教育長所管事項報告
平成３０年５月２３日～平成３０年６月２８日

１ 全 般
５月 25 日（金） 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会
５月 28 日（月） 西部教育事務所管内教育長会議
６月 8 日（金） 飯能市議会６月定例会開会（６月２２日閉会）

静岡県藤枝市「静岡県
武道館」
富士見市「キラリ☆ふ
じみ」
本庁舎議場

２ 各 所 管
（１）学校教育課
５月 25 日（金） 飯能市教育委員会学校管理訪問

吾野小ほか

５月 28 日（月） 飯能市教育委員会学校管理訪問

双柳小ほか

５月 29 日（火） 飯能市教育委員会学校管理訪問

加治東小ほか

５月 31 日（木） 飯能市教育委員会学校管理訪問

美杉台中ほか

６月 1 日（金） 飯能市教育委員会学校管理訪問

原市場小

６月 2 日（土） 小中一貫校推進連絡協議会

吾野地区行政センター

６月 4 日（月） 飯能市教育委員会学校管理訪問

加治中

６月 5 日（火） 西部教育事務所管理訪問

吾野中ほか

６月 8 日（金） 飯能地区学校保健会役員会

本庁舎別館会議室

６月 11 日（月） 西部教育事務所管理訪問

原市場小ほか

６月 12 日（火） 西部教育事務所管理訪問

南高麗小

６月 15 日（金） 西部教育事務所管理訪問

飯能第一中ほか

６月 25 日（月） 校長会議

本庁舎別館会議室

（２）教育センター
５月 23 日（水） 入間地区教育センター等連絡協議会総会

毛呂山町教育センター

５月 25 日（金） 飯能市就学支援委員会

教育センター研修室

５月 29 日（火） 特別支援教育コーディネーター等研修会

第２庁舎４階会議室

５月 30 日（水） 情報教育推進委員会

第２庁舎４階会議室

６月 4 日（月）
生徒指導・教育相談訪問
～27 日（水）

市内小・中学校

６月 5 日（火） 就学相談担当者会

第２庁舎４階会議室

６月 13 日（水） 教育センター研究員研修会（７年次）

教育センター研修室

６月 14 日（木） 情報セキュリティ研修会

第２庁舎４階会議室

６月 20 日（水） 学校教育相談講座

第２庁舎４階会議室

６月 21 日（木） 就学支援専門員連絡会

教育センター研修室

６月 22 日（金） 社会科副読本編集委員会

教育センター研修室

（３）生涯学習課
5 月 29 日（火） 子ども大学はんのう実行委員会

駿河台大学

6 月 1 日（金） 飯能市文化祭実行委員会

本庁舎別館会議室

6 月 1 日（金） 文化財保護審議委員会

博物館

6 月 2 日（土） 青少年育成飯能市民会議総会

本庁舎別館会議室

6 月 6 日（水） 飯能市人権教育推進協議会総会

第２庁舎４階会議室

６月 16 日（土）
市民の大学Ⅱ（全４回）
～７月 7 日（土）
6 月 27 日（水） 文藝飯能編集・選考委員会議

駿河台大学
本庁舎別館会議室

（４）公 民 館
６月 7 日（木） 公民館長会議

双柳公民館

６月 25 日（月） 公民館運営審議会

富士見公民館

（５）スポーツ課
５月 26 日（土）
第 16 回飯能新緑ツーデーマーチ
～ 27 日（日）

飯能市内（日高市の一
部）

６月 5 日（火） 飯能市スポーツ少年団代議員会

本庁舎別館会議室

（６）図 書 館
５月 26 日（土） 映画会「Give and Go」
（バリアフリー映画）
５月 29 日（火）
男女共同参画特別展示
～６月 17 日（日）

図書館
図書館

６月 7 日（木） 図書館協議会

図書館

６月 9 日（土） 環境フェスタ２０１８参加

市民活動センター

６月 9 日（土）

「ことばと音のコンサート Part3～図書館 de 夕暮
図書館
れアンサンブル～」

６月 9 日（土） こども図書館であそぼ！

こども図書館

６月 16 日（土） 映画会「人生いろどり」(男女共同参画セミナー共催) 図書館
６月 18 日（月）
システム更新・蔵書点検のための臨時休館
～ 30 日（土）

図書館・こども図書館・
各分室

（７）博 物 館
5 月 27 日（日） 飯能戦争 150 周年記念講座「戊辰戦争と飯能」①

博物館

６月 1 日（金）
環境調査
～ 20 日（水）

博物館・名栗くらしの
展示室等

６月 10 日（日） 飯能戦争 150 周年記念講座「戊辰戦争と飯能」②

博物館

６月 16 日（土）
駿河台大学野村ゼミ実習展示「飯能の匠」
～ 24 日（日）

博物館

６月 12 日（火） 博物館協議会

博物館

６月 15 日（金） 出張授業「昔の原市場」

原市場中

６月 26 日（火）
新収蔵資料被覆燻蒸
～ 29 日（金）

博物館

【飯能市議会６月定例会 教育関連の一般質問について】
・ キッズウイークの取り組みについて
・ 小・中学校の空調について
・ 博物館「きっとす」
、市民学芸員の活動について
・ 児童、生徒への交通安全対策について
・ 命の教育について
・ 臨時採用教員、学校支援員の雇用について
・ 教育に関わる父母負担の軽減について
・ 防災訓練について

