部課長会議9:00～(301会議室)
契約業者審査委員会(部課長会議終了後)
総合型地域スポーツクラブ設立総会(19:00～)

心のケアハウス見学（塩竈市等）
矢本一中２年校外学習
矢本二中２年岩手研修（～１０日）

10 木

石巻地方政策会議(時間未定)
地方創生人口ビジョンヒアリング(13:15～)
赤井小学校学校運営協議会(17:30～赤井小)

防衛施設局 事業計画書提出（桜華小）
１０：００～

矢本二中１年生花山合宿（～１１日）

・H29地方創生進捗状況ヒアリング（13：15～
南庁舎会議室3）
・赤井小学校運営協議会（17：30～赤井小学
校図書室）

・学校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～

東松島市学校保健会総会(14:00～大曲市民
センター)
教育委員会課長等会議16:00～(204)

・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～）

東部教育事務所長学校訪問(午前:二中学区)
東松島市学校保健会総会14:00(大曲市民C)
教育委員会課長等会議16:00～(204)
心のケアハウス担当学校訪問①
市民防災デー

・教育委員会課長等会議16:00～(204)

・学校訪問(東小:5年1組・2組・3組)
・教育委員会課長等会議16:00～(204)

11 金

県施設整備課 東小プール工事協議
１０時～

大曲小引き渡し訓練
県教育庁教育企画来庁(10:00)
心のケアハウス準備①

7 月

教育委員会課長等会議16:00～(204)

お弁当開始
・大塩小学校 学校運営協議会（18：00～大塩小
会議室）
・鳴瀬未来中学校 学校運営協議会（19：00～鳴
瀬未来中地域ラウンジ）

・13:00文化協会総会(コミセン)【45名】
・13:30市民センター職員会議(大曲市C)

・職員検便

・6月分食材見積り合せ

休館日(図書館)

成長測定(10:00～)
石幼こ役員会(14:00～河北幼)
教育実習生打ち合わせ(14:00～)

幼児体育 赤井南保育所
総合型スポーツクラブ設立総会

・9:45小野プラット田植え
・15:00石巻視聴覚センター連絡会議(ビックバ
ン)

第17回協会長杯争奪家庭バレーボール大会
8:30～市民体育館

矢本中央幼稚園家族参観・環境整備
宮野森小学校PTA早朝作業

東部教育事務所所長訪問(10:00～16:00東小ほ

14 月 か)

教委定例会議案検討(9:00～204会議室)
国研実地調査(13:15～矢本一中)

教委定例会議案検討 9:00～204会議室

スポーツ推進委員第1回会議(19:00～コミセン)

17 木

・学校訪問(矢本一中:2年1組・2組)

市幼稚園副園長，小・中学校教頭合同会議② ・矢本西小4年生協働教育事業(田植え)
・13:30文化協会執行役員会(コミセン)【6名】
(14:00～ 東小)

・赤井南小学校増築工事基本設計協議
(１０:００～)

国立教育政策研究所実地調査
調査官来庁 12:30(矢本一中)

英語ふれあい教室①

・10:00保育ボランティア会議(コミセン)【16
名】
・10:00子育てサポーター養成講座(石巻合庁)

オリンピック・パラリンピック経済界担当者会議11:00～
幼児体育 牛網保育所
休館日（縄文村)
スポーツ推進委員第1回会議(19:00～コミセン)

特別支援学級共同学習① 開始式 (縄文村)
第３回魅力ある学校づくり調査研究事業担当者
13:30(204)
心のケアハウス担当学校訪問③

年少児体育教室
サツマイモの苗植え

・9:30青少年教育関係職員研修会(県庁)
・18:30海と大地役員会【13名】

県公立武道館協議会第1回理事会及び総会
幼児体育 矢本中央幼稚園 年少

【矢本一中 学校訪問】(午後)
心のケアハウス担当学校訪問④
防災無線テスト日

19 土 大曲小学校運動会(8:45～)

運動会
(大曲・赤井・矢本西・宮野森・鳴瀬桜華)

20 日

運動会予備日

飲酒運転根絶の日
学校人事評価にかかる面談②9:00～10:50
（教育長室）
学校共同事務室リーダー会

23 水 芸術文化振興会総会(19:00～コミセン)

矢本中央幼稚園ちびっこクラブ
心のケアハウス担当学校訪問⑤

市民センター訪問(9:00～赤井・大曲)
石巻地区へき地教育振興会代議員会(16:00～石

特別支援学級共同学習②(縄文村)
市防災主任者等会議②15:00 (301)

24 木 巻合庁)
鳴瀬桜華小学校 学校運営協議会(18:30～鳴瀬
桜華小)

豊田合成株式会社 来市(10:00～)
定例教育委員会(13:30～第3委員会室)

豊田合成株式会社 来市(10:00～)
定例教育委員会(13:30～第3委員会室)

・食育相談日
・学校訪問(鳴瀬未来中:2年1組・2組)

・浜市小学校造成工事定例会議
（１０：００～）

【矢本二中 学校訪問】(午後)
定例教育委員会 13:30 第3委員会室

・9:30市婦連総会(コミセン)【16名】

幼児体育 大曲保育所

ユネスコ国際会議研修下見pm

乳幼児向けおはなし会11:00～【16名参加】

特別支援学級共同学習① 開始式 31名来館
春日PA連絡調整会議(13:30～)

特別名勝松島保存管理専門委員会委員長決
済13：15～諮問９件 全許可答申
宮戸郷土史編集会議(15:00?～)

園外保育(登米市平筒沼公園)

おはなし会10:30～
縄文･宮戸まつり(10:00～15:00) 736名来場

学校人事評価にかかる面談①13:30～
15:40(教育長室）
民生教育常任委員会行政視察（黒沼：石川県
金沢市）（～２３日）
振休：宮野森・赤井・大曲・鳴瀬桜華・矢本西

新教育委員辞令交付式(8:30～応接室)
新教育委員概要説明(辞令交付終了後)

校長面談(9:00～10:50教育長室)
22 火 石巻地区事務研究大会役員挨拶(5名)(16:00
～教育長室)

25 金

休館日(図書館)

・放課後子ども教室ボランティア説明会（①
市幼稚園副園長，小・中学校教頭合同会議②
15：00～コミセン、②19：00～コミセン）
14:00 (東小)
・宮野森小校外学習田植え体験（13：45～ツ
心のケアハウス担当学校訪問②
リーハウス前水田）

全国都市教育長協議会定期総会・研究大会
(岩手県一関市)～18日まで

新教育委員辞令交付式(8:30～応接室)
部課長会議(9:00～301会議室)
行政経営会議(部課長会議終了後)
校長面談(13:30～教育長室)

復興調整会議

家族参観・父母教師会環境整備

・国庫補助制度等説明会（県庁13:30～）

全国都市教育長協議会定期総会・研究大会
18 金 (岩手県一関市)～18日まで
松基園18:00～(松島基地)

21 月

おはなし会10:30～【7名参加】

家族参観「振替休業日

石巻地方高等教育事業団理事会(15:00～石巻市 名、石森前教育委員出席)
役所)

16 水 石巻専修大学横江先生来庁(14:00)

野蒜まちづくり協議会（13:00～） 15名来館

・6月分野菜入札15:30～

市民センター訪問9:00～大塩、小野
市幼稚園副園長，小・中学校教頭合同会議14:00 宮城県市町村教育委員会協議会定期総会

13:30～ 大崎生涯学習センター(教育委員4

映画「この世界の片隅に」上映会(6/2コミセン)
関連企画展～戦争とくらし～(5/8～6/8)

宮城県東部教育事務所長学校訪問
(終日 一中学区・未来中学区)

復興政策調整会議(9:00～)

グローバル化の育成(講演会)(18:30～蔵っぱ)

15 火 ～ (東小)

契約業者審委員会
休館日（縄文村)

県スポーツ推進委員理事会・総会

12 土

13 日

学校図書館担当者と市図書館の合同会議
15:20～ 市コミセン集会室

富谷市東向陽台小(10:00～14:30) 100名来館
布絵本ボランティア 「フェルト」総会 10:00～
大浜湿地事業地立会（10:00～）

・13:30東北文化学園大学と打合せ

教委課長等合同会議(16:00～)

宮野森小am 29名来館
富谷市成田小下見(15:30～)

年長児体育教室

・学び支援コーディネーター等配置事業第1回 ・職員検便
連絡協議会（13：30～／魚信基ビル）
・学校訪問(矢本二中:2年1組・2組)

ほ場整備試掘調査（宮戸）

休館日(図書館)

乳幼児検診出前おはなし会13:30～

職員会議

・県子連総会

幼児体育 赤井北保育所

ほ場整備試掘調査（宮戸）

ちびっこクラブ①

・10:05子育てサポーター養成講座(石巻合庁)
・13:30第2回社会教育担当者会議(石巻合庁)

幼児体育 野蒜保育所

文化財二市三町協議会
休館日（縄文村)

・14:00JL中級担当者会議(石巻合庁)
・19:00市民会議総会(コミセン)【61名】

幼児体育 大塩保育所

大曲小am
筑波大付属駒場中（13:00～）
宮史協役員会､総会(気仙沼市､11:30)

・9:00矢本西小ふるさと教室(縄文村)

石巻地区スポーツ推進委員協議会役員会

矢本西小ふるさと教室(9:30～13:30)
夕やけ会(13:00～)

・鳴瀬桜華小学校 学校運営協議会(18:30～
鳴瀬桜華小)

・学校訪問(赤井小:5年1組)

幼児体育 矢本中央幼稚園 年長

避難訓練

休館日(図書整理日)

