教育長所管事項報告
平成３０年３月２３日～平成３０年４月２６日
１ 全 般
４月 5 日（木） 大川医療福祉専門学校入学式

市民会館

４月 7 日（土） 聖望学園中学校・高等学校入学式

聖望学園

４月 9 日（月） 入間わかくさ高等特別支援学校入学式

入間わかくさ高等特別
支援学校

４月 9 日（月） 県立飯能南高等学校入学式

飯能南高等学校

４月 10 日（火） つぼみ園入園式

つぼみ園

４月 10 日（火） 大川学園高等学校入学式

市民会館

４月 10 日（火） 県立日高特別支援学校入学式

日高特別支援学校

４月 11 日（水） 埼玉県都市教育長協議会総会

さいたま市「ホテルブ
リランテ武蔵野」

４月 13 日（金） 飯能看護専門学校入学式

飯能看護専門学校

４月 19 日（木） 第12採択地区教科用図書採択協議会

狭山市立教育センター

４月 19 日（木） 西部教育事務所管内市町村教育委員会教育長会議
４月 23 日（月） 入間地区教育委員会連合会理事会・総会
４月 24 日（火） 埼玉県市町村教育委員会教育長研究協議会

東松山市「ガーデンホ
テル紫雲閣東松山」
坂戸市「坂戸グラウン
ドホテル」
さいたま市「さいたま
商工会議所」

２ 各 所 管
（１）教育総務課
４月 11 日（水） 奨学生選考委員会

別館会議室

（２）学校教育課
３月 30 日（金） 永年勤続教職員感謝状贈呈式
４月 2 日（月）

市立小中学校管理職・新規採用教職員・転入教職
員着任式

本庁別館会議室
本庁別館会議室

４月 7 日（土） 第2回施設隣接型小中一貫校開校準備委員会

東吾野地区行政センター

４月 9 日（月） 小中学校入学式

各小中学校

４月 11 日（水） 名栗幼稚園入園式

名栗幼稚園

４月 12 日（木） 埼玉県学力・学習状況調査

各小中学校

４月 16 日（月） 校長会議

本庁別館会議室

４月 17 日（火） 全国学力・学習状況調査

各小中学校

４月 17 日（火） 飯能市中学校・高等学校連絡協議会

第２庁舎４階会議室

（３）教育センター
４月 4 日（水） 一般職非常勤職員任用通知交付式及び第１回研修会

本庁舎別館会議室

４月 4 日（水） 外国語活動支援員任用通知書交付式

本庁舎別館会議室

４月 18 日（水） 特別支援学級設置校連絡協議会

第２庁舎４階会議室

４月 24 日（火） 社会科副読本編集委員会

教育センター研修室

４月 26 日（木） 入間地区教育センター等連絡協議会新旧役員会

毛呂山町教育センター

４月 26 日（木） Ｋ４の視点を生かす授業づくり研修会

第２庁舎４階会議室

（４）生涯学習課
4 月 9 日（月） 生涯学習フェスティバル実行委員会

本庁舎別館会議室

4 月 10 日（火） 子ども大学実行委員会

駿河台大学

4 月 11 日（水） 飯能市民美術展実行委員会

本庁舎別館会議室

4 月 16 日（月） 社会教育委員会議

富士見地区行政センター

4 月 26 日（木） 入間地区社会教育指導員協議会総会

本庁舎別館会議室

（５）公 民 館
4 月 5 日（木） 公民館長会議

富士見公民館

（６）スポーツ課
3 月 28 日（水） 平成２９年度第２回スポーツ推進審議会

本庁舎別館会議室

4 月 21 日（土） 飯能市スポーツ推進委員委嘱式

本庁舎別館会議室

（７）図 書 館
3 月 24 日（土） 映画会「ミラクルバナナ」
3 月 25 日（日） あなたの知らない飯能高校「すみっコ図書館」の
～4 月 7 日（土） 世界
4 月 8 日（日） 「えいごであそぼう！イースターのおはなし会」

市立図書館
市立図書館
こども図書館

（８）博 物 館
3 月 25 日（日）

講師派遣 上直竹下分自治会出前講座「土砂災害の
上直竹下分自治会館
現状と日ごろの備え」

4 月 1 日（日） 市立博物館リニューアルオープン記念式典
4 月 1 日（日） リニューアルオープン記念写真展「春を告げるもの
～5 月 27 日（日） たち」
講師派遣 新規採用職員研修「職員として知ってお
４月 5 日（木）
くべき飯能市の地理と歴史」
講師派遣 ㈱加藤建設工業新入社員研修会「飯能の
４月 6 日（金）
地理と歴史」
日曜地学ハイキング「平野と山地にまたがる飯能
４月 15 日（日）
①」
講師派遣 飯能市エコツーリズム市民ガイドの会
４月 15 日（日）
「新博物館の使い方」

博物館
博物館
本庁舎 501 会議室
㈱加藤建設工業本社
飯能河原ほか
富士見地区行政センター

４月 21 日（土） 春の自然観察会「里山の草花をたずねて」

天覧山、多峯主山

4 月 24 日（火）
新収蔵品展
～6 月 3 日（日）

博物館

４月 24 日（火） 講師派遣 出前講座で学ぶ会「飯能市の歴史」

博物館

４月 26 日（木）

講師派遣 入間地区社会教育指導員連絡協議会全
本庁舎別館会議室
体研修会「武蔵野鉄道の開通」

