教育委員会 教育行政報告一覧表
日

曜
日

教育長

（平成30年5月・6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

社会教育班

スポーツ振興班

運動会
(矢本東・大塩・赤井南)

5/
土 大塩小学校運動会 9:00～
26

貝紫染め体験(史跡公園､10:00～) 11
名参加

三役等会議(8:30～9:00)
市民センター訪問(9:00～野蒜・宮戸)
通学路安全推進協議会第1回定例会
石巻税務署租税教育総会(13:30～14:30石巻税
通学路安全推進協議会第1回定例会(15:15～
16:45 202会議室)

図 書 館
おはなし会10:30～【14名参加】

27 日 わんぱく探検あぐりスクールあいさつ

28 月 務署)

文化財班・縄文村

・矢本東小学校講堂大規模改造工事定 通学路安全推進協議会第1回定例会予
(15:15～16:45 202会議室)委員11名(代 例
定(15:00～)
理含む)全員出席
会議（１３：３０～）
振休：赤井南・大塩・矢本東

永年勤続者表彰交付式(8:30～応接室)

宮野森小引き渡し訓練
鳴瀬桜華小 家庭訪問（～６/４）

29 火 市民センター訪問(9:00～矢本東・矢本西)
矢本一中学校運営協議会(15:00)

矢本中央幼稚園指導主事訪問(9:00～)
松島自然の家早期完成要望(13:20～県
庁)
教師塾 開講式 15:00 (301会議室)
鳴瀬未来中学校指導主事訪問(12:45～
17:00)
31 木
赤井市民センター全国優良公民館表彰
祝賀交流会(18:00～)
30 水

・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～）

心のケアハウス開所式 委嘱状交付式
(9:00～ゆぷと)
6/
金
デンマーク 学生交流打合せ(10:00～
1
301会議室)

・10:00世話焼きセミナー｢NO29防災｣(矢本
東市C)

・矢本第一中学校運営協議会（15：00～
・学校訪問(桜華小:5年1組・2組)
矢本一中会議室）

・社会教育・公民館職員等研修会Ⅰ(県庁)

幼児体育 矢本東保育所

【矢本中央幼稚園 幼稚園訪問】)(午
前)
教師塾 開講式 15:00 (301)
矢本西小 花山合宿（～６/１）

・指導主事訪問

・10:05子育てサポーター養成講座(石巻合
庁)
・みやぎアドベンチャープログラム(MAP)体
験会(松島自然の家)

【鳴瀬未来中 学校訪問】
特別支援学級共同学習③縄文村
赤井小学校修学旅行（～６/1)

・誕生会

・13:00赤井市民センター全国優良公民館受
賞祝賀交流会 準備
幼児体育 赤井南保育所
・18:30赤井市民センター全国優良公民館受
賞祝賀交流会

東松島市子どもの心のケアハウス開設
新しい入試制度にかかる高校説明会 ・協働教育推進会議（14：00～コミセン
18:30コミセン
会議室）
協働教育推進会議 14:00 コミセン

・6/1～6/30「食育月間」
・学校訪問(赤井南小:5年1組・5年2組)

休館日(図書館)

文化財担当者会議

野蒜市民センター読書会【14名参加】

休館日（縄文村)

・14:00協働教育推進会議全体会議(コミセ
ン)

世話やきセミナー（鹿妻）10:30～

・矢本東小学校幼保連絡会

世話焼きセミナー（矢本東市民セン
ター､10:00～）

大浜湿地整備指導委員会(13:30､縄文
村)

2 土

石巻地区スポーツ推進委員会連絡協
議会総会(13:30～矢本東市民センター)

石巻地区スポーツ推進委員協議会
総会

おはなし会10:30～【10名参加】

3 日

平成30年度上街道フラワーアベニュー
一斉植栽(6:15～)
第13回東松島グラウンドゴルフ大会
(9:30～矢本西小学校)

東松島市グラウンドゴルフ大会 矢
本西小 9:30

講談社 全国訪問 おはなし隊 15:30～

4 月

三役等会議(8:30～ 市長室)
部課長会議(9:00～301会議室)
県教育庁 松本教育次長、布田総務課
長訪問(14:45～15:15 教育長室)

矢本東小学校運営協議会委嘱状交付
式(9:30～矢本東小)
防衛会計検査
5 火
防衛会計検査(10:15～)
校長会議(13:30～ 鳴瀬桜華小 )

防衛会計検査

6 水 教育委員会臨時会(16:00～301会議室) 教育委員会臨時会(16:00～301会議室)

7 木

議会定例会(議場10:00～ 18日まで)
特別支援学級共同学習②(縄文村)

・学校訪問(宮野森小:5年1組)
・6/4～6/10「歯と口の健康週間」

【大曲小 学校訪問】

市小・中学校長会議③ 鳴瀬桜華小
13:30
東レ 復興支援バレーボール教室
(赤井南小/6年生/3・4時限目)

・東レ 復興支援バレーボール教室(赤井南
小/6年生/3・4時限目)
・矢本東小学校運営協議会（9：30～矢本東
・検便
小）
・放課後子ども教室保護者説明会（①13： ・県栄養士研修会
30～コミセン会議室②19：00～コミセン集会
室）

・宮戸プラット＆ふるさと教室(セッコク見
学)

休館日(図書館)
・13:30市民センター職員会議(赤井市C)
・16:00ふるさと教室打合せ(赤井小)

・学校給食用食材放射能サンプル測定
・親子遠足
(東部教育事務所)

矢本中央幼稚園親子遠足

第2回市議会定例会(～18日)
特別支援学級共同学習② (縄文村)
市就学指導委員会予定日①

議会定例会(～18日)

・石巻専修大保育参観
・歯磨き指導集会
・父母教師会役員会12:30～

・7月分食材見積り合せ

・年少体育教室

・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～
・教育委員会課長等会議(16:15～202会
議室)

・年長体育教室
・市内副園長・教頭会議(14:00赤井南
小)
・教育委員会課長等会議(16:15～202)

・9:45小野プラット除草作業
・宮野森小ふるさと教室(カキ養殖体験)
・10:05子育てサポーター養成講座(石巻合
庁)

いきいき学園①（市民体育館）
幼児体育 牛網保育所

休館日（縄文村)

幼児体育 矢本中央幼稚園 年少

八戸市博物館資料調査来庁
特別支援学級共同学習② 26名来館
いきいき学園12:00～

宮城ヘルシー第1回企画委員会
15:00～
幼児体育 矢本中央幼稚園 年長

教委課長等会議

石巻地区中学校総合体育大会

縄文の漁り① 10:00～ 29名参加

石巻地区中学校総合体育大会

縄文の漁り② 8:30～ 29名参加

乳幼児向けおはなし会11:00～【20名参
加】
雨天時 蛇田小学校2年学年 館内見学

・18:00JL定例会

平成30年度石巻採択地区協議会役員会(10:00
～石巻市役所)
教頭会議(14:00～赤井南小学校)
教育委員会課長等会議(16:15～202会
8 金 県 髙橋教育次長・小野寺生涯学習課長・今野
社会教育専門監・自然の家担当青山様 来庁挨 議室)
拶(15:20～15:40)
教育委員会課長等会議(16:15～202会議室)

県教育庁義務教育課心のサポート専
門監 ケアハウス視察
市幼稚園副園長，小・中学校教頭合同
会議③14:00 (赤井南小)

・三重県教育委員会「学校防災ボラン
ティア事業」打合せ（14：30～矢本二中）
・教育委員会課長等会議(16:15～202会
議室)

9 土

石巻地区中総体①

・放課後子ども教室保護者説明会（③
10：00～コミセン会議室）

・10:00子ども会安全啓発初級指導者養成講
習会(県青年文化祭)

おはなし会10:30～【21名参加】

・宮城県青年文化祭(コミセン)

10 日

第66回宮城県青年文化祭(10:00～コ
ミュニティセンター)

石巻地区中総体②
・イン・リーダー研修事前PR(各小学校)

東小学校プール実施設計第１回打ち合
（振休：市内中学校）
わせ

11 月 議会一般質問(10:00～議場)

・学び支援コーディネーター等配置事業
・管内栄養士会
説明会（16：00～204会議室）

復興調整会議
中津山第二小 9:10～13:00 16名来館
縄文村交流館修繕工事協議 14:00～

・イチゴ狩り
・交通安全教室

休館日(図書館)

・小野プラット(地域伝承活動)

12 火 議会一般質問(10:00～議場)

石巻地区中総体 (予備日)
県民防災の日
花山合宿(東小)～6/14

13 水 議会一般質問(10:00～議場)

石巻地区中総体 (予備日)

・父母教師会研修会

石巻地区中学校水泳競技大会
第１回 市就学指導委員会 南庁舎
魅力ある学校づくり第１回小・中連絡会
議(大曲市民C)15:00

・歯科検診 9:30～
・内科検診13:30～

14 木

教育委員会議案検討(9:00～204会議
室)
赤井南小学校基本設計案市長説明
(13:00～市長室)

教育委員会議案検討(9:00～204会議
室)

・矢本西小放課後子ども教室①（15：00 ・学校訪問(矢本西小:5年1組・5年2組)
～）
・7月分野菜入札

・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 教師塾② (コミセン会議室)
例
会議（１３：３０～）

特別名勝松島保存管理専門委員会
15 金 (13:30～コミセン議室)
防災訓練打合せ(15:00～202会議室)

・学校訪問(大曲小:5年1組・5年2組)

・プール設置

・東小学校(2年2組)交流会
・プール開き

・10:00すこやか学級開講式(コミセン)
・19:00石巻地区青年文化祭第1回実行委員
会(石巻合庁)

幼児体育 赤井北保育所

県博物館等連絡協議会総会（東北歴史
臨時休館に伴う冊数無制限貸出～
博物館）13:30～
6/28
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幼児体育 大曲保育所

休館日（縄文村)

幼児体育 大塩保育所

鶴岡市立上郷小 12:50～15:00 22名来
館
東松島市案内人情報交換会 13:30～
宮戸郷土史検討委員会 16:00～

幼児体育 野蒜保育所
総合型地域スポーツクラブ第２回運
営委員会

特別名勝松島保存管理専門委員会13：
30
諮問２件、協議１件全許可答申
委員長決済諮問１１件全許可答申

・19:00石巻地区子供会育成連絡協議会(稲
井公)

・インリーダー研修下見(花山実踏)
・18:30市民会議全体会(JA)

・10:00リーダースバンク(パステル画)小野
市C

16 土

17 日 東松島市総合防災訓練

三役等会議(8:30～)
18 月 議会定例会本会議(議場10:00～)
矢本西小学校指導主事訪問(15:00～)

東松島市総合防災訓練

東松島市総合防災訓練

稲井小PTA行事(出前講座) 9:00～
12:00
86名参加

雨の日のおはなし会【17名参加】

東松島市総合防災訓練
ＪＩＣＡヒアリングツアー 15:10～ 8名来
館

東松島市総合防災訓練

・東松島市総合防災訓練

東松島市総合防災訓練
防災無線テスト日
・東松島市総合防災訓練
おにぎり大使結団式・事前研修会・保護
者説明会(広域CC)

東松島市総合防災訓練

【矢本西小 学校訪問】
コミセン休み
（振休：矢本二中）

・学校訪問(大塩小:5年1組)

1

市合同防災訓練

・東松島市総合防災訓練
・13:30東部教育事務所地域連携担当者研修
会(石巻合庁)
・18:30海と大地引率スタッフ会議(204)

休館日(図書館)

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

19 火

特別支援C研修会② (
)
スポーツ笑顔の教室 赤井南小５年（３ ・大塩小ＣＳ植栽事業（9：30～）
～６校時）

20 水

赤井南小修学旅行（～２１日）
・宮野森小放課後子ども教室①（14：45
大曲小花山合宿（～２２日）
～）
石巻支援学校学校見学会(小・中学部)

21 木

石巻地区中学校陸上競技大会①
学校共同事務室リーダー会

東部教育事務所中里所長 打合せ
教育委員会定例会(13:30～第3委員会
(10:00～教育長室)
22 金
教育委員会定例会(13:30～第3委員会 室)
室)

石巻地区中学校陸上競技大会②
矢本東小学習参観日
赤井小スポーツ心のプロジェクト
飲酒運転根絶運動の日
（振休：矢本一中，未来中）

学校給食センター

中央幼稚園

社会教育班

スポーツ振興班

文化財班・縄文村

図 書 館

・9:30大塩フラワーロード植栽
・13:30市民文化祭準備会(コミセン)

・食育相談日
・検便
・学校給食用米飯食缶入札(給食セン
ター2F会議室)

幼児体育 赤井南保育所

石巻市立大街道小学校 37名来館

・10:00逆川キャンプ打合せ

・悠遊クラブ交流会

休館日（縄文村)

乳幼児向けおはなし会11:00～

一関市立藤沢小 9:30～12:30 41名来館

子育て支援センター
出前おはなし会10:00～

・宮戸プラット浜清掃

・大曲小放課後子ども教室①（15：00
～）
・宮野森小学校運営協議会②（18：30～
宮野森小地域ラウンジ）

・職員会議
・14:30東部教育事務所第3回社会教育担当
者会議(石巻合庁)

・避難訓練
・英語ふれあい教室
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幼児体育 矢本東保育所

第45回古代城柵官衙遺跡検討会第１
回世話人会（東北歴史博物館）
富谷市立成田小 10:00～14:00 74名来
館

