
【所内会議・研修・教育事業等】　

月 日

1日

1日

9日

14日

16日

21日

23日

2日

7日

18日

10日

13日

14日

21日

23日

24日

27日

4日

10日

11日

16日

19日

23日

1日

1日

9日

11日

16日

18日

19日

23日

27日

新任職員研修会（第２回）（～２日）

事務連絡会（第７回）

日誌抄

辞令交付式
着任式

新任職員研修会（第１回）（～２日）

給食業務等運営委員会（第３回）

活動プログラム職員体験研修（鞍掛山登山（第２回））

活動プログラム職員体験研修（姫神山登山（第１回））

活動プログラム職員体験研修（姫神山登山（第２回））

活動プログラム職員体験研修（鞍掛山登山（第１回））

給食業務等運営委員会（第１回）

事務連絡会（第２回）

事務連絡会（第１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）

事務連絡会（第３回）

事務連絡会（第６回）

教育事業「How to ボランティア ～ボランティア活動の基本を学ぼう～」（～２５日）

給食業務等運営委員会（第２回）

事務連絡会（第４回）

広報プロジェクト会議（第1回）

活動プログラム職員体験研修（岩手山登山（第１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）

活動プログラム職員体験研修（岩手山登山（第２回））

事務連絡会（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２回）

セクハラ認識度チェック及び安全運転知識テスト

給食業務等運営委員会（第４回）

事務連絡会（第８回）

4月

5月

安全管理者講習報告会

教育事業アベンチャープログラム体験会（～１１日）

7月

教育事業「kids togetherr えいご de キャンプ in テンパーク～サマー」（～２９日）

教育事業さんりく体験！探検ツアー（～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）

6月

内　　　　　　容



月 日

5日

8日

18日

20日

20日

22日

26日

27日

30日

〃

9日

10日

17日

17日

24日

27日

28日

29日

1日

1日

4日

7日

8日

8日

8日

12日

15日

22日

22日

30日

1日

5日

9日

12日

12日

18日

20日

26日

広報プロジェクト会議（第2回）

教育事業「テンパークまつり２０１４ ～親子宿泊体験大募集～」（～２８日）

職員スキルアップ講座「話す技術」

活動プログラム職員体験研修（野外炊事の基本講座）

給食業務等運営委員会（第６回）

11月

9月

教育事業「テンパークまつり２０１４」

緊急地震速報対応訓練

教育事業「kids together えいご de キャンプ in テンパーク ～オータム」（～１３日）

新任職員研修会（第３回）（～２日）

事務連絡会（第９回）

歌とピアノのミニコンサート（～１９日）

「子どもゆめ基金」学習会

活動プログラム職員体験研修（「朝のつどい」実技講習会）

岩手県立盛岡峰南高等支援学校による花壇整備（第７回）

事務連絡会（第１３回・臨時）

10月

事務連絡会（第１４回）

利用申込団体に接する職員の接遇マナー（～１０日）

事務連絡会（第１１回）

給食業務等運営委員会（第８回）

給食業務等運営委員会（第７回）

事務連絡会（第１２回）

活動プログラム職員体験研修（岩手山登山（第３回））

平成２６年度第１回消防訓練

地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業
「岩手しぜんとあそぼキャンプ in テンパーク～秋編～」（～３日）

教育事業「通学合宿 ～テンちゃん一家の1週間～」（※滝沢第二、滝沢東小学校）（～１５日）

事務連絡会（第１６回）

教育事業日独学生青年リーダー交流事業（～９月１日）

教育事業「岩手県内青少年集団宿泊教育施設職員合同研究会」（～２１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）

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・夏～」（～３１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・夏～」（～３１日）

事務連絡会（第１０回）

給食業務等運営委員会（第５回）

セクハラ認識度チェックテスト

事務連絡会（第１５回）

8月

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「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～」（～７日）

教育事業「教員免許状更新講習」（～９日）

内　　　　　　容



月 日

10日

10日

10日

19日

24日

4日

5日

6日

8日

10日

11日

14日

21日

21日

23日

7日

〃

11日

12日

17日

〃

21日

26日

4日

11日

18日

18日

21日

26日

26日

27日

3月

2月
平成２６年度第２回消防訓練

給食業務等運営委員会（第１０回）

1月

事務連絡会（第１９回）

事務連絡会（第２１回）

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・冬～」（～８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・冬～」（～８日）

活動プログラム職員体験研修（スキー指導研修)

12月

施設業務運営委員会（第２回）

事務連絡会（第１７回）

給食業務等運営委員会（第９回）

食中毒予防講習会

教育事業「kids together えいご de キャンプ in テンパーク～ウィンター２」（～２２日）

広報プロジェクト会議（第3回）

事務連絡会（第２４回）

事務連絡会（第２２回）

給食業務等運営委員会（第１２回）

国立岩手山青少年交流の家感謝状交付式

パワハラ認識度チェックテスト

救命講習

地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業
「岩手しぜんとあそぼキャンプ in テンパーク～冬編～」（１２日）

給食業務等運営委員会（第１１回）

事務連絡会（第１８回）

教育事業「集まれ！吹奏楽の仲間たち ～ミュージックキャンプ２０１５ in テンパーク～」
（第２回）（～７日）

仕事始めの会

教育事業「kids together えいご de キャンプ in テンパーク～ウィンター１」（～１２日）

教育事業「集まれ！吹奏楽の仲間たち ～ミュージックキャンプ２０１５ in テンパーク～」
（第１回）（～６日）

事務連絡会（第２０回）

辞令交付式
離任式

事務連絡会（第２３回）

内　　　　　　容

事務連絡会（第２５回）

親子で楽しむ自然・宿泊体験　IN　テンパーク（～２２日）



【所外会議・研修等】　

月 日 出席者

8日 企画指導専門職3名

21日 企画指導専門職１名

21日 企画指導専門職１名

23日 企画指導専門職１名

24日 所長

25日 企画指導専門職１名

16日 所長

15日 企画指導専門職１名

20日
企画指導専門職１名
事業推進係員１名

22日 所長

23日 所長

29日 次長

1日 企画指導専門職１名

4日 所長

9日 企画指導専門職１名

11日 企画指導専門職１名

11日 管理係長

12日 所長

13日 所長

20日 事業推進係員１名

25日 所長

26日 所長、次長

26日 次長

7日
次長、事業推進係員１名
企画指導専門職１名

16日 次長

18日 所長

23日 管理係員１名

19日 所長

22日 企画指導専門職１名

23日

24日

26日
次長
企画指導専門職２名

29日

6月

体験活動安全管理研修～山編～（～４日）

平成２６年度教育振興運動推進研修会

平成２６年度教育振興運動推進研修会

平成２６年度管理系係長研修（～１３日）

日本野外教育学会　第１７回大会（～２２日）

五日会６月例会（当所当番）

アウトドアチャレンジ実行委員会

青少年育成県民会議通常総会

7月

8月

国立青少年教育施設東北地区連携会議（～８日）

五日会８月例会

平成２６年度「青少年を非行・被害から守る県民大会」

岩手県内青少年集団宿泊教育施設連絡協議会役員会

特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会

5月

平成２６年度新任社会教育関係職員研修講座
（～１６日）

体験活動安全管理講習～山系活動編～

独立行政法人国立青少年教育振興機構会議（第１回）
（～２３日）

全国青少年教育施設所長会議（～２４日）

第１回独立行政法人国立青少年教育振興機構次長会議（～３０日）

会議・研修名

4月

岩手県社会教育主事等会議
（～9日）
平成２６年度生涯学習・社会教育主管課長等会議
（第１回）（※宮城県）

平成２６年度新任事業系職員研修（～２３日）

平成２６年度秋田県北管内生涯学習・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）

五日会４月例会

平成２６年度自然体験活動指導者養成事業主任講師（講習管理者）
説明会（～２４日）

平成２６年度日独学生青年リーダー交流合宿セミナー

教員免許状更新連絡協議会（第２回）

平成２６年度日独学生青年リーダー交流事業（～２８日）

滝沢市産業まつり（～２４日）

県北青少年の家ステラパルまつり

第７回東北地区青少年教育施設協議会代表者会議

滝沢市グリーン・ツーリズム推進協議会総会

日本電信電話ユーザー協会盛岡地区協会平成26年度総会

公益社団法人岩手県青少年育成県民会議通常総会



月 日 出席者

5日 企画指導専門職１名

9日 企画指導専門職１名

10日
企画指導専門職１名
総務係長兼管理係長１名

12日 企画指導専門職１名

13日
企画指導専門職１名
総務係長兼管理係長１名

17日 事業推進係員１名

17日 次長

26日 次長

8日 管理係員１名

10日 所長

22日 所長

15日 総務係長兼管理係長１名

〃 事業推進係長１名

18日 事業推進係員１名

24日 所長

28日 主任企画指導専門職２名

28日 企画指導専門職１名

31日 主任企画指導専門職１名

8日 事業推進係員１名

16日 事業推進係員１名

17日 企画指導専門職１名

18日
企画指導専門職１名
管理係員1名

19日 次長

21日
事業推進係員１名
総務係員１名

27日 管理係主任1名

30日 事業推進係員１名

5日
所長
事業推進係員１名

10日 事業推進係員１名

10日 事業推進係員２名

12日 所長

〃 企画指導専門職１名

〃 事業推進係員１名

16日 所長

19日 企画指導専門職２名

28日 事業推進係員１名

青少年体験活動等担当者会議（～１１日）

子どもゆめ基金説明会（～２７日）

平成２６年度秋田県北地区社会教育主事協会第２回研修会

平成２６年度東北地区国立大学法人等若手職員研修
（～１９日）

岩手大学教育学部・生涯学習計画論（※講師として）

11月

12月

10月

9月

平成２６年度東北地区国立大学法人等補佐研修
（～１７日）
平成２６年度東北地区国立大学法人等係長研修
（～１７日）

「世界の仲間とゆく年くる年～体験日本のお正月～」企画運営委員会

岩手大学人事交流者懇談会

若手職員による実践報告・研究発表会（～１２日）

岩手大学教育学部・生涯学習計画論（※講師として）

世界の仲間とゆく年くる年～体験日本のお正月～（～１月２日）

東北地区青少年教育施設協議会

人事・事業等関係ヒアリング

五日会１０月例会

平成２６年度社会教育主事等会議（第２回）

平成２６年度ボランティア・コーディネーター研修（～２９日）

生涯学習・社会教育主管課長会議（※宮城県）

「世界の仲間とゆく年くる年～体験日本のお正月～」企画運営委員会

滝沢市福祉ボランティアまつり

全国青少年教育施設所長会議（～２８日）

平成２６年度東北地区国立大学法人等会計事務研修（～１０日）

平成２６年度子育てサポーター養成講座

平成２６年度資質向上専門研修講座
（講義・演習）

第３回岩手県放課後子どもプラン指導者合同研修会

もりおか広域グリーン・ツーリズム勉強会

滝沢市誕生記念夢実行委員会解散総会

子どもゆめ基金説明会

「世界の仲間とゆく年くる年～体験日本のお正月～」企画運営委員会

えいごdeキャンプ受付データベース作成打合せ

平成26年度教職員等中央研修（第4回中堅教員研修）（～１２月１２
日）

第２回次長会議（～２１日）

会議・研修名

「世界の仲間とゆく年くる年～体験日本のお正月～」企画運営委員会

「世界の仲間とゆく年くる年～体験日本のお正月～」企画運営委員会

岩手大学教育学部・生涯学習計画論（※講師として）



月 日 出席者

13日 事業推進係員１名

16日 企画指導専門職４名

24日 事業推進係員１名

26日 所長

27日 主任企画指導専門職

28日 次長

1日 次長

5日
所長
企画指導専門職２名

〃 事業推進係員２名

16日 所長

24日
次長
企画指導専門職１名
事業推進係長

25日 事業推進係員１名

27日 企画指導専門職１名

13日 所長

17日 所長

23日 所長

岩手県青少年健全育成会議

国立青少年教育施設東北地区連携会議所長会議（～１４日）

「世界の仲間とゆく年くる年～体験日本のお正月～」企画運営委員会

文部科学省岩手県人会

2月

平成２６年度教職員等中央研修（第⑤回副校長・教頭等研修）
（～２月１３日）

岩手県教育振興運動５０周年記念大会

青少年教育研究センター実地研修（～３月２７日）

岩手県生涯学習推進研究発表会（～６日）

滝沢村立柳沢小・中学校卒業式

平成２６年度岩手大学卒業式

3月

国立青少年教育施設東北地区連携会議（～２５日）

平成２６年度教育事業「ボランティアステップアップセミナー」（～３月１
日）

岩手県内４機関人事担当課長会議

ブロック別会計事務研修（～４日）

全国青少年教育施設研究集会

独立行政法人国立青少年教育振興機構会議（第２回）
（～１７日）

1月

会議・研修名


