
【所内会議・研修・教育事業等】　 平成２９年度
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5月

教育事業　体験の風をおこそう運動協賛事業「親子めんこいキャンプ」（～３０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）」

環境ボランティアによる環境整備（第２回）

事務連絡会（第６回）

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・友情交歓会

6月

みちのく「体験の風をおこそう」運動推進事業　鞍掛山親子登山

教育事業　体験の風をおこそう運動協賛事業「親子ｄｅわくわくキャンプ！Ｉｎテンパーク」(～２５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）」（～９日）

活動プログラム職員体験研修「岩手山登山（第１回）」

事務連絡会（第８回）

第２回ＳＤ研修「体験の風をおこそう運動について」

事務連絡会（第７回）

ヴァイオリンとピアノのコンサート（～１６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）」

岩手県立盛岡峰南高等支援学校による花壇整備(第３回)

岩手県立盛岡峰南高等支援学校による花壇整備(第４回)

岩手県立盛岡峰南高等支援学校による花壇整備(第１回）

事務連絡会（第３回）

食堂業務等運営委員会（第1回）

教育事業　体験の風をおこそう協賛事業「さんりく体験！発見隊」（～１７日）

施設業務運営委員会（第１回）

新任職員研修会（第2回）

事務連絡会（第４回）

国立岩手山青少年交流の家公開学習会｢ツキノワグマの生態と被害防止｣
～ツキノワグマの被害に遭わないために　そして自然と共生を考える～

岩手県立盛岡峰南高等支援学校による花壇整備(第２回)

日　誌　抄

内　　　　　　容

辞令式・着任式

新任職員研修会（第１回）（～４日）

事務連絡会（第１回）

環境ボランティアによる環境整備（第１回）

4月

活動プログラム職員体験研修「鞍掛山登山（第１回）」

教育事業「ボランティアコーディネーター研修」

活動プログラム職員体験研修「姫神山登山（第１回）」

第１回ＳＤ研修｢アドベンチャー・プログラム｣

事務連絡会（第５回）

食堂業務等運営委員会（第３回）

事務連絡会（第２回）

活動プログラム職員体験研修「鞍掛山登山（第２回）」・山開き

食堂業務等運営委員会（第２回）

教育事業「ＨｏｗＴｏボランティア」～ボランティアの基本を学ぼう～兼NEALﾘｰﾀﾞｰ養成研修（～２８日）

食堂業務等運営委員会（第３回）

みちのく｢体験の風をおこそう｣運動推進協議会（第１回）

7月
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平成29年度第２回国立青少年教育施設東北地区連携会議（総務・管理系研修）（～２５日）

事務連絡会（第１１回）

事務連絡会（第１５回）

教育事業｢えいごｄｅキャンプ～ハロウィン～｣（～９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）

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）」

食堂業務等運営委員会（第７回）

食堂業務等運営委員会（第９回）

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～」(～９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７回）」

教育事業「テンパークちゃれんじくらぶ・秋」（～１０日）

事務連絡会（第９回）

環境ボランティアによる環境整備（第３回）

事務連絡会（第１０回）

ＳＤ研修（｢子どもゆめ基金制度について｣）

文部科学省委託事業｢日独学生青年リーダー交流｣（～９/４）

食堂業務等運営委員会（第５回）

教育事業「体験活動支援セミナー・秋」（～１０日）

新任職員研修会（第３回）

事務連絡会（第１６回）

教育事業「えいごｄｅキャンプ～クリスマス～」（～1０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）」

施設開放事業　｢テンパークまつり２０１７｣

広報委員会（第１回）

事務連絡会（第１２回）

食堂業務等運営委員会（第６回）

事務連絡会（第１４回）

第１回消防訓練

教育事業「教員免許状更新講習」

日独学生青年リーダー交流事業法人ボランティア事前研修

教育事業「イーハトーブチャレンジキャンプ」（～１９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）」

岩手県立盛岡峰南高等支援学校による花壇整備(第４回)

教員免許状更新講習

緊急地震速報対応行動訓練

教育事業「テンパークまつり2017～親子宿泊体験～」（～２４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）

食堂業務等運営委員会（第８回）

教育事業「通学合宿テンちゃん一家の一週間」（～１８日）

事務連絡会（第１３回）

永年勤続表彰状授与式

事務連絡会（第１７回）

ＳＤ研修「セクハラ認識チェック」

8月
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月 日 内　　　　　　容
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SD研修「パワーハラスメント防止のための施策について」

救命講習・消防訓練

みちのく｢体験の風をおこそう｣運動推進事業｢スキー・スノーボード体験ｉｎテンパーク（第２回）｣（～１８日）

2月

ボランティアブラッシュアップ⑧（～１１日）

食堂業務運営委員会（第１２回）

食堂業務等運営委員会（第１０回）

事務連絡会（第２０回）

みちのく｢体験の風をおこそう｣運動推進事業｢スキー・スノーボード体験ｉｎテンパーク（第１回）｣（～２１日）

教育事業「えいごｄｅキャンプ～ｽｷｰ･ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞﾚｯｽﾝ･国際交流ｹﾞｰﾑ～」（～1１日）

3月

事務連絡会（第２１回）

イーハトーブチャレンジキャンプ②（～２３日）

食堂業務運営委員会（第１１回）

教育事業「タートルズキャンプ・ことりさわ学園スキー教室」(～１２日）

教育事業「親子めんこいキャンプ・冬」（～７日）

離任式

みちのく「体験の風をおこそう」運動推進事業「雪遊びＩｎテンパーク～雪合戦の練習会と雪遊び～」(～１２日）

施設業務運営委員会(第２回）

みちのく｢体験の風をおこそう｣運動推進事業｢親子で楽しむ自然体験IN冬のテンパーク(第１回)｣(～２８日）

親子で遊ぼう！～ダンボールと雪遊び～（～４日）

教育事業「タートルズキャンプ・青雲荘スキー教室」(～２１日）

平成29年度ブロ ッ ク 別会計事務協議会(～２３日）

事務連絡会（第１９回）

教育事業「テンパークちゃれんじくらぶ・冬」（～１４日）

いわてさんの会（ＯＢ会）

教育事業「体験活動支援セミナー・冬」（～１４日）

事務連絡会（第１８回）

平成29年度感謝状授与式(１０名）

みちのく｢体験の風をおこそう｣運動推進協議会（第２回）

1月



【所外会議・研修等】　 平成２９年度

月 日 出席者

1日 次長

6日 副主任企画指導専門職・企画指導専門職２名

7日 所長

11日 企画指導専門職1名

18日 所長・主幹・企画指導専門職1名

18日 所長

19日 企画指導専門職２名

20日 企画指導専門職1名

24日 主任企画専門職

24日 所長・主幹・管理係主任

25日 主幹

25日 主幹・副主任企画指導専門職・管理係主任

27日 事業推進係長

29日 企画指導専門職1名

6日 次長・企画指導専門職1名

7日 事業推進係長

10日 所長・主幹・企画指導専門職1名

12日 主任企画専門職・企画指導専門職1名

13日
次長・主任企画専門職・企画指導専門職1名・管理係員１名
・事業推進係員2名・企画指導専門係員1名・総務係員1名

14日 主任企画専門職

18日 所長

18日 所長

18日 次長

20日 主任企画指導専門職・主幹・総務係員1名・管理係員２名

27日 所長

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

2日 管理係主任

5日 次長

5日 企画指導専門職1名

5日 所長・主幹・副主任企画指導専門職

6日 主任企画専門職

7日 所長・事業推進係長

9日 所長

10日 企画指導専門職１名・事業推進係員１名

11日 所長

11日 所長

13日
副主任企画指導専門職・企画指導専門職２名
･事業推進係長

14日 所長

26日 所長

26日 次長

26日 所長・主幹・主任企画専門職・企画指導専門職1名

27日 企画指導専門職1名

28日 管理係主任

29日 所長

滝沢市国際交流協会設立総会

親子めんこいキャンプ実地踏査

平成29年度　中部教育事務所管内養育振興運動推進研修会

教育団体・企業関係等広報活動（滝沢市・滝沢市教育委員会）

平成29年度公益財団法人岩手県青少年育成県民会議通常総会

安全運転管理者部会通常総会

いわてサイエンスシンポジウム実行委員会設立総会

平成29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・更新講習

会津・山形｢体験の風をおこそう｣運動事業｢ばんだいフェスティバル春｣（～７日）

教育団体・企業関係等広報活動（青森県八戸市・岩手県久慈市内）（～６日）

いわてサイエンスシンポジウム実行委員会

妙高アドベンチャーAP指導者養成研修（～１１日）

ミクロネシア諸島自然体験交流事業随行者研修（～１１日）

岩手県県北青少年の家自主事業「ステラパル春まつり」

教育団体・企業関係等広報活動（岩手県沿岸南部）（～１１日）

平成29年度滝沢市子ども会育成連合会総会

平成29年度第１回滝沢市社会教育委員会議

五日会４月例会

新任次長・事業系職員研修（～２１日）

平成29年度生涯学習・社会教育主管課長等会議及び宮城県教育委員会協働教育推進功績表彰
式

教育団体・企業関係等広報活動（宮古市内）

さんりく体験！発見隊事前視察

教育団体・企業関係等広報活動（岩手高校・盛岡大学附属高校）

平成29年度第１回国立青少年教育施設東北地区連携会議（所長会議）

岩手駐屯地創立６０周年記念式典

盛岡青年会議所事業サッカー大会・体験活動創作教室

平成29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（青森県）

創作教室inイオン盛岡（～１４日）

平成29年度第１回独立行政法人国立青少年教育振興機構会議(～１９日）

教育団体・企業関係等広報活動（岩手大学・盛岡大学）

岩手大学開学記念行事　講演｢5Ｇでより豊かな未来を｢beyond宣言｣｣

教育団体・企業関係等広報活動（宮城県仙台市内）

日　誌　抄

会議・研修名

滝沢市交流拠点複合施設（ビッグルーフ滝沢）グランドオープン祝賀会

平成29年度第１回岩手県社会教育主事等会議（～７日）

平成29年度第1回秋田県生涯学習・社会教育関係職員会議

岩手県スポーツ振興事業団評議員会（第１４回）

体験活動安全管理研修～山編～(～７日）

滝沢市立柳沢小中学校入学式

サイエンスシンポジウム実行委員会（ワーキンググループ会議）

サイエンスシンポジウム実行委員会（ワーキンググループ会議）

宮城県教育庁生涯学習課との事務打合せ

教育団体・企業関係等広報活動（雫石町・滝沢市内）

教育団体・企業関係等広報活動（雫石町・盛岡市内）

教育団体・企業関係等広報活動（岩手県教育委員会・盛岡市教育事務所）

4月

5月

6月



月 日 出席者会議・研修名

5日
副主任企画指導専門職・企画指導専門職1名
・事業推進係員1名

6日 次長

7日 企画指導専門職２名

13日 所長

13日 副主任企画指導専門職・企画指導専門職1名

13日 管理係員２名

14日 管理係主任

14日 所長

14日
副主任企画指導専門職・企画指導専門職1名
・事業推進係長・事業推進係員1名

17日
次長・主幹・管理係主任・総務係員1名・管理係員３名
・副主任企画指導専門職・企画指導専門係員1名

18日 企画指導専門職1名

23日 次長

25日 所長・企画指導専門職1名

27日 主幹

28日 所長・主任企画指導専門職

5日
次長・管理係主任・事業推進係員1名
・企画指導専門係員1名･管理係員1名

10日 管理係主任・総務係員１名

20日 企画指導専門職1名

25日 企画指導専門職1名

25日 企画指導専門職1名

26日
次長・主幹・企画指導専門職1名・事業推進係主任
・管理係員２名・総務係員１名

31日 事業推進係員1名

3日 副主任企画指導専門職・企画指導専門係員1名

10日 主幹・管理係主任・管理係員２名

11日 所長

16日
次長・企画指導専門職主任・企画指導専門職1名
・事業推進係員2名・総務係員2名・管理係員2名

21日 所長

28日 企画指導専門職1名・管理係員１名

30日 企画指導専門職1名

2日 企画指導専門職1名・事業推進係長・管理係主任

6日 所長

8日 企画指導専門職1名

9日
副主任企画指導専門職・企画指導専門職3名
・事業推進係員1名

12日 主幹・企画指導専門職1名・事業推進係員1名

13日 事業推進係主任・事業推進係員1名・管理係員1名

14日 企画指導専門職1名

16日 次長・副主任企画指導専門職・事業推進係員1名

21日 事業推進係員1名

25日 企画指導専門職1名・事業推進係長

26日 副主任企画指導専門職・企画指導専門職２名

27日 企画指導専門職1名

28日
次長・企画指導専門職1名・事業推進係長
・企画指導専門係員1名・管理係員1名・総務係員1名

28日 総務係員1名

30日 次長・主幹

30日 企画指導専門職1名

磐梯施設開放事業｢いなわしろフェスティバル秋｣(～２２日）

｢体験の風｣出前創作活動教室inIBCまつり（～１７日）

岩手県スポーツ振興事業団イベントブース出展｢わんスポ｣～スポーツフェスティバル２０１７～

平成30年度子どもゆめ基金助成活動募集説明会
・みちのく体験の風をおこそう運動趣旨説明会（青森県青森市）（～１３日）

平成30年度子どもゆめ基金助成活動募集説明会（岩手県盛岡市）

秋田市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）

岩手大学人事交流者懇談会

平成29年度秋田県社会教育主事等研修会兼北地区社会教育関係職員第２回研修会

岩手県立県北青少年の家主催事業「ステラパル夏まつり」

平成29年度県南教育事務所管内社会教育職員等研修会（一関地区）

日独学生青年リーダー交流　合宿セミナー（～２７日）

創作教室inイオン盛岡

平成29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」(～２８日）

ミクロネシア諸島自然体験交流事業（～８/２）

第64回岩手県公民館大会・平成29年度岩手県社会教育委員研究大会（～１４日）

平成29年度第１回青少年育成セミナー

平成30年度子どもゆめ基金助成活動募集説明会
・みちのく体験の風をおこそう運動趣旨説明会（秋田県秋田市）（～３日）

第64回岩手県公民館大会・平成29年度岩手県社会教育委員研究大会（～１４日）

イーハトーブチャレンジキャンプ夏　事前視察

平成29年度県北教育事務所管内社会教育担当者会議

イーハトーブチャレンジキャンプ事前視察

安全運転管理者講習

平成29年度｢ボランティア＆コーディネーターミックスキャンプ｣（～9/2）

平成29年度東北地区官庁施設保全連絡会議

滝沢市産業まつり(～２７日）

いわてサイエンスシンポジウム2017｢いわてまるごと科学館｣体験活動創作教室

秋田県｢体験の風をおこそう｣運動推進委員会第１回実行委員会

大型バス等運転講習

花山施設開放事業｢はなやままるごとフェスティバル｣(～１５日）

平成30年度子どもゆめ基金助成活動募集説明会（青少年機構本部）

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2017in紫波」

所長ヒアリング

施設連携事業「親子deﾁｬﾚﾝｼﾞ」岩手県立県南・陸中海岸青少年・県北青少年の家（～１日）

岩手県立県南青少年の家自主事業「みどりのキャンパス・ふれあいフェスティバル」

教育団体・企業関係等広報活動（岩手県教育委員会事務局）

岩手県内青少年集団宿泊教育施設協議会役員会

平成29年度日独省間会議

平成29年度第２回岩手県社会教育主事等会議（～２７日）

平成29年度滝沢市教育委員会指定｢滝沢市小・中学校第２期ｼﾞｮｲﾝﾄｱｯﾌﾟ・ｽｸｰﾙ事業｣学校公開研究大会

｢体験の風｣出前創作活動教室in盛農際（～29日）

那須甲子施設開放事業「なすかしの森ファミリーフェスティバル」（～29日）

平成29年度東北地区国立学校等総務部課長・人事担当部課長合同会議及び管理事務セミナー

平成29年度｢チーム社教｣推進事業｢平成29年度奥州市放課後子どもプラン指導者研修会｣

教育関係等広報活動(宮城県教育委員会)

教育関係等広報活動(岩手県教育委員会)

7月

8月

9月

10月



月 日 出席者会議・研修名

1日 所長・主任企画専門職

2日 企画指導専門職1名

2日 事業推進係員主任・事業推進係員1名

6日 副主任企画指導専門職

6日 主幹・総務係員1名

6日 管理係主任

7日 事業推進係員1名

7日 所長

7日 研修指導員（登山）大友晃氏

7日 次長

8日
所長・主幹・企画指導専門職3名・事業推進係長
・管理係主任

13日 次長

13日 次長

16日 総務係員1名

17日 主任企画専門職

21日 主幹

27日 所長

28日 企画指導専門職1名

28日 企画指導専門職1名・事業推進係員1名

1日 次長

1日 副主任企画指導専門職

6日 主任企画専門職

8日 所長・企画指導専門職1名・事業推進係員1名

9日 企画指導専門職1名

10日 主任企画専門職

11日 事業推進係員1名

14日 平成29年度　第３回教員免許状更新講習連絡協議会 次長・主任企画専門職

15日 企画指導専門職1名

15日 企画指導専門職2名

18日 副主任企画指導専門職・企画指導専門職1名

21日
副主任企画指導専門職・企画指導専門職２名
・事業推進係長

22日 企画指導専門職2名

23日
次長・主幹・主任企画専門職・企画指導専門職1名
・事業推進係主任・事業推進係員1名・総務係員２名
・管理係員1名

25日 副企画指導専門職

9日 企画指導専門職1名

15日 管理係員1名・総務係員1名

17日 所長

18日 所長

20日 副主任企画指導専門職

27日 企画指導専門職1名

29日 所長・企画指導専門職1名

岩手県立県南青少年の家主催事業｢冬のおもしろ体験ランド｣（～２８日）

岩手大学生涯学習計画論講義（第１回）

平成29年度第２回岩手県グリーン・ツーリズム情報交換会

教科等に関連付けた体験活動プログラム作成研修(～20日）

親子めんこいキャンプ冬実地踏査

岩手大学生涯学習計画論講義（第３回）

親子de缶バッジクラフト～出前創作教室ｉｎイオン盛岡～（イオンモール盛岡）(～２４日）

青森県立梵珠少年自然の家主催事業｢冬に飛びだそう～親子で白銀の世界へ～｣（～２１日）

岩手県立県北青少年の家主催事業「ステラパル冬遊塾」（～１１日）

所長ヒアリング（施設整備）寄付金事業推進委員会

第34回全国青少年相談研究集会（～１９日)

平成29年度第３回国立青少年教育施設東北地区連携会議（次長会議）

特別教育自衛消防隊員講習（～１７日）

平成29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

イノベーション喚起セミナー

平成29年度センター・公民館職員等研修（盛岡地区）

盛岡市中央公民館「わくわく盛岡チャレンジクラブ」

平成29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

平成29年度盛岡市PTA連合会理事会

国立青少年教育振興機構次長会議（～１４日）

みちのく体験の風をおこそう運動趣旨説明会（岩手県県央・県南地区公民館）

「日本の中高生海外派遣事業の現状と課題」について情報交換会

岩手県内青少年集団宿泊教育施設職員合同研究会（～９日）

岩手大学生涯学習計画論講義（第２回目）

いわてサイエンスシンポジウム実行委員会総会

体験の風をおこそうフォーラム

平成29年度｢地域とともにある学校づくり｣推進フォーラム(岩手会場）

平成29年度社会教育功労者表彰式

平成29年度教職員等中央研修受講　（副校長・教頭等研修）（～１７日）

管内社会教育主事等会議（宮古教育事務所）

NEALコーディネーター養成講習会（～１５日）

宮城県松島自然の家主催事業「おいＳＥＡ！冬の奥松島」

盛岡･八幡平広域エリア活性化講演会

第66回東北地区中堅係員研修（～１０日）

平成29年度第7回全国青少年教育施設所長会議・施設研究集会(～２８日）

平成29年度第10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）

管内生涯学習・社会教育担当者会議（岩手県沿岸南部教育事務所）

平成29年度整備管理者選任前研修

青森県立種差少年自然の家主催事業｢わくわくどきどきウインターキャンプ｣(～２７日）

教育団体・企業関係等広報活動（盛岡市内専門学校等）

11月

12月

1月



月 日 出席者会議・研修名

1日 所長・主幹・企画指導専門職２名

2日 事業推進係長・事業推進係員1名

6日 所長・主幹・総務係員1名

7日 副主任企画指導専門職・企画指導専門職２名

8日 企画指導専門職1名

8日
副主任企画指導専門職・企画指導専門職2名
・事業推進係員1名・企画指導専門係員1名

10日 次長

10日 副主任企画指導専門職

14日 管理係員１名・総務係員１名

15日 企画指導専門職1名

15日
企画指導専門職1名・事業推進係員1名
・企画指導専門係員1名

16日
所長・次長・主幹・主任企画専門職・副主任企画指導専門職
・事業推進係員1名

16日
企画指導専門職1名・事業推進係員1名
・企画指導専門係員1名

17日 企画指導専門職1名

18日 主任企画専門職

19日 所長

19日 所長

19日 主任企画指導専門職・総務係員1名・企画指導専門係員1名

20日
副主任企画指導専門職・事業推進係員1名
・企画指導専門係員1名

27日 事業推進係主任

27日
副主任企画指導専門職・企画指導専門職1名
・事業推進係長

28日
次長・企画指導専門職1名・事業推進係員1名
・企画指導専門係員1名

1日 次長

8日 副主任企画指導専門職

14日 次長・副主任企画指導専門職

15日 次長

15日 次長・副主任企画指導専門職

16日 所長

17日 事業推進係員1名

17日 事業推進係員1名

23日 所長

23日 所長

23日 次長・副主任企画指導専門職

24日
次長・事業推進係長・企画指導専門職2名・管理係員1名
・総務係員1名

27日 副主任企画指導専門職・企画指導専門職1名

30日 副主任企画指導専門職・企画指導専門職1名

滝沢市立柳沢小中学校卒業式

平成29年度自然体験活動指導者養成事業主任講師説明会

平成29年度自然体験活動指導者集会ラップアップフォーラム

幼稚園・保育園ダンボール出前事業（牧野林すずの音保育園）

幼稚園・保育園ダンボール出前事業（御明神保育所）

幼稚園・保育園ダンボール出前事業（西山保育園）

平成29年度｢利用者獲得に向けた広報研修｣（～２８日）

平成29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2017～（～２日）

教育団体等広報活動（盛岡地区）

平成29年度地域教育力を高めるボランティアセミナー教育研究公開シンポジウム（～９日）

公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団　第１５回評議委員会

第２回国立青少年教育振興機構会議（～２０日）

夏の７ｄａｙｓキャンプ実地踏査（～２８日）

防火管理者研修会（～２日）

早寝早起き朝ごはん全国フォーラム

平成29年度国立大学法人岩手大学卒業式

創作教室ｉｎイオン盛岡（イオンモール盛岡）（～２５日）

平成29年度第４回国立青少年教育施設東北地区連携会議（所長会議）

平成29年度青森県公立小川原湖青年の家「雪上大運動会2018」（～１1日）

平成29年度特殊無線技能士養成課程講習

平成29年度第３回盛岡教育事務所管内社会教育係長等会議（盛岡地区）

独立行政法人国立青少年教育振興機構「平成29年度法人ボランティア表彰」表彰状授与式
（被受賞者７名・盛岡大学）

わんパーク大館(秋田県大館少年自然の家)主催事業「冬の自然観察会ｉｎ森吉山」

平成29年度自主事業「ステラパル冬まつり」（県北青少年の家）

幼稚園・保育園ダンボール出前事業（巣子保育園）

幼稚園・保育園ダンボール出前事業（ハレルヤ保育園）

平成29年度岩手県教育委員会事務局社会教育主事等協議会

秋田県「体験の風をおこそう」推進委員会第２回実行委員会

平成29年度岩手県人会

平成29年度陸中海岸青少年の家主催事業「陸中海岸剣道スポーツ少年団交歓会」（～11日）

2月

教育団体・企業関係等広報活動（青森県内高校等）

幼稚園・保育園ダンボール出前事業（川前保育園）

教育団体等広報活動（県南・沿岸南部地区）

教育団体等広報活動（岩手県立大学）

教育団体・企業関係等広報活動（雫石町）

教育団体・企業関係等広報活動（岩手県国際交流協会）

3月
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