教育委員会 教育行政報告一覧表
日

曜
日

9/
土
29

教育長

（平成30年9月・10月）
教育総務班

教育施設班

矢本中央幼稚園運動会(9:00～)
鳴瀬幼稚園運動会(9:00～)

30 日

10
月
/1

2 火

学校教育班

コミュニティ・スクール推進班

矢本中央幼稚園運動会(9:00)
石巻地区中学校新人大会③野球競技

・週末学習会（10：00～有明集会所）、（10：
00～矢本西市民センター）

まるごと大曲ふれ愛まつり
東松島市子どもフェスタ(市体)

・週末学習会（10：00～矢本西市民セン
ター）

学校給食センター

【矢本東小 学校訪問】
中央幼稚園 H30入学願書配布開始
県駅伝競走大会前日準備
教育委員会課長等会議16:00(204)

・放課後学習支援（14:10～赤井小スキルアップタイム）
・放課後子ども教室地域ボランティア研修会（14：30～南
庁舎）
・教育委員会課長等会議（16：00～204会議室）
・大塩小学校運営協議会②（18：00～大塩小会議室）

・小野プラット稲刈り(9:45)
・市民文化祭展示の部出展者会議(コミセ
ン)13:30

・学校訪問(矢本二中2年3組・2年4組)
・教育委員会課長等会議(16:00～204会議
室)

・安全点検

・市民センター職員会議(宮戸市C)13:30
・課長等会議(204)16:00

・宮城ヘルシー第3回企画委員会 15:00

・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～)
・赤井南小試食会(1年生)

・平成31年度入園願書配布9:00～16:00
・臨時休園(宮城県研究大会 栗原支部研究集
会参加

・子育てサポーターリーダー養成講座(県
庁)10:00
・日教弘宮城支部奨励金授与式(202)18:30

・幼児体育 牛網保育所

4 木

鳴瀬未来中学校 職業人の話を聞く会
県駅伝大会(予備日)
東根市松苗プロジェクト打合せ（11：00～204
・11月分食材見積り合せ
管理職試験(校長選考面接)②
会議室）
H30年度管内小・中学校事務指導①（202会
議室)
・浜市小学校造成工事定例会議
（１０：００～）

宮野森小 学芸会
大曲小 親子奉仕作業(7:00～8:00)

6 土

7 日

宮城オルレオープン祝賀会(内康19:00)

8 月

宮城オルレオープニングセレモニー(宮野森小学
校)
MOA美術館児童作品展表彰式(13:30～遊学館)

・赤井南小試食会(3年生)
・宮戸地区オルレ開設記念給食提供(献立:
ビビンバ)

市小・中学校長会議⑥9:30 赤井小

・園外保育（登米市平筒沼公園）

中学生用副読本プロジェクト15：30
東北歴史博物館資料返却 10:30

・体育の日
・リフレッシュフェスティバル 大曲地区体育
館 11:00
・矢本西小放課後子ども教室⑤（15：00～）
・放課後学習支援（14:10～赤井小スキルアップタイ
・検便
ム）
・H31入学予定児童就学時健康診断（13：30～コミ ・就学時健診時アレルギー相談(コミセン)
セン）※大塩小・赤井南小

・新任研⑤
・大塩小・赤井南小就学時健康診断

・幼児体育 赤井南保育所

復興調整会議

休館日(体育の日振替)

・矢本西プラット稲刈り
・すこやか学級＆ほっとふる合同「子どもと
一緒にヨガ」(コミセン)10:00

・幼児体育 矢本中央幼稚園 年長

休館日

出前ブックトーク 鳴瀬未来中 1年

・年少児体育教室
・実習打ち合わせ14:00～

・インターン研修(石巻商業)
・JL定例会(コミセン)18:00

・幼児体育 矢本中央幼稚園 年少

・派遣社会教育主事巡回訪問(第3委員会
室)13:30

・11月分野菜入札

12 金

派遣社会教育主事巡回訪問(13:30～教育長室)

教師塾④ (301)

教師塾④ (15：00～301会議室)

・家庭教育学級研修会
４０名の保護者の参加でヨガを実施

13 土

宮城いきいき学園石巻校文化祭(10:00～コミセ
ン)

赤井小 学習発表会
矢本二中 文化祭前日祭

・放課後子ども教室プラス（10：00～大塩市民セ
ンター）※大塩小児童対象
・週末学習会（9：30～有明集会所）、（10：00～
小野市民センター）

・園庭遊具のペンキ塗り支援
（石巻塗装業組合の方４名で行う）

14 日

第7回石巻地区少年剣道錬成大会(9:00～石巻市総
合体育館)
のびる秋まつり(野蒜市民センター)
矢本西地区の日(矢本西小学校)

矢本二中 合唱コンクール・文化祭
・週末学習会（10：00～矢本東・大曲・大塩市民
第６７回 宮城県PTA研究大会(南三陸大会) センター）
スポーツ交流村ベイサイドアリーナ

・東小プール改築第４回協議(１０：３０～)

英検IBA実施(～19日)
宮野森小ミサイル対応訓練
(振休:矢本二中10/13分)

15 月

16 火

市教委学校訪問予定日①(終日)

市教委学校訪問予定日①(終日)教育長・教
育委員3名出席
鳴瀬未来中学校通学路懇談会(19:00～
20:00 26名出席)

17 水

教育委員会議案検討(8:45～204会議室)

教育委員会議案検討(8:45～204会議室)

18 木

愛知県豊山町副市長、総務課長来庁・視察

愛知県豊山町副市長、総務課長来庁・視察

19 金

愛知県豊山町副市長、総務課長来庁・視察

愛知県豊山町副市長、総務課長来庁・視察

20 土

東松島市・東根市スポーツ交流(9:30～鷹来の森
運動公園)
宮城県高等学校総合文化祭総合開会式(遊楽
館13:00～15:30)

21 日

22 月

市町村教育委員会教育長部会(13:00～)

23 火

モラロジー エッセイ最終選考(13:30～コミセン)

24 水

生きがい健康づくり石巻地区大会(9:15～市体育 教育次長 派遣元訪問～24日(愛知県教育
館)
委員会、愛知県豊山町)

教育次長 派遣元訪問～24日(愛知県教育
委員会、愛知県豊山町)

赤井南小大規模改修事業第２回設計協議
(１０：００～)

・浜市小学校造成工事定例会議
（１０：００～）

休館日(体育の日)

・JL定例会(コミセン)18:00

市いじめ問題対策調査委員会 10:00～
11:30(南庁舎会議室)
特別支援学級共同学習⑩大曲市民Ｃ
市民防災デー

市教委学校訪問②(8:20～12:00)
定例教育委員会(13:30～ 第3委員会室)

・幼児体育 大曲保育所
・デンマーク大使館訪問 打合せ 14:00

乳幼児向けおはなし会11:00～

鬼首地区公民館 11:00～14:00 (11名来館)
ふるさと探訪ツアー 13:00～13:50 (45名来 おはなし会10:30～
館)

教育長不在(終日)

26 金

休館日
ｈ.31県補助金ヒアリング11：10（えんずのわ
り事業補助、月観の松修繕補助説明）
大浜湿地ヒアリング 16:00

・週末学習会（9：30～有明集会所）、（10：00～
矢本東・矢本西・小野市民センター）

・給食センター整備運営事業月例報告会（モ ・年長児体育教室
ニタリング）１４：００～

25 木

・市民文化祭音楽の部出演者会議(コミセ
ン)13:30
・JL定例会(コミセン)18:00

初任者研修（富谷）～5日

・幼児体育 大塩保育所

川)19:00

市幼稚園副園長，小・中学校教頭合同会議
⑥( 14:00大曲小)
なかよし音楽会実行委員会 ②大塩小 15:30

11 木

休館日

・市民文化祭舞踊の部出演者会議(コミセ

・ちびっこクラブ⑤
ン)13:30
３２組ノ親子が参加し、運動会ごっこを行う ・石巻地区青年文化祭⑥実行委員会(女

体育の日

(振休:宮野森小)
H31入学予定児童就学時健康診断
(大塩小・赤井南小/コミセン)
市幼稚園副園長，小・中学校教頭合同会議⑥
( 14:00大曲小)

図書館

・リフレッシュフェスティバル

9 火

10 水

文化財班・縄文村

おはなし会10:30～

・運動会振替休業日

県駅伝競走大会(利府町)
管理職試験(校長選考面接)①

市小・中学校長会議⑥9:30 赤井小
東部教育事務所管内教育長会議(14:30～石巻
合庁)

スポーツ振興班

・まるごと大曲ふれあいまつり(大曲市C)
・矢本ひがし地区民まつり(矢本東市C)10:00

3 水

5 金

社会教育班

・運動会(9:00～園庭で実施
ちびっこクラブ、卒園児も参加

(振休:未来中・二中)
教育委員会課長等会議(16:00～204会議室)
第6回鳴瀬桜華小学校建設計画検討委員会(鳴 第6回鳴瀬桜華小学校建設計画検討委員
瀬庁舎3階会議室19:00～20:05)委員12名出席 会(鳴瀬庁舎3階会議室19:00～20:05)委員
12名出席

中央幼稚園

石巻商業高校 職場体験6名(～12日)
埋蔵文化財事務処理状況報告
東松島市商工会(おもてなし交流事業)
15:10～16:10 (7名来館)
おはなし会10:30～

・矢本西ウエストカーニバル(矢本西小)9:00
・のびる秋まつり(野蒜ヶ丘)10:00
・JL研修会(松島自然の家)10:00

・学校訪問(宮野森小3年1組)

・東小学校交流会1年2組とまつぐみ

休館日

市教委学校訪問予定日①
(振休:矢本二中10/14分)

・放課後学習支援（14:10～赤井小スキルアップ
・教育委員試食会(9名)
タイム）

・総合避難訓練(車両見学)10:15～

・社会教育・公民館職員等研修会Ⅲ(県庁)
・世話焼きセミナー【消費生活】(下浦集会
所)10:00

H31入学予定児童就学時健康診断
(矢本東小/東市民C)

・宮野森小放課後子ども教室⑤（14：45～）
・H31入学予定児童就学時健康診断(13：15～
東市民C)※矢本東小

・就学時健診時アレルギー相談
(東市民センター)

・英語ふれあい教室
・悠遊クラブとの交流会（５名参加）
・矢本東小就学時健康診断
・新任研修(付属幼稚園)

・更別村人材交流事業壮行会＆事前打合せ
(101)10:00
・市民文化祭会場準備(コミセン)

・大曲小放課後子ども教室⑤（15：00～）

・給食センター視察見学(愛知県豊山町)

・石巻地区公立幼稚園・こども園協議会役
員会
(河北幼稚園14:00～)

・市民文化祭会場準備(コミセン)

・幼児体育 野蒜保育所

・東部教育事務所第7回社会教育担当者会議
(合庁)

・幼児体育 矢本東保育所

学習発表会(矢本西小)
学芸会(大塩小・鳴瀬桜華小)
鳴瀬未来中文化祭準備
・週末学習会（9：30～有明集会所）、（10：00～
県新人陸上大会①
矢本東・大曲市民センター）
第13回 ひがしまつしま市民文化祭(展示の
部)
第２回みやぎおやじサミット(松島自然の家)

・ひがしまつしま市民文化祭(展示の部)601名

・東根交流大会（少年野球）鷹来の森運動
公園 開会式 9:00

鳴瀬未来中文化祭
県新人陸上大会②
第13回ひがしまつしま市民文化祭(展示の
部)

・週末学習会（10：00～矢本西・大塩・小野市民
センター）

・ひがしまつしま市民文化祭(展示の部)1,012 ・ひがしまつしま市民文化祭(ﾃﾞﾝﾏｰｸﾌﾞｰｽ出
奥松島縄文村まつり 10:00～15:00 (757名)
名
展)

飲酒運転根絶運動の日
(振休:大塩小・鳴瀬桜華小・未来中・西小)

第4次実施計画編成ヒアリング（15：00～第2
委員会室）

学校共同事務室リーダー会
防災無線テスト
H30年度管内小・中学校事務指導②
（202会議室)

・学校訪問(矢本東小3年1組・3年2組・3年3 ・成長測定実施
組)
・食育相談日

(振休:未来中)
なかよし音楽会実行委員会③ コミセン
15:30

・幼児体育 赤井北保育所

OH!バンデス PR
市教育委員視察 13:30～14:30 (6名来館)

休館日

乳幼児向けおはなし会11:00～

特別名勝松島保存管理専門委員会（13：
30）諮問1件許可答申
同委員長決済（15：30） 諮問6件許可答申
県図書館 巡回相談日

図書館まつり 10:00～15:00

休館日

・検便
・ノロウイルス検査

東松島市小中なかよし音楽会 (コミセン)

地方創生ヒアリング（8：45～南庁舎会議室
3）

大東文化大学特別奨学生選考委員会
(15:15～南庁舎)応募者1名 選考委員7名

矢本第一中学校 文化祭
矢本第二中学校 職場体験学習受入

・宮野森小学校運営協議会④（18：30～）

市教委学校訪問②(8:20～12:00)
定例教育委員会(13:30～ 第3委員会室)

市教委学校訪問予定日②
矢本第一中学校 文化祭
矢本第二中学校 職場体験学習受入
赤井小学校 マラソン大会 収穫祭

・放課後子ども教室関係者研修会（9：30～ひと
・学校訪問(大塩小3年1組)
めぼれスタジアム）

・学校訪問(矢本西小3年1組・3年2組)

・職員会議
・西塚さんの支援によるサツマイモ掘り(年長
児)

・成長測定(１９日に変更)
・サツマイモ堀り
・尿検査回収①
・教育委員会幼稚園訪問11:00～12:00
・新任研⑥
・尿検査回収②

・県子連臨時総会(県青年会館)10:30
・ふるさと教室合同打合せ(南庁舎)15:30
・石巻地区青年文化祭⑦実行委員会(女
川)19:00

宮野森小6年生（2名）

・第2回生涯学習・社会教育会議(県庁)

施設見学 鳴瀬桜華小学校 2年

・宮野森小学校運営協議会18:30

矢本第二中学校 職場体験 4名

全国運河サミットinみやぎ（仙台国際セン
ター）

休館日(整理日)

