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全国連合小学校長会
指定都市小学校長会

東北連合小学校長会宮城県小学校長会市教委・教育センター
仙台市小学校長会

月
総会・例会等地区会役員会

１３牙 代表者会蛾
２０牙 ①理事会蛾
２０牙 専門部長事務長会
２７牙 合同専門部会

１２我 合同校長会 　セ
１４画 学校経営要録等説明会芽
１７俄 新任校長研修①
２６我 新任校長研修②

５我 臨時総会蛾 　 セ
１４画 新任校長研修・交流会

荒町小・ＡＮＡホテル
２８画 総会・感謝の会  白

５我 

２５峨
１７俄 
セ会議室

４

２３峨 常任理事会・理事会①
 KKRホテル東京
２４我 第６８回総会
 ニッショーホール

１９画 理事会①
１９画 事務担当者会

１１牙 ②理事会蛾
９峨 県市対策部役員会①白
１８牙 総会 　　　　　白
２３峨 県市研修部連絡協議会①

１２画 新任校長研修③
２３峨 新任校長研修④
１７我 ２年次校長研修①

１６峨 例会蛾 　　　 セ

５

１牙 事務担当者会  
KKRホテル東京

９画 指定都市代表理事会
ミューザ川崎

６峨 合同部会・合同委員会
２３画 引継ぎ会
３０画 広報担当者連絡協議会

７牙 教育課程委
員会

２画 校長等研修

２１我 新任校長研修⑤
２８我 ２年次校長研修②
  　　　　　　 蛾

６峨１３峨 
セ会議室

６

１０俄 役員懇談会
 東海大学校友会館
１１峨 会長会①
 KKRホテル東京
７/２９～８/４海外教育事

情視察（NZ）

６牙 理事会②
６牙，７画
東北連小山形大会
  　　山形市

２６我 専門部連絡調整会
２８画 県市協議会打合せ会

２６我 教育課程協議会１２我 例会蛾 　　　 セ

２８画 県市協議会打合せ会

４峨

７

３牙 小中合同理事会
３牙 ③理事会
１８画 県市協議会

１０牙 新任校長・教頭研修
２２峨 合同校長会 　セ
３１牙 職場安全衛生研修

１８画 事務長会 東六小
１１：００～１２：００

１８画 県市協議会蛾  白
１４：００～

２１俄
芽 
セ会議室

８

２８牙 対策・調研協議会（東京）
 KKRホテル東京

１５画 県市研修部連絡協議会②
２９画 県法制研究会

２８牙 ２年次校長研修③６我 研究協議会
※日程のみ確保

１画２９画 
セ会議室

９

１１我 常任理事会・理事会②
 佐賀グランデはがくれ
１２牙，１３画
 全連小佐賀大会
 佐賀市文化会館

２０画 教育課程委
員会

２０画 対策委員会
２７画 会長会

２４峨 合同校長会 　セ１０峨 座談会芽 　　 セ

１９牙 法制研究会芽  セ
２０画

１０

９牙，１０画
 指定都市川崎大会

ミューザ川崎

１０画 県市対策部役員会②
１７画 県市協議会打合せ会
１７画 中間監査

１７画 県市協議会打合せ会
１６牙 校長会研修会芽
  　　　　　　セ
２４画 例会・懇親会 白

１４峨 
セ会議室

１１

１画 常任理事会
１画 県市協議会

２６峨 教育課題研究発
表会

１画 県市協議会 　白
６我，８画
 対策部 　　　セ

４俄 

１１俄臨
１２

１１牙，１２画
 例会 　　　　セ

１

１５牙・１６画 　　　　　 
 常任理事会・理事会③
 KKRホテル東京

２画 理事会③９画 地区会長会
９画 ④理事会

６峨 合同校長会 　セ
９画 新任校長研修⑦
１５牙 基本方針等説明会セ
２１我 センター研修等説明会

１６画
１３峨 
セ会議室
２３画 
分散会

２

６峨 会計監査６峨 会計監査２３画 合同校長会 　市２画 経理部蛾
２画 会計監査芽

２画
３

平 成２９年 度　 年 間 活 動 予 定 表（案）
セ…教育センター　市：市役所　白…白萩

＊「教育文化講演会in仙台」  ……………　８月１８日画サンプラザ
＊みやぎ教育の日推進大会……………　１１月１日我
＊教育課程ヒアリング ……５月１０日我～３１日我
＊嘱託社教主事委嘱辞令交付式………　５月１２日画
＊楽学プロジェクト ………７月２７日牙，２８日画
＊成人式 ……………………平成３０年１月７日蚊
＊新任教頭研修会 …………４月２７日牙，５月１９日画，５月２５日牙，６月２６日俄
　　　　　　　　　　　　８月１０日牙，８月２９日峨，１１月２１日峨
＊２年次教頭研修会 ………５月１５日俄，８月９日我，１月２９日俄
＊小教頭研修会 ……………７月１３日牙，９月２２日画
＊県小中学校教頭会総会 …５月２４日我
＊県小中学校教頭会研究大会仙台市大会……………１１月２０日俄
＊特別支援学級設置学校長協議会……　７月５日我
＊故郷復興プロジェクトデー…………　各学校の実情に応じて実施

＊ＰＴＡ会長・校長研修会……………　７月５日我
＊ＰＴＡフェスティバル………………　１１月１２日蚊
＊いじめ防止「きずな」サミット……　１２月５日峨
＊日本ＰＴＡ全国大会 ……８月２５日画・２６臥

＊全国学力・学習状況調査……………　４月１８日峨
＊仙台市標準学力検査 ……４月１３日牙
＊教育実習 …………………前期…６月５日～６月２３日（３０日）

　　　　　　　　　　　　後期…１０月１６日～１１月６日（１３日）

＊陸上記録会 ………………９月１２日峨（１，６，７地区），９月１４日牙（３，５地区）
　　　　　　　　　　　　９月１５日画（２，４地区），９月２０日我予備日
＊市音楽発表会 ……………１０月１９日牙，２０日画
＊教育課程協議会 …………７月２６日我
＊仙小教研教科研究会 ……６月１４日我，１０月２５日我，１月３１日我
　　　教科常任委員会 ……５月２５日牙，９月２８日牙，１月１０日我
＊仙小教研教科外研究会 …５月３１日我，１１月８日我，２月１４日我
　　　教科外常任委員会 …５月１１日牙，１０月１９日牙，１月２５日牙
＊仙小教研代議員会 ………４月１３日牙
＊仙小教研理事会 …………４月１３日牙，６月７日我，１１月２９日我，２月２２日我
＊教科外代表者会 …………４月１９日我
＊教科代表者会 ……………４月２６日我
＊七夕オープニングセレモニー………　８月６日蚊
＊宮連小中研究会総会 ……５月２４日我，２月２１日我


