教育委員会 教育行政報告一覧表
日

曜
日

教育長

（平成30年7月・8月）
教育総務班

ラグビーワールドカップ 釜石市キャラバン隊
訪問あいさつ(9:00～9:15応接室)
7/
水 おにぎり大使派遣事業 出発式(10:00～石巻
25
広域クリーンセンター)
国語研究会(大阪へ)

教育施設班

東小プール改築事業第2回打合せ(午前)

26 木 国語研究会(大阪終日)

27 金

国語研究会(大阪終日)
議会臨時会(10:00～議場)

28 土 国語研究会(大阪終日)

学校教育班
県中総体⑤
おにぎり大使出発式
三者面談(未来中～7/31)
東松島高等学校オープンキャンパス
ケアハウスSC配置日③(未来中)

コミュニティ・スクール推進班

学校給食センター

・矢本東小学校運営協議会②（18：30～矢本
東小）
・石教研給食部会研修会
・（長野県諏訪市）虹のかけ橋プロジェクト保
護者説明会（19：00～コミセン）

中央幼稚園

・石幼こ協議会園長会(9:00～河北幼)
・プール遊び②

海と大地 子ども交流事業 解散式11:00～
31 月 おにぎり大使帰着式(13:30～石巻広域クリー
ンセンター)
8/
新規採用職員辞令交付式(8:45～応接室)
女川町教育委員会 宮野森小、鳴瀬未来中
水
1
新規採用教職員研修 講話(14:45～ コミセン) 視察(14:00～15:00)4名視察
東京都大田区議会表敬訪問(15:50～301会議室)

2 木 東京都大田区議会意見交換会(18:00～汐さいの
宿ちどり館)

東京都大田区議会議員 宮野森小視察(9:00～

3 金 9:50)

女川町教育委員会 宮野森小、鳴瀬未来中
視察(14:00～15:00)

岐阜県PTA連合会 宮野森小学校視察(15:30
～16:15)15名視察

東京都大田区議会議員 宮野森小視察(9:00
～9:50)22名視察

赤井遺跡と矢本横穴墓展示（～31日）
休館日（縄文村)

ｈ.29国庫補助繰越事業実績報告（市内遺跡
発掘調査）提出

・9:00世話やき(コミセン)

幼児体育 野蒜保育所

海と大地 子ども交流事業 (～31日)
市立小・中学校教職員健康診断
市PTA東松島・加美交流事業 IN サマー
家庭訪問(矢本一中～8/2)

・石幼こ協議会夏期実技研修(河北ビックバ
ン)

・海と大地子ども交流事業

一五会体力測定
幼児体育大塩保育所
全日本女子実業団選手権開会式

・海と大地子ども交流事業
・文化講演会(山田邦子)(コミセン)
・野蒜親子ふれあい事業

全日本実業団女子選手権ソフトボール大会

・海と大地子ども交流事業
・9:00世話やき(鹿妻地区C)

全日本実業団女子選手権ソフトボール大会

・未来の宝東北の子供たち夢と希望と絆の架
け橋プロジェクト保護者説明会（10：00～塩釜
市）

通学路安全推進協議会合同点検(午後)

・任期付職員研修(富谷研修センター)

・海と大地子ども交流事業

全日本実業団女子選手権ソフトボール大会

教師塾③ (コミセン会議室)
おにぎり大使帰着式13:30～(石巻広域CC)
海と大地 子ども交流事業 解散式11:00～

・任期付職員研修(富谷研修センター)

・海と大地子ども交流事業

幼児体育 矢本東保育所

初任者研修 (1年目) 市町村教育委員会研修
・夏季イートっ子学習会（Ｉ期）～3日
転入教職員研修(市内視察研修)
①10：00～12：00／②13：00～15：00

・初任者研修(教育センター)

小学校教育課程説明会(河北地区)
イートっ子ルーム サマースクール②

・岐阜県ＰＴＡ連合会中学生交流事業（13：30
～鳴瀬未来中／16：00～宮野森小）
・8月、9月分野菜入札(15:30～)

特別支援C研修会③ (301)
・浜市小学校造成工事定例会議
適応指導教室等情報交換会14:30(東北歴史
（１０：００～）
博物館○須藤所長参加)
・矢本東小学校講堂大規模改造工事定例会
中総体東北大会 水泳競技(一中 山形県米沢
議（１３：３０～）
市)

・8月、9月分地場産品見積り合せ(10:00)

いきいき学園②（市民体育館）
幼児体育 大曲保育所

・初任者研修(教育センター)

・きみつ少年少女合唱団コンサート打合せ(コミ
セン)

・石幼こ協議会会員研修(河北幼稚園)

・市民文化祭＆図書館まつり打合せ(コミセ
ン)15:00

図書館

休館日(整理日) スタッフ研修会

春日PA古代体験まつり 10:00～15:00
5の2区子供会 9:00～12:00

おはなし会10:30～【23名参加】

休館日(縄文村)

乳幼児向けおはなし会11:00～【15名参加】

松島自然の家(悪天候時) 9:00～11:00

「空気であそぼう!!新聞紙ドームづくり」
市コミセン 10:00～

ファミリーホーム協議会 東北ブロック 12:30～
14:30
宮戸夏まつり 16:00～20:00

こわいおはなし会 10:30～【55名参加】

さわおとの森 14:00～15:00

休館日

幼児体育 赤井南保育所

みやぎ小・中学生いじめ問題を考える
フォーラム9:45(県庁)
矢本第二中生徒参加
吹奏楽C(矢本一)イズミティ21

4 土 第８回宮戸夏まつり(16:00～あおみな)

文化財班・縄文村

幼児体育 赤井北保育所

・プール遊び③

算数チャレンジ予選(石巻合庁)

通学路安全推進協議会合同点検(13:00～
18:00)26名出席

スポーツ振興班

市教科等研究員研修会② 13:30 本庁舎301
学校現場における業務改善研修会 14:30 コミセ
ン
・学校現場における業務改善研修会（14:30
(講師：広島県教育委員会学校経営支援課職員)
東部圏域みやぎ安全教育推進ネットワーク会議 ～コミセン）
13:30 石巻合庁
ケアハウスSC配置日④(心のケアハウス)

29 日 野蒜塾(9:00～不老橋)

30 月 三役等会議(8:30～市長室)

社会教育班

浦和学院旗毎日興業杯争奪東松島サッカーフェ
スティバル大会セレモニー(8:30～鷹来の森運動
公園)
5 日 野蒜まちづくり協議会文化祭(10:00～野蒜市民
センター)
第２１回西福田区民復興夏祭り(18:00～西福田
下集会所前広場)

6 月

三役等会議(8:30～市長室)
部課長会議(9:00～301会議室)
宮城大学風見教授宮野森小学校視察(森の
学校評価検討)13:30～

7 火

教育委員会課長等会議(16:00～204)
定例記者会見(10:00～301会議室)
宮城県市町村教育委員会協議会第１回教育 大東文化大学被災地学生支援特別奨学生
制度説明会(17:00～コミセン)参加なし
長部会(13:30～大崎市民会館)
教育委員会課長等会議(16:00～204)

虹の架け橋プロジェクト歓迎式(17:10～
8 水
KIBOTCHA)

宮城大学風見教授宮野森小学校視察(森の
学校評価検討)13:30～ 31名視察

魅力ある学校づくり調査研究事業研修会(市 ・（三重県教委）学校防災ボランティア事業受入
（13：30～矢本二中）
内小中学校職員対象)
・復興まちづくり計画市民委員会（19：00～202）
13:00 矢本東市民センター

大東文化大学被災地学生支援特別奨学生
制度説明会(17:00～コミセン)1名参加

大東文化大学PBL報告会(17:30～コミセン)
9 木 虹の架け橋プロジェクトお別れ式(20:15～
KIBOTCHA)
10 金

特別名勝松島保存管理専門委員会(13:00～
南庁舎会議室)

管理職(校長・教頭)選考試験試験日
教頭9:00～ 校長13:00～
通学路ブロック塀緊急点検(～１０日)

・（岐阜県関市）21世紀中学生リーダー養成研修会
派遣（矢本二中2年2名・引率教諭1名）～10日まで
・（長野県諏訪市）虹の架け橋プロジェクト受入
（KIBOTCHA等）～10日
・（兵庫県神戸市）未来の宝東北の子どもたちに
夢と希望と絆の架け橋プロジェクト派遣～12日
市内小学5年生公募による自主参加（8名）

中学校教育課程説明会(登米会場)
イートっ子ルーム サマースクール③

・（長野県諏訪市）虹の架け橋プロジェクト
東松島市児童・生徒参加（24名）
（KIBOTCHA等）

福岡県校長会視察(宮野森小⇒きぼっちゃ)午
後

・検便
・教育委員会課長等会議(16:00～204)
・米飯食缶納入(大勇堂:10:30)
・過年度分督促状発布(納期限8/20)

・教育委員会課長等会議(16:00～204)

デンマーク産業文化交流出発（6日～11日）

・矢本東市Cプラット(こけしづくり体験)
・女性団体長会議(コミセン)9:30
デンマーク産業文化交流（6日～11日）
・市民センター職員会議(小野市C)13:30
・視聴覚センター運営委員会(ビックバン)14:00 幼児体育 牛網保育所
・JL定例会(コミセン)18:00
・海と大地引率スタッフ打上げ(根元邸)

縄文文化発信サポーターズ・イベント（東博）
名取市増田西児童センター 9:40～13:30
さわおとの森 14:00～15:00

・市民会議石巻地区情報交換会(コミセン)14:00
・市民文化祭役員会(コミセン)13:30
・みやぎ郡エリアJL研修会見学(松島自然の
家)16:00
・市民会議育成部会(コミセン)19:00

デンマーク産業文化交流（6日～11日）

休館日(縄文村)

デンマーク産業文化交流（6日～11日）

名取市増田西児童センター 9:40～13:30
さわおとの森 14:00～15:00

・宮城県栄養教諭、学校栄養職員研修会(若
・初任者研修(教育センター)
柳総合文化センター)※台風１３号の影響によ
※台風１３号の影響により延期
り中止

・協働教育コーディネーター研修会(石巻合
庁)9:40
・世話焼きセミナー(上河戸地区C)

・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～

・青少年のための宮城県民会議研修大会(気仙沼
デンマーク産業文化交流（6日～11日）
合庁)
幼児体育 赤井北保育所
・復興政策調整会議(202)9:00
・市民会議広報部会(コミセン)19:00

山の日
市民防災デー
おにぎり大使事後研修会 9:30～15:30
解団式 15:30～15:50

11 土

12 日

・市民文化祭展示部会(コミセン)13:30
・美馬森japan打合せ(野蒜)16:00

※大塩小学校 学校宿泊会(～７日)

山の日
デンマーク産業文化交流帰国（6日～11日）

第33回小松台夏祭り(18:00～小松台地区セ
ンター)

パネルシアター講座 市コミセン 13:30～

特別名勝松島保存管理専門委員会9：30南庁舎
ナイトおはなし会＆きもだめし 17:30～【29名
諮問１件→許可答申（10：00～16：30）
参加】
さわおとの森 14:00～15:00
夏休み企画 「おいでよ、縄文村へ!」
(8/11～8/14)

休館日

縄文村入館&体験無料デー

13 月

休館日

・道地納涼祭

14 火
15 水

休館日(縄文村)

16 木

17 金

第96回東松島市鳴瀬流灯花火大会

法令審査委員会13:30～
教育委員会議案検討15:00～204会議室

イートっ子ルーム サマースクール④

18 土 モラロジー研究会(終日)

・夏季イートっ子学習会（Ⅱ期）～19日
①10：00～12：00／②13：00～15：00

・鳴瀬流灯花火大会(市民会議パトロール)

博物館実習（～21､石巻専修大4名）
HLAB(雨天時) 10:15～12:00

・ジュニアリーダー中級研修会(志津川自然の
家)

HLAB(晴天時) 9:00～10:50

おはなし会 10:30～【20名参加】
子どもの本展示会～26日

・ジュニアリーダー中級研修会(志津川自然の
家)

第55回 教育者研修会(仙台市会場)

東松島市消防演習(8:30～矢本東市民セン
19 日 ター)
きみつ少年少女合唱団コンサート(14:00～ )

縄文教室② 10:00～14:00
気仙沼市まちづくり協議会 11:00～

・きみつ少年少女合唱団コンサート

三役等会議(8:30～市長室)
部課長会議・行政経営会議(9:00～301会議
高木元復興大臣宮野森小学校視察14:25～
室)
20 月 社会教育委員会義 (13:30～南庁舎2階会議 通学路ブロック塀点検打ち合わせ(鳴瀬庁舎
13:30)
室)
スポーツ少年団・空手 結果報告(16:00～第3
委員会室)

・浜市小学校造成工事定例会議
（１０：００～）
魅力ある学校づくり調査研究事業②調査研
・矢本東小学校講堂大規模改造工事定例会 究委員会(文部科学省)
議（１３：３０～）

宮城県都市教育長協議会会議(10:00～塩竈
通学路ブロック塀緊急点検(建築住宅課と共
21 火 市杉村惇美術館)
同作業21日～23日)
おにぎり大使報告(16:30～応接室)

通学路ブロック塀緊急点検(建築住宅課と共
同作業21日～23日)

第2学期始業式 (矢本二中・鳴瀬未来中)
学校共同事務室リーダー会
おにぎり大使報告会16:30(市長室)

乳幼児向けおはなし会11:00～【15名参加】

・コミセン休館日

・食育相談日
・給食センター内防災訓練(9:00～10:00)

・石幼こ協議会副園長等研修会(住吉幼稚園) ・Ｇ・バトラー写真展準備
・石巻専修大インターンシップ受入〜24日
・初任者研修(教育センター)
・社会教育委員の会議(南庁舎①)13:30

幼児体育大塩保育所

・行政経営会議(301)

・検便
・２学期給食中学校提供開始(21日は矢本二 ・安全点検
中・鳴瀬未来中のみ)

・Ｇ・バトラー写真展準備

宮城ヘルシー第2回企画委員会（抽選会） 13:30～
幼児体育 野蒜保育所

休館日

福岡県豊前市表敬訪問(17:00～3001会議室)
通学路ブロック塀緊急点検(建築住宅課と共
22 水 第14回「少年の主張」東松島市大会意見発
同作業21日～23日)
表会(18:40～三好旅館)
赤井小学校国語研修会10:00～14:30(赤井小
学校)
東北総合体育大会レセプション(18:30～東松
庵)
戦没者追悼式(10:00～菩提樹)
東松山市教育長・市ノ川小学校交流(宮野森
24 金
小学校)9:00～14:00 3名視察交流
市小・中学校長会議⑤ 14:00 大曲小
23 木

通学路ブロック塀緊急点検(建築住宅課と共
同作業21日～23日)

通学路ブロック塀緊急点検(建築住宅課と共
同作業21日～23日)

第2学期始業式 (中央幼・小・矢本一中)
飲酒運転根絶運動の日
福岡県豊前市との交流会(宮戸)

・通学路危険ブロック塀調査（AM）
・大曲小放課後子ども教室③（15：00～）
・宮野森小学校運営協議会③（18：30～）

通学路ブロック塀緊急点検(建築住宅課と共
同作業21日～23日)

東松山市教育長・市ノ川小学校交流(宮野森 通学路ブロック塀緊急点検(建築住宅課と共
小学校)9:00～14:00 3名視察交流
同作業24日 予備日)

東松島市夏まつり2018

鳴瀬未来中運動会(8:45)
矢本二中運動会(8:15)
26 日 自衛隊航空祭(駐車場・西小・大曲小・一
中)6:00～18:00まで

鳴瀬未来中運動会(8:45)
矢本二中運動会(9:00)
自衛隊航空祭(駐車場・西小・大曲小・一
中)6:00～18:00まで

三役等会議(8:30～市長室)
東部教育事務所管内教育長会議(14:30～石
巻合同庁舎)

・２学期給食小学校開始

市小・中学校長会議⑤ 14:00 大曲小
東松山市市ノ川小学校交流(宮野森小学
校)10:00～12:00
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27 月

・福岡県豊前市防災学習～24日
（児童15名・引率3名受入）

・臨時・非常勤職員の任用把握に係るヒアリン
グ(第1委員会室)11:00

休館日(縄文村)

・新任研修訪問指導②

・東部教育事務所第5回社会教育担当者会議(石
東北総合体育大会開会式 コミセン 16:00～
巻合庁)
幼児体育 大曲保育所
・市子連インリーダー反省会18:30

福岡県豊前市 10:00～1100

・年長プール体験教室

・石巻視聴覚センター会議(メディアシップ)
・Ｇ・バトラー写真展(コミセン)〜9/6

世話やきセミナー（1.5会ストレッチ）
東北総合体育大会（1日目）
幼児体育 赤井南保育所

「1951東松島」写真展(コミセン)
関連企画 「あのころの松島基地」

・航空音楽隊演奏会(コミセン)13:30
・東松島夏まつり(ＪＬブース)

東北総合体育大会（2日目）

おはなし会 10:30～【8名参加】

・東松島市夏まつり2018

東北総合体育大会（3日目）

(振休:未来中)

縄文教室予備日

・年少プール体験教室

28 火

(振休:未来中)

・放課後学習支援（赤井小スキルアップタイム）
・矢本西小放課後子ども教室③（15：00～）
・鳴瀬桜華小学校運営協議会②（18：30～）

市幼稚園副園長，小・中学校教頭合同会議
⑤矢本西小 9:30
29 水
教育委員会定例会(13:30～ 第3委員会室)
総合教育会議(15:30～ 301会議室)

市幼稚園副園長，小・中学校教頭合同会議
⑤矢本西小 9:30
定例教育委員会 13:30
総合教育会議 15:30

・宮野森小放課後子ども教室③（14：45～）

教育委員会定例会(13:30～ 第3委員会室)
総合教育会議(15:30～ 301会議室)

・第２学期始業式
・職員会議

・試食会(給食センター見学７名)

休館日

・石幼こ協議会研究委員会(河北幼稚園)

・社会教育・公民館職員等研修会Ⅱ(大崎)

・ラジオ石巻「夢冒険」収録

・すこやか学級③(コミセン)9:00
・家庭教育支援チーム連絡会議・研修会(県庁)
・女性のつどいリハ(コミセン)13:30

幼児体育 矢本東保育所

休館日(縄文村)

