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  仙台教育事務所　教育学事班　生涯学習担当

期日・期間 開　　催　　場　　所　　等

年間 全6講座　＊詳細に関しては，県（管内）生涯学習計画を参照

4/19(月)，10/11(水) 県庁講堂
年間10回 仙台合庁4/5, 5/13, 6/11, 7/9, 9/2, 10/8, 11/2, 12/10, 1/20, 3/15

7/24(土)　　※予定 ホテル白萩　　※予定
9～12月 各市町村の公民館等（36館）
年間 ＊市町村からの要請による課題解決支援，研修会の実施

5/27,7/2, 10/27, 12/14 県庁講堂　（3,4回目はコミュニティづくり研修会を兼ねる）
※6/29 （火）～8/12（木） えずこホール，山形遊学館，東北大学，合庁他　　
7/29（木） 利府町文化交流センター

11/13（土） 塩竈市遊ホール
年間4回 （2講義１セット） 研修Ⅰ6/15県庁,  6/16登米　　研修Ⅱ7/27県庁,  9/9登米   

12/15(水) 県庁
5/18（火） 合同庁舎
年間3回 5/25石巻　6/22北部　9/22大河原
9/15（水） グランディ･21

4/19(月) 県庁講堂
年間2回 10/27　12/14　県庁  ＊兼，社会教育・公民館等職員研修会

年間 ＊企業・団体等が，講師派遣などの様々な活動支援を行う

6/29(火)，11/30(火) 中田アリーナ，大河原合庁　

年間3回 仙台合庁 5/21, 6/2, 6/8
年間4回 県庁　9/8，10/6，11/10，12/8
7/7(水) 県庁
5/12水，8/25水, 2/3木 県庁
4/27（火）　 県庁
9/9木，9/29水，11/22月 大郷町子育て支援センター，名取市文化会館，富谷市東向陽台公民館

7/31，8/1(土，日) 松島自然の家

　　　①　MAP体験会 5/28(金)、9/28(火) 志津川自然の家,蔵王自然の家
　　　②　MAP講習Ⅰ 8/2,3(月,火) 花山自然の家
　　　③　MAP講習Ⅱ 8/17,18,19(火,水,木) 松島自然の家
　　　④　MAP講習Ⅲ 8/18,19,20(,水,木,金) 松島自然の家

8/17，21（火，土） 松島自然の家　仙台合庁
12/25,26,27(土,日,月) 蔵王自然の家
5/11（火） 東北歴史博物館
1/16（日） 青年会館

未定
1/30(日) 岩沼市民会館

 　(1)　宮城県巡回小劇場 演劇公演　　劇団　仲間 9/13,15,17（月,水,金) 不二が丘小学校(13AM),山下第二小学校(15AM）,大衡小学校(17）

音楽公演「Let's　Swing　ブラックボトムブラスバンド」 9/29(水) 松島町
　 (2)　宮城県青少年劇場小公演 サクスフォンとピアノのコンサート 9/27（月），10/1(金) 吉田小学校（27AM)荒浜小学校(27PM)逢隈小学校（1AM）　

揚琴（ヤンチン）コンサート 10/4（月），10/5（火） 大郷中学校（4PM）増田西小学校（5PM)
はなしの伝統芸能「落語」 6/4（金） 相互台小学校（PM）

　 (1)　巡回公演事業　 ミュージカル「オズの魔法使い」 9/8（水） 高館小学校
群馬交響楽団 10/29（金） 塩竈第二中学校

　 (2)　芸術家の派遣事業 12/3（金）,10（金）,17（金）　 玉川中学校　
6/25(金)，10/29(金) 高屋小学校

（芸術） 9/3（金）,9/24（金）,10/1（金） 浦戸小学校
（音楽） 7/12　9/30　10/15　11/2　 塩竈第一中学校　多賀城八幡小学校　高崎中学校　城南小学校　

　 ○　地方音楽会 A　アンサンブル公演 7/17(土) 大和町（まほろばホール）
 B　オーケストラ公演 2/12(土) 七ヶ浜町（七ヶ浜国際村）

10月～11月 未定
7～８月 県内2カ所
7～9月

 

5～9月
未定

11/8（月） グランディ･21
5/28（金）　 県庁
未定 未定

8/29(日) グランディ･21
5～10月 塩竈市,名取市,岩沼市,大郷町
12/24(金) 県庁

7/7（水） 大衡中学校

令和３年度　国・県・管内の主な事業等一覧

事　　　　業　　　　名　　　　等
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  1 　みやぎ県民大学推進事業
02 　社会教育管理事業
   (1) 　県生涯学習・社会教育主管課長会議
　 (2) 　教育事務所生涯学習担当者会議
03 　地域教育資源活性化支援事業
 　(1) 　社会教育フォーラム
　 (2) 　社会教育拠点施設（公民館等）訪問
 　(3) 　市町村サポート事業
04 　社会教育関係職員研修（社会教育・公民館等職員研修会）
05 　東北大学社会教育主事講習（※管内事前研6/11,県事前6/17･18）
06 　成人教育活動支援事業（宮城県ＰＴＡ指導者中央研修会）

協
働
教
育

07 　協働教育推進総合事業
　 (1) 　協働教育基盤形成事業
　　　①　管内協働教育研修会・PTA指導者研修会
　　　②　県協働教育コーディネーター研修会
　　　③　県協働教育統括コーディネーター研修会
　　　④　管内地域連携担当者研修会
　　　⑤　県地域活動指導者養成講座
　　　⑥　県放課後子供教室指導者等研修会
　 (2) 　協働教育普及・振興事業
　　　①　県協働教育功績表彰
　　　②　県コミュニティづくり研修会　
　 (3) 　教育応援団事業
　　　①　みやぎ教育応援団派遣事業
　　　②　「みやぎ教育応援団」マッチング会議

家
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　8 　みやぎらしい家庭教育支援事業
 　(1) 　子育てサポーター養成講座＜事務所主管＞
 　(2) 　子育てサポーターリーダー養成講座
 　(3) 　子育てサポーターリーダーネットワーク研修会
 　(4) 　宮城県家庭教育支援チーム連絡会議・研修会
 　(5) 　子育て支援・家庭教育支援関係職員研修会
 　(6) 　学ぶ土台づくり事業＜教育事務所主管＞
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  9　青少年の体験活動の充実
　 ○　BEキャンプ・MYプロジェクト
 10　青少年活動団体指導者の育成
　 (1)　 MAP研修　体験会，講習会

 　(2) 　ジュニア・リーダー中級研修会

 　(1)   児童生徒及び保護者の読書活動状況の調査

 　(3) 　ジュニア・リーダー上級研修会
 　(4) 　市町村青少年教育関係職員研修会
 　(5) 　（仮称）青少年アシタ宣言・BEキャンプ発表会
  11　青年の地域活動支援
 　(1) 　県青年文化祭
 　(2)　 管内地方青年文化祭（仙台管内青年地域活動促進事業）

  13　文化芸術による子供育成総合事業

  14　文化芸術活動を担う人材・団体の育成

（美術）

　 (1)　宮城ヘルシー2021ふるさとスポーツ祭仙台管内大会
　 (2)　体力・運動能力調査【国】
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  12　青少年の文化芸術活動の充実

子
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  15  市町村子ども読書活動支援事業
 　(1)   子ども読書活動指導者養成講座
 　(2)   みやぎ子ども読書活動推進担い手交流会
 　(3)   家庭読書に関する作品コンクール
  16　 読書活動状況調査

そ
の
他

  19   県著作権セミナー

  20   少年の主張（仙台地区大会）

　 (2)   子供の読書活動推進に関する学校状況調査
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  17  スポーツ推進の基盤づくり
　 (1)　県生涯スポーツ活動指導者研修会
　 (2)　県生涯スポーツ活動担当者研修会
　 (3)　県スポーツ推進委員研修会
  18  地域と連携したスポーツの推進

別紙


