
令和４年第８回 
教育委員会定例会議案 

多賀城市教育委員会 



令和４年第８回教育委員会定例会議事日程 

                   令和４年８月２４日（水）

                    午後１時１５分 開 会

多賀城市役所５階 ５０１会議室

日程第１ 前回議事録の承認について 

日程第２ 議事録署名委員の指名について 

日程第３ 諸般の報告 

事務事業等の報告 

日程第４ その他 



諸 般 の 報 告

 令和４年第７回教育委員会定例会以降の事務事業の執行状況及び諸会議等の状況

は、次のとおりです。 

■教育総務課関係 

８月５日、「初任者研修（１年目）市町村教育委員会研修第１回研修会」を市

役所で開催し、教員１０名が参加しました。教育長が「未来を拓く新しい視点」

について講義を行いました。 

８月５日から１９日までの間に、東北学院大学との連携協力協定に基づき、教

職員対象の科学教育研修「２１世紀のキーテクノロジーを学ぶⅡ」を開催し、市

内小中学校から教員４名が５日間参加しました。 

８月８日、「令和４年度宮城県教育委員会・市町村教育委員会教育懇話会圏域

別会議（県央圏域）」が宮城県自治会館で開催され、教育長が出席しました。 

８月１６日から１８日までの３日間、「多賀城スコーレ（サマースクール）」

を各公民館で開催し、小学生４１名、中学生２５名が参加しました。 

８月１８日、令和４年度第１回学校給食センター運営審議会を開催し、「令和

４年度学校給食の現状について」を報告しました。 

８月１９日、「令和４年度新採・転入教職員研修会」を市民活動サポートセン

ターで開催しました。多賀城市教育委員会埋蔵文化財調査センターの職員を講師

として、「多賀城の歴史」と題した講話や南門、政庁跡等の見学などに３９名が

参加しました。 

８月２３日、全ての小中学校で夏休みが終了し、学校が再開しました。 

■生涯学習課関係 

７月２４日から８月５日までの間に、各公民館で、防災キャンプを開催し、児

童２０名、中・高・大学生のボランティア（ジュニア・リーダー「エステバン」

含む。）８名、協力団体及び教員引率等１７名の、合計４５名が参加しました。 

８月２日から３日にかけて、「ジュニア・リーダー初級研修」を国立花山青少

年自然の家で開催し、ジュニア・リーダー「エステバン」から指導者６名、中学
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生９名が参加しました。 

８月５日、令和４年度多賀城市協働教育研修会「地域みんなで子供たちを育て

よう～地域学校協働活動とは？～」を中央公民館で開催しました。特定非営利活

動法人まなびのたねネットワーク代表理事伊 みゆき氏を講師に、講演やワーク

ショップを行い、小中学校教職員や地域学校協働活動推進員など３３名が参加し

ました。 

８月６日、明治安田生命保険相互会社との包括連携事業として、株式会社ベガ

ルタ仙台の協力のもと、防災サッカー教室をさんみらい多賀城イベントプラザで

開催し、児童４０名が参加しました。 

前回定例会以降に実施した主な社会教育事業等は、別表のとおりです。 

■文化財課関係 

６月１１日から７月３１日まで開催していた速報展 「発掘された遺跡－令和３

年度の調査成果－」については、４４日間で、５６８名の来館者がありました。

８月３日、第１４回多賀城南門等復元整備検討委員会を開催しました。 

（別表）社会教育事業等の開催状況 

（令和４年８月１５日現在） 

○市民会館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 7月23日 
共催事業 

「北海道歌旅座 昭和のうたコンサート2022」 
80名 市会 

7月24日 主催事業「たがぶん自習室」 2名 中公 

8月6日 
主催事業「宝くじ文化公演 京極夏彦講演会 世界

の半分は書物の中にある」 
233名 市会 

7月20日～

8月7日 

主催事業「回廊アート夏2022 回廊七夕」 

※市内幼稚園、認定こども園、保育所の子どもたち

が書いた短冊の展示（1,031名分） 

302名 市会 

○中央公民館 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 7月21日 

高齢者教育事業 多賀城大学「日本遺産 政宗が育

んだ“伊達”な文化 について」 

講師：宮城県文化財課 齋藤和機 氏 

31名 市会 
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 7月22日 

青少年教育講座「スマホを安全・安心に使用するた

めに」 

講師：東北テレメディア開発株式会社 鵜浦勇人氏 

3名 市会 

 7月23日 子ども映画会「まんが日本昔ばなし」他 30名 市会 

7月26日～

8月10日 

（計7回） 

出前映画会「あ、危ない きみならどうする」他 

対象：放課後児童クラブ 
359名

市内各

小学校

の放課

後児童

クラブ 

 7月30日 
青少年教育講座「夏休み子ども陶芸体験」 

講師：陶芸教室くんぷう 澤田聡 氏 
12名 市会 

 8月5日 

青少年教育講座（防災キャンプ） 

「実験で天気と防災を楽しく学ぼう！」 

講師：おてんきぼうさいラボ 木立芳行 氏 

9名 中公 

○山王公民館 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 7月24日 

青少年教育事業「防災デイキャンプ」 

① 防災のはなし ②ペットボトル雨量計製作 

講師：総務部危機管理課、山王地区公民館 各職員

2名 山公 

 8月6日 

青少年教育事業「子どもコマ大戦 多賀城 山王地

区公民館場所」 

講師：株式会社岩沼精工 

代表取締役社長 千葉厚治氏 他２名 

※7月16日の開催は荒天のため中止とし、大代地区

公民館と合同開催したもの 

14名 大公 

○大代公民館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 7月23日 地域交流事業「多文化共生事業 体育室開放」 21名 大公 

 7月29日 

青少年教育事業「防災キャンプ」 

講師：ENEOS株式会社、大代地区コミュニティ推進

協議会、大代防犯協会 

9名 大公 

 8月6日 

青少年教育事業「子どもコマ大戦in多賀城 大代地

区公民館場所」 

講師：株式会社岩沼精工 

7名 大公 
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○市立図書館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

7月3日～ 

7月31日 

「布田直志写真展 いつもと違う日々 新しい生活

様式の記録」 
2,496名 市図 

 7月16日 「図書館探検 館長と巡る図書館ツアー」 2名 市図 

7月16日～ 

8月14日 
「多賀城市の自然環境展示」 130名 市図 

 7月17日 

「いつもと違う日々 in多賀城会場 写真家 布田直

志の参加型撮影会」 

講師：写真家 布田 直志 氏 

14名 市図 

 7月17日 

「本のソムリエに学ぶビジネススキル ちょっと得

する記憶術編」 

講師：本のソムリエ 二本柳保 氏 

3名 市図 

 7月18日 

「暮らしによりそう花と緑のワークショップ 

 スモークツリーと紫陽花のスワッグ」 

講師：株式会社 多賀城フラワー 

11名 市図 

 7月20日 「英語の本を楽しもう 英語多読サロン」 4名 市図 

 7月23日 「キッズクラフト 紙コップでロケットを作ろう！」 14名 市図 

 7月24日 
「健康促進 ウォーキング講座」 

講師：多賀城市民スポーツクラブ 
6名 市図 

 7月28日 

「おやこが笑顔になる ベビーマッサージとふれあ

い遊び」 

講師：チャイルドケアスペシャリスト 遠藤しのぶ氏

12名 市図 

 7月29日 

「わかめパワーのひみつについて探ろう！親子でわ

かめ学習」 

講師：理研食品株式会社 

7名 市図 

 7月31日 

「見てみよう 触ってみよう 多賀城から出土した

ホンモノたち」 

講師：多賀城市埋蔵文化財調査センター職員 

15名 市図 

 8月3日 英語の本を楽しもう 英語多読サロン 3名 市図 

 8月5日 
「朝活 Good morning YOGA」 

講師：ヨガインストラクター 工藤葉子氏 
8名 市図 

 8月6日 「キッズクラフト 紙皿でフリスビーを作ろう！」 5名 市図 
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8月6日～ 

8月7日 

（計4回） 

「図書館で科学 360度カメラとあそんでみよう」 

講師：株式会社リコー、リコージャパン株式会社 
34名 市図 

 8月13日 「キッズクラフト とびだすおばけをつくろう！」 6名 市図 

 8月14日 「何が出るかな？ 化石発掘体験」 25名 市図 

○総合体育館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 7月17日 
社会体育事業「多賀城市民スポーツ大会 ソフトボ

ール大会」 
158名 中央公園

7月21日～ 

8月4日 

（計3回） 

社会体育事業「学校体育を克服！運動教室」 42名 総体 

 7月24日 社会体育事業「おとなの朝活（朝ヨガ）」 15名 総体 

7月28日 

8月6日 

社会体育事業「健康・スポーツ相談室」 

講師：株式会社activebody 
1名 総体 

 7月30日 

社会体育事業「スポーツ活動研修会 食で差をつけ

る！スポーツ×食」 

講師：株式会社明治 管理栄養士 髙橋亜未 氏 

22名 総体 

 7月31日 
社会体育事業「おとなの朝活（トレーニング）」 

講師：株式会社activebody 
7名 総体 

7月20日～ 

8月4日 

（計7回） 

地域スポーツ指導者派遣事業 

申請団体：希望サークル、桜木東地区町内会、下馬

サロン、志引保育所、鶴ケ谷多賀モリ会、鶴ケ谷は

つらつ会 

110名 市内 

7月21日～ 

8月4日 

（計7回） 

介護福祉課委託事業「健康ストレッチ教室」 116名

山公 

大公 

ヘルス 

【凡例】 

市会：市民会館  東小：多賀城東小学校  総体：総合体育館   

中公：中央公民館  山公：山王地区公民館  大公：大代地区公民館 

市図：市立図書館  ヘルス：シルバーヘルスプラザ  

令和４年８月２４日提出 

                        多賀城市教育委員会 

                         教育長 麻生川 敦 
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