日

誌

抄

【所内会議・研修・教育事業等】
月

２８年度
内

日
1日

辞令交付式・着任式

1日

新任職員研修会（第１回）（～４日）

6日

事務連絡会（第１回）

容

13日 環境ボランティアによる環境整備（第１回）
13日 給食業務等運営委員会（第１回）
4月
14日 ＳＤ研修「アドベンチャープログラム」
18日 活動プログラム職員体験研修「鞍掛山登山（第１回）」
20日 事務連絡会（第２回）
21日 ＳＤ研修「宮沢賢治特別講義」
29日 活動プログラム職員体験研修「鞍掛山登山（第２回）」・鞍掛山山開き
2日

活動プログラム職員体験研修「姫神山登山（第１回）」

2日

新任職員研修会（第２回）

10日 岩手県立盛岡峰南高等支援学校による花壇整備(第１回）
11日 事務連絡会（第３回）
5月

12日 活動プログラム職員体験研修「姫神山登山（第２回）」
15日 教育事業「ボランティア・ブラッシュアップ・プロジェクト（第１回）」
21日

教育事業「HowToボランティア」～ボランティア活動の基本を学ぼう～
兼NEAL自然体験活動指導者（リーダー）養成研修（～２２日）

25日 事務連絡会（第４回）
26日 給食業務等運営委員会（第２回）
6日

職員研修事業「体験活動安全管理研修～山編～」（機構本部主催）（～８日）

7日

岩手県立盛岡峰南高等支援学校による花壇整備(第２回）

9日

事務連絡会（第５回）

14日 ＳＤ研修「パワハラ・セクハラ認識度チェックの実施について」
15日 環境ボランティアによる環境整備（第２回）
15日 給食業務等運営委員会（第３回）
6月

16日 バイオリンとピアノのコンサート（岩手山青少年交流の家）
17日 バイオリンとピアノのコンサート（一本木小学校）
18日 教育事業「ボランティア・ブラッシュアップ・プロジェクト（第２回）」（～１９日）
20日 活動プログラム職員体験研修「岩手山登山（第１回）」
21日 岩手県立盛岡峰南高等支援学校による花壇整備（第３回）
22日 事務連絡会（第６回）
22日 ＳＤ研修「みちのく「体験の風をおこそう」運動について」
1日

活動プログラム職員体験研修「岩手山登山（第２回）」・岩手山山開き

6日

事務連絡会（第７回）

10日 山の日記念「鞍掛山親子登山」（第１回）
11日 ＳＤ研修「セクハラ認識度チェック」
13日 施設業務運営員会（第１回）
7月
13日 給食業務等運営委員会（第４回）
15日 岩手県立盛岡峰南高等支援学校による花壇整備(第４回）
16日 教育事業「さんりく体験！発見隊」（～1８日）
23日 教育事業「えいごｄｅキャンプｉｎテンパーク」（～２６日）
27日 事務連絡会（第８回）

月

内

日

容

1日

新任職員研修会（第３回）

3日

教育事業「タートルズキャンプ～自立支援が必要な子どもたちのチャレンジタイム～」（～５日）

7日

教育事業「教員免許状更新講習」

10日 事務連絡会（第９回）
11日 教育事業「教員免許状更新講習」
8月

12日 教育事業「ボランティア・ブラッシュアップ・プロジェクト（第３回）」
17日 給食業務等運営委員会（第５回）
24日 環境ボランティアによる環境整備（第３回）
25日 岩手県立盛岡峰南高等支援学校による花壇整備(第５回）
26日 消防訓練（第1回）
31日 教育事業「日独学生青年リーダー交流」（～9/5）
7日

事務連絡会（第１０回）

10日 教育事業「体験活動支援セミナー～ドキドキわくわくボランティア・秋」（～１１日）
10日 教育事業「テンパークちゃれんじくらぶ～ドキドキわくわく・秋」（～１１日）
14日 給食業務等運営委員会（第６回）
17日 山の日記念
9月

「親子鞍掛山登山」（第２回）

21日 事務連絡会（第１１回）
23日 ＳＤ研修 ｢セクハラ認識チェック（自己点検）｣人権教育啓発推進センター製作のテキストによる
24日 教育事業「テンパークまつり

２０１６

25日 施設開放事業「テンパークまつり

～親子宿泊体験～」（～２５日）

２０１６」

26日 消防訓練（消防設備操作方法等説明会）
29日 岩手県立盛岡峰南高等支援学校による花壇整備(第６回）

10月

3日

辞令交付式・着任式

3日

新任職員研修会（第４回）（～４日）

5日

事務連絡会（第１２回）

6日

岩手県立盛岡峰南高等支援学校による花壇整備(第７回）

9日

あつまれちびっこ！テンパークわくわくキャンプ（幼児キャンプ）（～１０日）

12日 ＳＤ研修「子どもゆめ基金説明会」
12日 給食業務等運営委員会（第７回）
14日 教育事業「えいごｄｅキャンプ

ｉｎテンパーク」（～１６日）

21日 青森県上北教育事務所研修会・施設見学交流会
23日 体験教室「頭と体と心の３(未)体験フェスティバル」
29日 教育事業「ボランティア・ブラッシュアップ・プロジェクト（第４回）」（～３０日）
4日

緊急地震速報訓練

8日

事務連絡会（第１３回）

16日 環境ボランティアによる環境整備（第４回）・昼食会
11月
16日 給食業務等運営委員会（第８回）
20日 通学合宿～テンちゃん一家の一週間（～２６日）
29日 ＳＤ研修 ｢七宝焼｣
3日

教育事業「ボランティア・ブラッシュアップ・プロジェクト（第５回）」

3日

小学生のための「親子で楽しむ岩手大学親子探検隊」～小学生のオープンキャンパス～（～４日）

7日

事務連絡会（第１４回）

10日 教育事業「えいごｄｅキャンプｉｎテンパーク」（～11日）
12月

13日 平成２８年度岩手県内所在文部科学省関係４機関人事担当課長会議
14日 給食業務等運営委員会（第９回）
15日 ＳＤ研修「南部曲が家（藤倉邸）・ビッグルーフ滝沢見学会」
21日 事務連絡会（第１５回）
26日 仕事納め会・餅つき

月

内

日
5日

容

仕事始め会

10日 平成２８年度社会教育功労者表彰伝達式（吉田 光 氏）
11日 事務連絡会（第１６回）
14日 教育事業「体験活動支援セミナー テンパークちゃれんじくらぶ・冬」（～１５日）
14日 教育事業「テンパークちゃれんじくらぶ・冬」（～１５日）
1月
18日 食堂業務等運営委員会（第１０回）
21日 教育事業「スキー体験inテンパーク～スキーすき好きシーハイル～（～２２日）
25日 平成２８年度第２回施設業務運営委員会
26日 事務連絡会（第１７回）
27日 離任式
4日

親子で遊ぼう～ダンボールと雪遊び～（～５日）

9日

盛岡大学･盛岡短期大学部と国立岩手山青少年交流の家との連携・協力に関する協定書調印式

9日

独立行政法人国立青少年教育振興｢平成２８年度法人ボランティア表彰授与式｣（荒関 峻也さん）

9日

第２回消防訓練

2月
15日 食堂業務等運営委員会（第１１回）
18日 親子で楽しむ自然体験ｉｎ冬のテンパーク（～１９日）
22日 事務連絡会（第１８回）
27日 救急救命講習
8日

事務連絡会（第１９回）

11日 教育事業「ボランティア・ブラッシュアップ・プロジェクト（第６回）」（～１２日）
15日 食堂業務等運営委員会（第１２回）
3月

22日 平成２８年度感謝状授与式
22日 事務連絡会（第２０回）
25日 えいごｄｅキャンプ(～２６日）
30日 離任式

日

誌

抄

【所外会議・研修等】
月

平成２８年度
会議・研修名

日
1日 辞令交付式

次長

1日 新任所長・次長研修会

次長

7日 岩手県教育社会主事会議（～８日）

主任企画指導専門職・企画指導専門職1名
副主任企画指導専門職１名

12日 平成２８年度第１回秋田県生涯学習・社会教育関係職員会議

副主任企画指導専門職１名

18日 平成２８年度新任事業系職員研修（～２０日）

副主任企画指導専門職１名

19日 タートルズキャンプ運営の事前視察

副主任企画指導専門職1名・事業推進係長
企画指導専門職1名・事業推進係員1名

4月

22日

平成２８年度北管内生涯学習・社会教育主管課長会議
（兼）第１回北地区社会教育関係職員研修会

企画指導専門職1名

26日 五日会４月例会

所長

27日 平成２８年度自然体験活動指導者養成事業主任講師（講習管理者）連絡会

事業推進係長

13日

6月

7月

平成２８年度第１回市町村教育委員会生涯学習・社会教育主管課長及び担当者会議
兼第１回生涯学習・社会教育担当者会議

所長、主幹、管理係主任
次長・副主任企画指導専門職１名

14日 第１回JCカップU-11少年少女サッカー盛岡フェスティバル

企画指導専門職１名・事業推進係長
主幹・総務係員1名・管理係員1名

15日 滝沢市子ども会育成連合総会

主任企画指導専門職

16日 平成２８年度第１回独立行政法人国立青少年教育振興機構会議（～17日）

所長

16日 国立青少年教育施設 東北地区連携会議①（～１７日）

所長

18日 岩手県私立幼稚園連合総会

主任企画指導専門職

18日 さんりく体験！発見隊 事前視察

副主任企画指導専門職1名
企画指導専門職1名・事業推進係員２名

22日 十和田八幡平国立公園八幡平地域指定60周年記念式典

所長

27日 岩手大学新採用職員研修講義

所長

30日 平成２８年度第１回独立行政法人国立青少年教育振興機構次長会議（～３１日）

次長

30日 国立青少年教育施設東北地区連携会議②（～３１日）

次長

5日 岩手駐屯地創立59周年記念式典

所長・主幹

5日 岩手大学開学記念行事

所長

10日 岩手県スポーツ振興事業団評議員会

所長

14日 第６３回東北地区中堅係員研修（～１７日）

事業推進係員１名

15日 平成２８年度公益社団法人岩手県青少年育成県民会通常総会

所長

23日 平成２８年度総務・管理系係長研修（～２４日）

管理係主任

27日 さんりく体験！発見隊事前視察

主任企画指導専門職・企画指導専門職１名
副主任企画指導専門職1名･事業推進係員１名

29日 教員免許状更新講習連絡協議会

次長・桑原

30日 五日会６月例会

所長

30日 平成２８年度盛岡地区安全運転管理者者部会・第４８回通常総会

次長

1日 国立青少年教育施設東北地区連携会議③（～２日）

次長・総務係員1名・管理係員1名

6日 平成28年度「勤務時間・休暇制度及び育児休業・女子福祉制度等説明会」（～７日）

総務係員1名

7日 安全運転管理者講習会

次長

8日 平成２８年度第１回岩手県青少年育成セミナー（研修会及び意見・情報交換会）

副主任企画指導専門職2名

14日 第６３回岩手県公民館大会・平成２８年度岩手県社会教育委員研究大会（紫波地区大会）

所長

15日 平成２８年度岩手県内青少年集団宿泊教育施設連絡協議会役員会

次長・主任企画専門職１名
副主任企画指導専門職１名

21日 平成２８年度｢青少年を非行･被害から守る県民大会｣

所長

5日 平成２８年度授業力向上研修及び教員免許状更新講習（８・９日）
7日
8月

副主任企画指導専門職１名

25日 平成２８年度生涯学習・社会教育主管課長会議

8日 国立磐梯青少年交流の家開所５０周年記念式典

5月

出席者

みちのく体験の風をおこそう共催事業
岩手県立県南青少年の家自主事業「みどりのｷｬﾝﾊﾞｽ･ふれあいフェスティバル」

企画指導専門職1名
主幹・副主任企画指導専門職1名・
管理係主任･管理係1員名

26日 平成２８年度日独学生青年リーダー交流 合宿セミナー（～２８日）

副主任企画指導専門職1名

27日 滝沢市産業まつり（～２８日）

次長・主幹・管理係主任・管理係員２名・
総務係員１名

月

9月

出席者

3日 ＩＢＣまつり｢体験の風｣出前創作活動教室（～４日）

次長・主任企画専門職･
事業推進係員１名・管理係員２名・
副主任企画指導専門職１名・総務係員２名

8日 宮澤賢治誕生１２０年記念事業講演会

所長・主幹

16日 平成２８年度秋田県北地区社会教育関係職員第２回研修会（～１７日）

副主任企画指導専門職1名・企画指導専門職1名

21日 宮城県社会教育協会｢協働教育研修会｣

企画指導専門職1名

30日 子どもゆめ基金平成29年度助成活動募集説明会

副主任企画指導専門職1名・事業推進係員1名・
管理係員1名

2日

子どもゆめ基金体験の風リレーションシップ事業
「なすかしの森ファミリーフェスティバル」

総務係員1名・事業推進係員1名

3日 子どもゆめ基金説明会（青森県青森市）

企画指導専門職1名・事業推進係員1名・管理係員1名

4日 子どもゆめ基金説明会（青森県八戸市）

企画指導専門職1名・事業推進係員1名・管理係員1名

4日 第２６回東北地区課長級研修（民官交流研修）（～６日）

主任企画専門職

6日 子どもゆめ基金説明会（秋田県横手市）

次長・主幹・管理係主任・副主任企画指導専門職1名

7日 子どもゆめ基金説明会（秋田県秋田市）

次長・主幹・管理係主任・副主任企画指導専門職1名

8日

10月

会議・研修名

日

みちのく体験の風をおこそう運動協賛事業
太平山自然学習センター主催事業「まんたらめちびっこキャンプ」（～９日）

副主任企画指導専門職1名

13日 子どもゆめ基金説明会（大船渡市）

主幹・総務係員１名・副主任企画指導専門職1名

15日 平成２８年度滝沢市福祉ボランティアまつり

主任企画専門職・主幹・総務係員１名・事業推進係長・
管理係主任

16日 国立大雪青少年交流の家開所５０周年記念式典

所長

16日 体験の風をおこそうｉｎ磐梯「ばんだいフェスティバル」（～１７日）

企画指導専門職1名・事業推進係員1名

17日 子どもゆめ基金説明会（岩手県盛岡市）

副主任企画指導専門職1名・管理係員1名・総務係員１名

20日 子どもゆめ基金説明会（岩手県久慈市）

主幹・副主任企画指導専門職1名・企画指導専門職1名

21日 機構本部人事・事業等関係（所長）ヒアリング

所長

23日

地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業
「はなやままるごとフェスティバル」

みちのく体験の風をおこそう運動協賛事業
秋田県保呂羽山少年自然の家主催事業 「みんな森の芸術家ハロウィン工作」
みちのく体験の風をおこそう運動協賛事業
23日
あきた白神体験センター主催事業「あきた白神で遊ぼうフェスティバル」
22日

企画指導専門職1名・事業推進係員1名
副主任企画指導専門職1名・企画指導専門職1名
副主任企画指導専門職1名・企画指導専門職1名

26日 平成２８年度生涯学習・社会教育主管課長等会議及び県社会教育主事会議

企画指導専門職1名

27日 五日会１０月例会

所長・主幹

28日 広報スキルアップ研修

総務係員１名

29日 「体験の風」出前創作活動教室ｉｎ盛農祭（～３０日）

主幹・主任企画専門職・事業推進係長・総務係員１名

1日 平成２８年度 第９回東北地区青少年教育施設協議会総会・運営研究協議会(～２日）

所長・副主任企画指導専門職1名・企画指導専門職1名

4日 岩手大学生涯学習計画論講義

所長・副主任企画指導専門職1名・企画指導専門職2名

7日 平成２８年度第１回滝沢市社会教育委員会会議

所長

9日 平成２８年度東北地区国立大学法人等若手職員研修(～１１日）

管理係員１名

9日 平成２８年度岩手県内青少年集団宿泊教育施設職員合同研究会（～１０日）

所長・主幹・管理係主任・総務係員1名
副主任企画指導専門職1名・企画指導専門職2名・
事業推進係主任・事業推進係員1名

11日 岩手大学生涯学習計画論講義

副主任企画指導専門職1名・企画指導専門職2名

11日 岩手大学人事交流者懇談会

事業推進係主任・事業推進係員1名・総務係員１名

12日 岩手県レクリエーション協会50周年記念式典

所長

14日 みちのく広報活動（青森県内）（～１５日）

次長・主幹・副主任企画指導専門職1名・
事業推進係員1名

11月

17日

平成28年度東北地区国立大学法人等総務部課長・
人事担当部課長合同会議及び管理事務セミナー

次長・主幹

17日 みちのく広報活動（秋田県内）（～１８日）

所長・企画指導専門職1名・事業推進係主任・管理係主任

18日 岩手大学生涯学習計画論講義

副主任企画指導専門職1名・企画指導専門職1名

19日

施設連携事業（県南・県北・陸中海岸）みちのく「体験の風をおこそう」運動協賛事業
｢親子ｄｅチャレンジ｣（～２０日）

主任企画専門職

22日 宮城県大崎市立沼部小学校自主公開研究会

企画指導専門職1名

24日 平成２８年度全国青少年教育施設所長会議・施設研究集会（～２５日）

所長

25日 平成２８年度盛岡市ＰＴＡ連合会理事会

主任企画専門職・副主任企画指導専門職1名

月

12月

会議・研修名

日

1日 センター・公民館職員等研修講座（西根地区）

企画指導専門職1名

5日 自然体験活動上級指導者（ＮＥＡＬインストラクター）養成研修（～８日）

事業推進係員1名

6日 平成２８年度第２回KCカフェ生涯学習推進員研修（北上地区）

企画指導専門職1名

6日 平成２８年度第２回管内各市町村生涯学習・社会教育担当者会議（沿岸南部地区）

主任企画指導専門職

7日 盛岡市玉山区社会福祉協議会｢玉山児童館職員研修会｣

主任企画指導専門職

7日 みちのく広報活動（宮城県内）（～８日）

企画指導専門職1名・総務係員1名

8日 平成２８年度第２回独立行政法人国立青少年教育振興機構 次長会議（～９日）

次長

8日 国立青少年教育施設 東北地区連携会議③（～９日）

次長

9日 体験の風をおこそうフォーラム

主幹・副主任企画指導専門職1名・管理係主任

10日

盛岡市中央公民館青少年講座
「わくわく盛岡チャレンジクラブ～クリスマスのお菓子作り～」

11日 子どもゆめ基金助成活動 岩手しぜんとあそぼ「遊びの広場in釜石２０１６」
11日

みちのく｢体験の風をおこそう｣運動協賛事業
宮城県松島自然の家主催事業「おいSEA!冬の奥松島」

主任企画指導専門職
所長
副主任企画指導専門職1名・企画指導専門職1名

13日 みちのく広報活動（岩手県県央･県南地区）

事業推進係長・管理係員1名

16日 平成２８年度第５回管内社会教育主事等会議（宮古地区）

副主任企画指導専門職1名・企画指導専門職1名

20日 国立青少年教育施設 東北地区連携会議④（～２１日）

事業推進係長・企画指導専門職１名

23日 親子創作教室inイオンモール盛岡南(～２５日）

次長・主幹・主任企画指導専門職・事業推進係長
ほか１１名

26日 平成２９年度秋田県公立小・中学校教頭候補者研修会

副主任企画指導専門職1名

10日 平成２８年度教職員等中央研修（第５回中堅教員研修）（～２７日）

企画指導専門職1名

14日

1月

出席者

みちのく｢体験の風をおこそう｣運動協賛事業
青森県立梵珠少年自然の家共催事業「アウトドアライフ2017inウィンター」

副主任企画指導専門職1名

16日 体験活動安全管理研修～雪編～(～１８日）

事業推進係員1名

18日 岩手県青少年育成県民会議結成５０周年記念式典

所長

28日 ｢親子で作ろう！創作教室inイオン｣（イオンモール盛岡）

次長・主任企画専門職・事業推進係主任・管理係主任

29日 ｢親子で作ろう！創作教室inイオン｣（イオンモール盛岡）

次長・副主任企画指導専門職1名・企画指導専門職1名・
総務係員1名

1日 平成２８年度第２回秋田県生涯学習・社会教育関係職員会議

副主任企画指導専門職1名

2日 平成２８年度岩手県生涯学習推進研究発表会～人づくり・地域づくりフォーラム2016～（～３日） 企画指導専門職1名・副主任企画指導専門職1名

2月

3日 平成２８年度第２回滝沢市社会教育委員会議

所長

4日 ｢親子で作ろう！創作教室inイオン｣（イオンモール盛岡南）

次長・管理係員２名・総務係員２名

5日 ｢親子で作ろう！創作教室inイオン｣（イオンモール盛岡）

次長・副主任企画指導専門職1名

5日 平成２８年度教職員中央研修（第４回副校長・教頭等研修）（～１７日）

企画指導専門職1名

6日 職員研修（日高青少年自然の家・大雪青少年交流の家訪問調査）（～７日）

主幹・副主任企画指導専門職1名・事業推進係長・
管理係主任

7日 機構本部事務打合せ

所長

7日 文部科学省生涯学習政策局青少年教育課との打合せ

次長

8日 平成２８年度 第２回岩手県社会教育主事等会議

主任企画専門職・企画指導専門職1名

9日 平成２８年度（第６０回）岩手県教育研究発表会（～１０日）

主任企画専門職

11日 青森県公立小川原湖青年の家共催事業｢雪上大運動会｣（～１２日）

副主任企画指導専門職1名

12日 岩手県立県北青少年の家自主事業｢ステラパル冬まつり｣

主任企画専門職

12日 ｢親子で作ろう！創作教室inイオン｣（イオンモール下田）

次長・主幹・副主任企画指導専門職1名・事業推進係長・
管理係員1名

13日 平成２８年度第２回独立行政法人国立青少年教育振興機構会議（～１４日）

所長

13日 東北地区連携会議⑥（～１４日）

所長

13日 秋田県公立小中学校管理職候補者に対する義務教育課長ヒアリング

副主任企画指導専門職1名

平成２８年度第３回盛岡教育事務所管内社会教育係長等会議・
平成２８年度盛岡教育事務所管内資質向上研修会
平成２８年度第２回青少年育成セミナー・
21日
第４回社会生活に困難を有する子ども・若者支援セミナー
16日

主任企画専門職
副主任企画指導専門職1名

24日 平成２８年度県南地区社会教育担当者会議

企画専門職１名

26日 平成２８年度ボラミックスキャンプ（～２８日）

事業推進係員1名

月

日

会議・研修名

出席者

2日 (公財)日本電信電話ﾕｰｻﾞｰ協会主催 応対スキルアップ研修（応用編）

事業推進係主任・事業推進係員1名

3日 団体企業広報活動（盛岡市・滝沢市地区）

所長・主幹・管理係主任

9日 団体企業広報活動（花巻市・北上市地区）

所長・主幹・副主任企画指導専門職1名

12日 主濱恵悦氏社会教育功労者｢文部科学大臣表彰受賞祝賀会｣

所長

17日 早寝早起き朝ごはん運動国民１０周年記念式典・全国フォーラム

所長

21日 平成２８年度｢利用団体管理システム担当者研修｣（～２２日）

事業推進係員1名

23日 平成２８年度国立大学法人岩手大学卒業式

所長

24日 公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団 第１３回評議員会

所長

25日 創作活動教室inわんだふぉ～パーク2017（テレビ岩手主催）（～２６日）

次長・主任企画専門職・副主任企画指導専門職1名・事業
推進係長・管理係主任・総務係員1名

3月

