教育委員会 教育行政報告一覧表
日

曜
日

教育長

（平成30年6月・7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

市PTA連合会バレーボール大会(9:00～市民体
育館)
東松島市郷土史友の会平成30年度総会(13:30
～小野市民センター)

市PTA連合会バレーボール大会（市体・一中講
堂）
宮城県児童生徒学習意識調査(～29日)
【大塩小 学校訪問】
二中学区小中交流会
石巻支援学校公開講座

三役等会議(8:30～ 市長室)
25 月 大塩小学校指導主事訪問(12:50～大塩小)
臨時部課長会議(15:15～301会議室)

26 火

石巻採択地区協議会調査員会(9:30～桃生公民 岡山県真庭市建設部住宅課建築営繕室 宮野
館会議室)
森小学校視察(3名)15:00～16:00

宮野森小視察 15:00～

・10:00更別村人材交流打合せ

市特別支援学級共同学習担当者会②
15:45(204)
魅力ある学校づくり調査研究事業④打ち合わせ
会(204)

議会臨時会(10:00～議場)
議員説明会(議会終了後)
29 金 東松島市交通安全対策会議(13:30～202会議
室)
退職者辞令交付式(17:30～応接室)

・食品点検業務
・県栄養士役員会

・放課後児童クラブ職員等ブロック研修会（9：50
・給食施設訪問指導(石巻保健所)
～登米市宝江ふれあいセンター）

東根市松苗管理事業平成30年度事業説明訪問
挨拶(11:30～)

学習参観日（大曲小・赤井小・矢本西小・鳴瀬桜
・松苗プロジェクト打合せ（11：30～204会議室）
華小）

通信陸上～7/1

・放課後子ども教室保護者説明会（10：00～野
蒜市民センター）

7/
日
1

鳴瀬未来中学校リサイクル資源回収
通信陸上

・鳴瀬未来中リサイクル資源回収取材（7：30～
鳴瀬庁舎）

市生徒指導支援委員会② (301)15:00～
学校専門相談員等打合せ (301)13:30～
SSW打合せ(AM) (振休 未来中)

・人事の発令及び副市長就任式（8：30～202会
議室）

管内教育長会議(14:30～石巻合庁302会議室)

定例記者会見(10:00～301会議室)
教育委員会課長等会議(16:00～204会議室)

学習参観日(宮野森小・赤井南小)
教育委員会課長等会議(16:00～204)
水道に関する作品C審査会14:00 広域水道企業団

社会を明るくする運動(6:20～矢本駅)
副市長就任式(8:30～202会議室)

2 月 部課長会議(9:00～301会議室)

教育委員会課長等会議(16:00～204会議室)

特別支援学級共同学習③ (縄文村)
花山合宿(鳴瀬桜華小～7/7)
県中・高生徒指導連絡協議会13:00(石巻合庁)
心のケアハウス消防設備点検9:30(現地)

旧未来中学校体育館映画ロケ下見立ち会い
9月採用職員面接(10:00～応接室)
(10:00～)
5 木 教育委員会臨時会(教科書採択)(13:30～第3委
教育委員会臨時会(教科書採択)(13:30～第3委
員会室)
員会室)
ブラジルのハンドボールチーム来校(宮野森
小)PM 桜華小も参加

ブラジルのハンドボールチーム来校(宮野森
小)PM 桜華小も参加

・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～）

学習参観日(大塩小，矢本二中)
ブラジルのハンドボールチーム来校(宮野森
小)PM

7 土 「あの夏の絵」演劇(18:00～コミセン)

大塩小PTA奉仕作業

8 日

未来中リサイクル資源回収予備日
おにぎり大使 事前研修③・引率者会議⑤

三役等会議(8:30～市長室)石巻採択地区協議
宮野森小学校公共建築協会見学会事前打ち合
9 月 会(14:00～石巻市役所4階401会議室)中学校道
わせ(15:00～16:30宮野森小学校)5名出席
徳教科書採択

矢本一中授業参観日

少年の主張 東松島大会(13:30～矢本一中)
10 火 小中学校生徒指導連絡協議会(15:00～矢本西
小学校)

・年長児体育教室

幼児体育 矢本中央幼稚園 年長

・ちびっこクラブ②
31組の親子が参加し、ゆうぎ室で朝の会、手遊び、
体操、好きな遊びを楽しむ。

幼児体育 牛網保育所

・年少児体育教室
・矢本中央幼稚園長杯バレー大会
年長、年少の保護者の混合チームを構成し、親
睦を図る
・t誕生会
・NPOみんなの広場の支援
フルート、バイオリン、チェロ、ビオラでの演奏を楽しむ

休館日（縄文村)

・石巻地区青年文化祭第2回実行委員会(石巻合庁)

幼児体育 矢本中央幼稚園年少
・矢本東小ふるさと教室(ひねりパン作り)(松島自
然の家)
・10:00世話焼きセミナー(豆腐作り)野蒜市C
・14:00世話焼きセミナー(メタボ食習慣)大曲小
・18:00JL定例会

幼児体育 赤井北保育所

旧未来中学校体育館映画ロケテスト撮影等立ち
会い(10:00～)

東松島市ペタンク大会 鷹来の森屋内A
9:00～

松島町公民館講座 9:30～11:30
春日PA連絡調整会議 13:30

・防災倉庫点検日

・父母教師会なつまつり準備会・役員会

・学校給食用食材放射能サンプル測定(東部教
育事務所 )
・水質検査

・七夕祖父母参観

・新人職員研修(給食センター見学:12名)

・英語ふれあい教室

祖父母と七夕飾りの製作を行い笹竹に飾る

ヤマザクラ苗植え（～7/1）

ヤマザクラ苗植え祭り 27名参加

・JL中級アウト打合せ(石巻合庁)

・学び支援コーディネーター等配置事業説明会（14：
・検便
00～204会議室）
・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)
・県栄養士役員会研修(14:00～学校給食会)
・赤井南小学校運営協議会②（18：30～）

市小・中学校長会議④ 9:30 矢本東小
矢本中央幼稚園 七夕祖父母参観
学校ICT環境整備担当者会議15:30 第1委員会室
要保護児童対策地域協議会研修会13:30

4 水 市小・中学校長会議④ 9:30 矢本東小

6 金

・西小試食会(1年1組・1年2組)

・18:30海と大地実行委員会(204)
・19:00市子連役員会

臨時休館日(システム入替のため)
乳幼児検診 出前おはなし会13:30～

・15:00海と大地保護者説明会

第13回ペタンク大会兼みやぎヘルシー2018石巻
地区大会予選会(8:45～鷹来の森運動公園)
津田杯争奪中学校女子ソフトボール大会(9:30～
30 土
鷹来の森運動公園)
海と大地子ども交流保護者説明会(15:00～市役
所南庁舎)

3 火

休館日(図書館)

・学校訪問(矢本一中:2年3組・2年4組)
・宮城県学校給食共同調理場連絡協議会総会
(宮城県学校給食会)

東松島市立小中学校学校運営研修会（18:00～コミ
セン)

教育委員会議案検討(13:15～204会議室)
退職者辞令交付式(16:00～応接室)

縄文の塩作り① 10:00～ 31名参加

・長野県諏訪市「虹のかけ橋プロジェクト」打合
せ（9：00～鳴瀬庁舎）

大塩小花山合宿（～２９）

期末勤勉手当てに係る市長訓示(8:30～市長室)
優良工事表彰式(10:00～301会議室)

図書館

おはなし会10:30～【20名参加】

市PTA連合会バレーボール大会（市体・一中講
堂）

27 水 東根市との懇談会(15:00～応接室)

28 木

文化財班・縄文村

・大塩プラット親子サクランボ狩り(東根市)
・14:00石巻地区文化協会連絡協議会「定期総会」
(みやぎ生協石巻文化会館)

6/
土
23

24 日

スポーツ振興班

社会教育班

・8:30赤井小ふるさと教室(逆川キャンプ場)
・13:30市民センター職員会議(大塩市C)
・18:30海と大地スタッフ会議(204)
・19:00市民会議育成部会(コミセン)

幼児体育 野蒜保育所

・13:30市民文化祭①実行委員会(コミセン)
・18:00JL定例会

幼児体育 大曲保育所

・10:00協働教育コーディネーター研修会(石巻合
庁)

幼児体育 大塩保育所

・9:30インリーダー事前研修(コミセン)
・文化協会移動研修(小野〜大塚〜野蒜)

臨時休館日(システム入替のため)

休館日

・少年の主張打合せ

・ブラジル交流給食(ブラジルハンドボールチーム来
・協働教育コーディネーター研修会①（10：10～石巻
訪記念によりブラジル豆使用のコーヒープリン提供)
合庁）
・新任研地区研修(登米)
・大塩小試食会(6年1組:34人)
・大曲小学校運営協議会②（14：10～）
・学期見積り合せ

臨時休館日(システム入替のため)
～7/2

出前講座 「理科読」 大曲小4年・桜華小1年

休館日(縄文村)

東北地区スポーツ推進委員研修会
ブラジルハンドボールチーム交流

栗原西中（雨天のみ） 9:00～12:00

東北地区スポーツ推進委員研修会（登米）

文化協会文化財めぐり小野地区説明AM

乳幼児向けおはなし会11:00～【16名参加】
職場体験(石巻北高校より2名)
健康ギャラリー設置:健康推進課

星まつりおはなし会10:30～【40名参加】
イートころ学習会 毎週土曜日:午後:会議室

東北大学文学部古代史ゼミ巡検9：00～13名に
対応
縄文グルメを食そう！(ウニ) 10:30～ 43名参加
・岐阜県関市「21世紀中学生リーダー養成研修
会」打合せ（13：30～矢本二中）

・給食センター整備運営事業月例報告会（モニタ
・石巻専修大保育参観
リング）１４：００～

復興調整会議

市防災主任者等会議③ 15:00(301)

・矢本西小放課後子ども教室②（15：00～）
・鳴瀬未来中学校運営協議会②（19：00～）

・第３回防災主任者会議(15:00～)

・10:00世話やき(赤井市C)
・10:00世話やき(赤井市C)
・13:00少年の主張東松島大会
・18:00JL定例会

市民防災デー
市幼稚園副園長，小・中学校教頭合同会議④
(矢本二中)14:00

・宮野森小放課後子ども教室②（14：45～）

・副園長・教頭会(14:00～矢本二中)

・10:00子育てサポーターリーダーネットワーク研
修(県庁)

幼児体育 矢本東保育所

世話やきセミナー

休館日

11 水

市幼稚園副園長，小・中学校教頭合同会議④
(矢本二中)14:00

12 木

教育委員研修会(山形県東根市)9:00～ (教育
長・教育委員・教育総務班長)

教育委員研修会(山形県東根市)9:00～ (教育
長・教育委員・教育総務班長)

特別支援学級共同学習④ (縄文村)
石巻支援学校学校見学会(午前)高等部
東北六県市町村教育委員会連合会教育委員・
教育長研修会・定期総会

・民生員協議会研修会（ＣＳについて）10：00～コミセ
ン2階会議室
・桜華小試食会(1年生:37人)
・赤井小学校運営協議会②（13：40～）
・8月分食材見積り合せ
・大曲小放課後子ども教室②（15：00～）
・赤井地区交流会（18：30～赤井市民センター）

・新任研訪問指導①

・18:00赤井地区交流会(赤井市C)

幼児体育 赤井北保育所

13 金

東北六県市町村教育委員会連合会教育委員・
教育長研修会(山形県山形市山形テルサ テル
サホール)(教育長・教育委員・教育総務班
長)9:30～12:30

東北六県市町村教育委員会連合会教育委員・
教育長研修会(山形県山形市山形テルサ テル
サホール)(教育長・教育委員・教育総務班
長)9:30～12:30

東北六県市町村教育委員会連合会教育委員・
教育長研修会・定期総会
鳴瀬未来中学校 学習参観日
矢本中央幼稚園 なつまつり
第１回 自死対策連絡会 13:30(202)

・赤井南小安全パトロール取材（15：00～赤井南
小）

・誕生会；６名の誕生児の保護者参加が参加
・なつまつり：盆踊り、親子でお店を回って楽しむ。

・JL定例会

幼児体育 牛網保育所

14 土

おにぎり大使派遣事業壮行会(14:00～石巻ク
リーンセンター)
東北総合体育大会組合せ抽選会(16:00～コミセ
ン)

おにぎり大使壮行会14:00～15:00 (石巻広域CC)
事前研修会9:30～16:00
保護者説明会③15:00～16:00
引率者会議 16:00～17:00

・インリーダー研修(花山青少年自然の家)

東北総合体育大会組合せ抽選会

おはなし会10:30～【23名参加】

15 日

東松島市オープン家庭バレーボール大会(8:30
～市民体育館)

とっておきの音楽祭2018 in 東松島
プール監視員辞令交付心肺蘇生講習会コミセン
(10:00)

・インリーダー研修(花山青少年自然の家)

海の日

・インリーダー研修(花山青少年自然の家)

海の日

休館日(海の日)

16 月

17 火

第2回自治会長会議(13:30～小野市民センター)
教育委員会議案検討(16:00～204)
教育委員会議案検討(16:00～204)

18 水 浜市小災害復旧用地造成工事現場視察9:30～ 浜市小災害復旧用地造成工事現場視察9:30～
鳴瀬桜華小学校 西日本豪雨義援金贈呈(14:30
19 木 ～応接室)
防犯講演会(18:00～コミセン)

20 金

市要保護児童対策地域協議会会議15:00(202)

・地区自治会長会議（13：30～小野市民セン
ター）

防災に関する研修会(防災課主催)コミセン(夜)

・矢本第一中学校運営協議会②（12：30～）

1学期終業式 (矢本二中・未来中)

・ちびっこクラブ③：３４組親子が参加し、水遊
び、泥遊び、遊具での遊びを楽しむ。
・職員会議

・食育相談日

・年少児体育教室
・夏休み対策保護者会及びクラス懇談会

・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～）

1学期終業式 (中央幼・市立小学校・矢本一中)
学校共同事務室リーダー会
中央幼夏休み対策保護者会
防災無線テスト日

21 土

県中総体①
教員採用第１次選考
赤井小PTA奉仕作業
キボッチャオープニングセレモニー 宮野森小(5・
6年生)太鼓披露

大塚地区民運動会(8:30～大塚洞安寺運動公
園)
22 日 オリンピックデーフェスタ(10:00～市民体育館)
大塩地区教育懇話会総会及び懇親会(18:00～
大塩市民センター)

県中総体②
飲酒運転根絶運動の日
大塩地区教育懇話会18:00(大塩市民C)
県中総体③
家庭訪問(大塩小～7/31)
保護者面談(大曲小～7/31)
教育課程説明会(県総合教育C)
※8・9月の学校訪問予定日
ケアハウスＳＣ配置日①(矢本一中)

23 月

元鳴瀬第二中学校校長池田豊實先生叙勲伝達
式(9:30～石巻合同庁舎)
教育委員会定例会(第3委員会室13:30～)

県中総体④
家庭訪問(矢本西小)
ケアハウスSC配置日②(矢本二中)

・歳入歳出決算監査ヒアリング（9：30～監査員事務
局）
・学び支援コーディネーター等配置事業委嘱状交付
式（16：00～南庁舎）予定

・（大阪加藤氏ボランティア）夏季学習会（9：00～
赤井南小）～24日まで
・9月補正予算ヒアリング（14：00頃～第１委員会
室）
・学び支援事業説明会（19：00～柳北地区セン
ター）

赤井小６年赤井遺跡・矢本横穴見学・講話
埋蔵文化財状況調査報告〆切

休館日(海の日振替)

・女性団体移動研修(蔵王)

・年長児体育教室

夏休みに向けての約束などについて具体的に知らせる

ＫＩＢＯＴＣＨＡ開業式(11:00～KIBOTCHA)
学び支援事業委嘱状交付式(16:00～南庁舎)

24 火 教育委員会定例会(第3委員会室13:30～)

・検便

休館日（縄文村)

幼児体育 矢本中央幼稚園 年長

・10:00世話やき(保相C)
・すこやか学級②(コミセン)

休館日（縄文村)

乳幼児向けおはなし会11:00～【24名参加】

幼児体育 矢本中央幼稚園 年少

・第１学期終業式・
・学期末職員会議

・14:30東部教育事務所④社会教育担当者会議(石巻
合庁)
・19:00石巻地区青年文化祭②実行委員会(石巻合
庁)

・夏期休業日(～8/21)

・10:00世話やき(矢本東市C)

第2回県家庭バレ審判資格審査委員会

赤井遺跡矢本横穴墓群展示会（鹿妻学協）～24
日
おはなし会10:30～
矢本東市民センター 10:30～
電力プラザ出前講座

・オリンピックデーフェスタ
・矢本西プラット遠足

オリンピックデーフェスタ@市民体育館

縄文教室① 10:00～

・石幼こ協議会副園長会(14:00～桃生幼)

・プール遊び①

特別名勝松島保存管理専門委員会委員長決済
13：15～5件諮問、全許可答申
宮戸郷土史検討委員会 16:00～

ミニリサイクルブックフェア:コミセン 13:00～

休館日

・14:30平成29年度決算審査ヒアリング(監査委員事
務局)

