教育委員会 教育行政報告一覧表
日

曜
日

教育長

（平成30年8月・9月）

8/30 木

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

桜華小防音工事施設局協議

中学校女子交流バレーボール大会(8:50
～市民体育館)
オール赤井まつり(15:00～赤井中央公
園)
辞令交付(8:30～)
3 月 部課長会議(8:45～)
女性のつどい(9:30～)
課長等会議(16:00～)
・教育委員会組織再編ヒアリング(8:45～
中学校運動部活動派遣指導者委嘱状交
204)
・教育委員会課長等会議(16:00～204)
4 火
付式(9/3から変更) 19:00～
・教育委員会課長等会議(16:00～204)
2 日

日本建築学会東北支部 宮野森小学校
視察(15:00～) 61名視察

6 木 議会開会(本会議)～28日まで

第２７回オール赤井まつり

・放課後子ども教室プラス（10：00～大曲市
民センター）※大曲小児童対象
・週末学習会（AM）矢本西

休館日(図書整理日)

耳で聞くおはなし会 東市民センター10:00
～

・プール納め

・女性のつどい(コミセン)9:30
・世話焼きセミナー(コミセン)10:30

休館日

・教育委員会組織改編に伴う協議
(204)11:15
・市民センター職員会議(野蒜市C)13:30
・教育委員会課長等会議(204)16:00

・教育委員会課長等会議(16:00～204)
・放課後学習支援（赤井小スキルアップタ
イム）

・検便
・教育委員会課長等会議(16:00～204)

・ちびっこクラブ④
・プール片づけ:30名参加
・教育委員会課長等会議(16:00～204)

石巻地区中学駅伝大会(桃生)

・宮野森小放課後子ども教室④（14：45～）

・学校給食用食材放射能サンプル測定
(東部教育事務所 /14:45～)

・英語ふれあい教室

特別支援学級共同学習⑤大曲市C
第３回市議会定例会(～28)
修学旅行(宮野森小・大曲小・鳴瀬桜華小)
～７日
教員採用試験(２次選考)①
第1回プログラミング研修会（宮野森小 )

・大曲小放課後子ども教室④（15：00～）

・10月分食材見積り合せ

・年少体育教室
・父母教師会役員会12：30～

・リーダースバンク(鳴瀬桜華小)13:40
幼児体育 矢本中央幼稚園 年少
・JL定例会(コミセン)18:00
(4歳児 9:45～10:30 25人)
・Gバトラー写真展撤収作業(コミセン)来場
健康運動指導者研修会
者総数1,414名

・年長体育教室

・世話焼きセミナー(コミセン)9:30
・Gバトラー写真展撤収作業(コミセン)PM
・成人式実行委員会(204)19:00

8 土 縄文サミット(北秋田市)

大東文化大学被災地学生支援特別奨学
生制度説明会(10:00～17:00コミセン)3名
来場

スポーツ心のプロジェクト(宮野森小)
算数チャレンジ本選
・週末学習会（AM）大曲・小野・矢本西・野
教員採用試験(２次選考)③
大東文化大学管弦楽団東松島市フレンドシップ 蒜・有明集会所
コンサート

宮城ヘルシー前日準備
河南東中・西中 13:30～16:30
第3回県家庭バレ審判資格審査委員会

縄文シティサミットinきたあきた（～9）
鳴子公民館 10:40～14:15 23名来館

県新人水泳大会

宮城ヘルシー石巻地区大会
河南西中・東中 8:00～15:00

でんでん虫の会 11:00～12:30 18名来館

・週末学習会（AM）矢本東

11 火 議会一般質問

石巻地区中学校駅伝競争大会 (予備日)
・放課後学習支援（赤井小スキルアップタ
市民防災デー
魅力ある学校づくり調査研究事業先進地 イム）
視察(茨城県ひたちなか市)

・校長会、視察研修会(14:00～15:00)

・JL定例会(コミセン)18:00

12 水 議会一般質問

魅力ある学校づくり調査研究事業先進地
視察(栃木県小山市)
赤井南小 花山合宿(～14日)
矢本一中 職場体験(～13日)

・宮野森小学校T・T授業

・宮婦連大会

13 木

特別支援学級共同学習⑥(大曲市民C)
鳴瀬未来中学校区市民参観日①
矢本東小 修学旅行(～14日)
第２回市就学指導委員会 13:30～(南庁舎第３
会議室)
教員採用試験(２次選考)④
英語暗唱・弁論大会9:00～桃生総合支)

・10月分野菜入札

・世話焼きセミナー(野蒜・宮戸)9:30

14 金

議会本会議
園児服・学校制服展示会(13:00～)
タイケン学園理事長 現地視察(14:00～旧
未来中)

鳴瀬未来中学校区市民参観日②
教員採用試験(２次選考)⑤

15 土

ツールド・東北(10:00～大塩市民センター
あおみな)

矢本西小 孫の勉強をみる会
大塩小 PTA奉仕作業③
教員採用試験(２次選考)⑥

16 日

18 火

教育委員会議案検討(13:15～204会議
室)

19 水

20 木

教育委員会議案検討(13:15～204会議
室)

議会財務委員会(分科会:教育委員会)

議会財務委員会(分科会:教育委員会予定)

矢本はなぶさ幼稚園運動会(8:30～雨天
のため9/23に延期 )
野蒜築港フォーラム第二部(13:00～15:30
野蒜市民センター)

休館日

矢本運動公園完了検査 10:30～11:30
幼児体育 大塩保育所
(4・5歳児 9:45～10:35 人)

石巻市開北小 pm 61名来館
山形大学博物館実習 15:00～16:00

・矢本東小学校運営協議会③（19：00～矢
本東小図書室）
・検便
・放課後学習支援（赤井小スキルアップタ
イム）

敬老の日

・食育相談日

・矢本二中学校運営協議会①（15：20～矢
本二中校長室）

石巻地区中学校新人大会①
飲酒運転根絶運動の日

・週末学習会（AM）大曲・小野・野蒜・有明
集会所

職場体験二日目 矢本第一中学校 6名

縄文の塩作り② 10:00～14:00 30名参加

敬老の日

敬老の日

敬老の日

・運動会合同練習開始

・石巻地区青年文化祭実行委員会(石巻合
庁)19:00

幼児体育 大曲保育所
(4歳児 9:30～10:20
(5歳児 10:20～11:20

・悠遊クラブ交流会:6名参加

・民生教育文化会決算審査(第2委員会
室)13:30
・県子連、南三陸石巻管内会議

幼児体育 赤井北保育所
(4歳児 9:45～10:30 13人)
(5歳児 10:30～11:15 12人)

・新任研④

・矢本西プラットお茶席体験
・東部教育事務所第6回社会教育担当者会議
(石巻合庁)14:30

・赤井小学校試食会(2年1組:25人)
・給食センター見学会(矢本東小学校2年 ・職員会議
生:75人)

矢本東小学校講堂工事事務所撤去予定

職場体験一日目 矢本第一中学校 6名

・少年の主張石巻地区大会(牡鹿中)
・ひがしまつしま市民文化祭申込〆切期限

・親子ふれあい事業(岩手サファリパーク)

花山合宿(赤井小)(～２０日)
(振休:矢本西小)

秋の交通安全運動(～30日)
赤井南小ふれあい祭り
学校共同事務室リーダー会
通学路防犯緊急点検13:15～(市内全域)

おはなし会10:00～

おはなし会10:30～
佐久間クラ子さんの昔話を聞く会
東市民センター 14:00～

敬老の日

議会財務委員会(分科会教育委員会予
定)
みんなの会(ボウリング大会)

乳幼児向けおはなし会11:00～
施設見学 大塩小学校 2年生
出前ブックトーク 矢本東小学校 2年生

休館日

・週末学習会（AM）大曲・大塩・小野・野
蒜・有明集会所

敬老の日

特別支援学級共同学習⑦(※施設見学
予定)
大塩小学校 修学旅行(～21日)
防災無線テスト日

大阪 藤井寺ライオンズクラブ 来庁(10:00
～)

秋の交通安全運動出動式及び街頭指導
(7:00～庁舎前駐車場)
臨時教育委員会(9:00～ 第3委員会室) ・浜市小学校造成工事定例会議
21 金 臨時教育委員会(9:00～ 第3委員会室)
通学路防犯緊急点検13:15～(市内全域) （１０：００～）
野蒜築港フォーラム(13:30～16:30石巻埠
頭サイロ～塩釜港)
22 土

・矢本東小学校交流活動:2年3組とたけ
組
・避難訓練

・週末学習会（AM）矢本東

敬老の日

休館日

特別名勝松島保存管理専門委員会委員長
決済13：10 2件諮問・許可答申
宮戸の郷土史検討委員会 16:00～

・給食センター整備運営事業月例報告会
・教育実習(～9/29)
（モニタリング）１４：００～

敬老の日

教委課長等会議

幼児体育 矢本中央幼稚園 年長
(5歳児まつ 9:30～10:15 19人)
(5歳児たけ 10:30～11:15 18人)
健康運動指導者研修会

・すこやか学級ピクニック(加瀬沼公園)
・世話焼きセミナー(矢本西市C)10:00
・俊斎P授業(赤井小 4年生道徳)13:40
・俊斎P授業(赤井小 5年生国語)14:35

赤井南小大規模改修事業設計協議
(１３：００～)

赤井鷲塚民具歴史資料調査（東北歴史博物

中学校運動部活動派遣指導者委嘱状交付式
館と共同）259点受贈
(9/3から変更) 19:00～20:00

幼児体育 牛網保育所
(4歳児 9:45～10:30 19人)
(5歳児 10:30～11:15 17人)

SSW打合せ会9:30(203)
副読本「大槻俊斎」活用した授業⑤⑥校時
(赤井小)
(振休:宮野森小)

10 月 議会一般質問

おはなし会10:30～

・オール赤井まつり

・教育委員会課長等会議(16:00～204)
・魅力ある学校づくり調査研究事業打合
せ会⑦(15:30)

教員採用試験(２次選考)②
(振休:矢本一中)

図書館

宮史協定例会（古川市）13:30～

イモニウオーク 9:00～16:00 46名来館

(振休:矢本一中)

7 金

9 日 縄文サミット(北秋田市)

文化財班・縄文村

・誕生会:6名の誕生児の保護者参加
・石幼こ協議会副園長会(住吉幼稚園)

国道維持出張所鳴瀬大橋関係打ち合わ
せ(11:00～)
・浜市小学校造成工事定例会議
鹿島建設建築設計部 宮野森小学校視
（１０：００～）
察(15:00～) 18名視察
・東小プール改築第３回協議(１０：３０～)
大東文化大学被災地学生支援特別奨学
生制度説明会(15:00～17:00コミセン)

17 月 敬老の日

スポーツ振興班

運動会 (矢本一中)9:00
宮野森小学校PTA奉仕作業6:30～
・週末学習会（AM）矢本東・大曲・野蒜
魅力ある学校づくり調査研究事業③調査
研究委員会 (文部科学省)県指導主事

土 矢本一中運動会(8:40～ )

5 水

社会教育班
・青年文化祭実行委員会④(石巻合庁)

赤井・大塩小エアコン導入防衛施設局事前
協議

31 金

9/1

教育施設班

教育総務班

人)
人)

敬老の日

休館日(敬老の日)

佐賀市教育委員会視察 13:30-1700

休館日(敬老の日振替)

休館日

乳幼児向けおはなし会11:00～

布えほんボランティア「フェルト」移動研修

幼児体育 赤井南保育所

県家庭バレーボール県大会前日準備

オルレモニターツアー

おはなし会10;:30～

23 日 秋分の日

秋分の日

秋分の日

石巻地区中学校新人大会②
秋分の日

・放課後子ども教室プラス（10：00～赤井市
民センター）※赤井小・赤井南小児童対象 秋分の日
・週末学習会（AM）矢本西

秋分の日

・オペラマジックショー(コミセン)

秋分の日
宮城県家庭バレーボール県大会

縄文教室③ 10:00～15:00 44名参加

休館日(秋分の日)

24 月 秋分の日 振替休日

秋分の日 振替休日

秋分の日 振替休日

秋分の日 振替休日

・放課後子ども教室プラス（10：00～野蒜市
秋分の日 振替休日
民センター）※宮野森小児童対象

秋分の日 振替休日

秋分の日 振替休日

秋分の日 振替休日

秋分の日 振替休日

休館日(振替休日)

石巻地区中学校新人大会 (予備日)

・矢本西小放課後子ども教室④（15：00～）
・放課後学習支援（赤井小スキルアップタ
イム）
・矢本一中学校運営協議会（19：00～矢本
一中会議室）

25 火

26 水

ALT事業者選定委員会(15:00～ 南庁舎
会議室)

【鳴瀬桜華小 学校訪問】
石巻地区中学校新人大会 (予備日)
ALT事業者選定委員会(15:00～南庁舎)

27 木

コミュニティ・スクール研修会 マイスター
安斎 宏之先生講演(18:30～コミセン)

【赤井南小 学校訪問】
・コミュニティ・スクール研修会（18：30～コ
特別支援学級共同学習⑧大曲市民C
CSマイスター 講話第３弾 18:30～20:30(コミ ミセン）
セン)

市防災主任者等会議④ (南庁舎第1・第
2会議室)

議会本会議・議員全員説明会(10:00～)
28 金 教育委員会定例会(13:30～第3委員会
室)

教育委員会定例会(13:30～第3委員会
室)

幼児体育 野蒜保育所

・運動会総練習
・運動会準備会

・少年の主張宮城県大会

・学校訪問(大曲小3年1組・2組)

・学年便り発行

・JL定例会(コミセン)18:00
・CS研修会(コミセン)18:30

・学校訪問(赤井小3年1組)

・誕生会
・園便り発行

・世話焼きセミナー(赤井市C)9:45

幼児体育 矢本東保育所

休館日
加曽利貝塚博物館友の会講演会（千葉市）

施設見学 大曲小学校 2年生
乳幼児検診～図書館ＰＲ

世話やきセミナー（1.5会ニュースポーツ）
9:45～

八戸市博物館資料借用来庁 11：00
筑波大学世界遺産ワークショップ 10:00～
12:00

休館日(整理日)

