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浦安市立小中学校 PTA 連絡協議会 
第２回運営委員会 議事録 

【日時／場所】 
■日時:2016 年８月 27 日（土）18:30～19:00   
■場所:高洲公民館 
 
【出席者】 （敬称略） 

運営委員（小学校） 運営委員（中学校） 運営事務局 
所属 氏名 所属 氏名 本部 氏名 

浦安小 猪熊 浦安中 大塚 会⾧ 助川 
南小 土居 堀江中 石橋 副会⾧ 

組織運営 
広報企画 
交流・文化 

大田 北部小 池尾 見明川中 成田 
見明川小 杉本、千田 富岡中 欠席 戸久世 
富岡小 正木、岩崎 美浜中 川上 横山 
舞浜小 奈良 入船中 上村 地域渉外 杉井 
東小 對馬 高洲中 松本 書記 伊藤 
日の出小 平林   佐々木 
高洲小 欠席   会計  
高洲北小 塩見(代理)   ⾧尾 
美浜南小 須藤     
入船小 加藤     
 
 
【プログラム】 
１. 開会の言葉 （副会⾧:大田） 
２. 挨拶（会⾧:助川） 
  ＜市 P 連 HP リニューアル紹介＞ (広報企画部:戸久世) 
  ➢市 P 連 HP 参照 
  ➢各専門部の活動内容紹介 
  ➢HP リニューアルに関しての課題 
    ・市 P 連 HP をどの様に知ってもらうか…各単 P からも紹介していただきたい  
  ➢市 P 連を知らない方や未加盟校にも、見やすくわかるように掲載 

➢市 P 連関係のスケジュールや提出書類資料などアップしているので活用していただきたい。 
 
３. 報告事項 
① スポーツ大会実行委員会からの報告 (会⾧:助川) 
   ・市 P 連大運動会について   
     9 月 19 日（月・祝）浦安市運動公園陸上競技場にて開催。 
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   ➢チラシを市 P 連 HP にアップしているのでご覧いただきたい。 
   ➢配布チラシは 9 月早々に未加盟校含む市内の学校に配布予定。 
     校内での配布は各単 P にご負担。 
   ➢申込みについて…各単 P での取り纏めはなし。参加される方が直接申し込む。 
   ➢市 P 連スポーツ大会と同日開催となっているが、多くの方に参加していただきたい。 
  

・市 P 連スポーツ大会について    
9 月 19 日（月・祝）[トリムバレー]浦安市総合体育館 
              [ソフトボール]浦安市運動公園、今川球技場、見明川中学校、美浜中学校 

   ➢試合の組み合わせ…市 P 連 HP に早急にアップ予定 
➢実行委員会・キャプテン会議と、実行委員⾧中心にまだまだ調整が必要なものもあるが順次行われている。 

   ➢実行委員会等の日時は、レジュメ記載の通り。 
   ➢浦安市教育委員会、浦安市体育協会、浦安市ソフトボール協会、浦安市トリムバレー協会、 
    郵便局⾧会浦安部会とたくさんのご協力をいただいている。 
 

<質疑応答> 
➢当日の開催の有無についての確認は市 P 連 HP だけしかないのか? 
⇒（会⾧:助川） 
  屋外での試合に関して…6 時または 6 時半に、話し合い決定を出す。早急に HP へアップ。 
                 出来る限り、直接の電話連絡は避けたい。 
⇒（副会⾧:大田） 
  3 年前に台風で中止に、その時の判断スキームは資料として残し、引き継いでいる。 
  台風直撃とわかっている場合は、前日のうちに必ず連絡をする。 
    第一報  一斉メール…実行委員間、市 P 連役員・部会員内でのメーリングリスト 

       基本は市 P 連 HP にアップ。 
➢上記の内容を、9 月 10 日（土）第 4 回実行委員会にてお知らせ。 

 
   ➢（入船小:加藤） 
     大運動会とスポーツ大会は来年度も同じ日なのか? 
   ⇒（会⾧:助川） 
     まだ未定。 

同じ日に開催することで、未加盟校に見ていただけるメリットあり。 
 
②県 P 連関連の報告（会⾧:助川） 
   ➢レジュメ記載通り 
   ➢11/19(土)県 P 研究大会葛南大会（八千代市）に参加者 28 名・記録係 10 名と参加していただけるこ

とになり本当にありがたい。記録係となる５分科会の詳細はまた後日連絡。 
   ➢千葉県 PTA 広報紙コンクールは毎年開催。各学校でも力を入れていただき、市 P 連としても広報紙のセミナ

ー等を通じて情報提供をさせていただいてる。県 P 連 HP にて応募方法等記載。単 P の広報担当の方に 
    お伝え願いたい。2 回以上の発行した作品であること、市 P 連締切は H29 年 3 月上旬。 
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   ➢9/25(日)「私の思い」～中学生の主張～千葉市文化センターにて開催。レジュメ添付資料参照。 
   ➢各種委員会参加報告、レジュメ記載通り。 
 
③第 64 回日本 PTA 全国研究大会徳島うずじお大会について（副会⾧:大田） 
   ➢千葉県 P 会⾧として、市 P 副会⾧:大田が参加。 
   ➢8/20(土)分科会開催。鳴門市での第 1 分科会に出席。講師:水野真紀さん。 

8/21(日)徳島市内にて全国大会開催、講演は漫画家:竹宮惠子さん。 
 
④関東ブロック PTA 研究大会茨城大会について（会⾧:助川） 
   ➢会⾧:助川が参加予定。参加内容については後日報告。 
 
⑤AED 講習会について（副会⾧:横山） 
  ➢8/27(土)高洲公民館にて開催。参加者:58 名。 

   ➢参加人数に対し日本赤十字社が用意してくれたマウスピースが足らなかったのが残念。次年度以降はこのよう
なことがないように改善していきたい。 

 
⑥会計より（会計:⾧尾） 
   ➢レジュメ記載通り。 
 
⑦各部会からの報告 
  ➢上記内容で報告済み。 

 
 
【浦安スポーツフェア】について（副会⾧:大田） 

➢10/9(日)浦安市運動公園にて開催。 
➢担当校は参加者の氏名・住所・性別・連絡先を市 P 連 gmail に連絡。 

午前  9:45～13:00  担当校:舞浜小・富岡小・見明川小・堀江中 
午後 13:00～16:00  担当校:南小・富岡中・見明川中 

     
＜質疑応答＞ 
  ➢今年もお弁当は出るのか? 
   ⇒（副会⾧:大田） 
   確認後、連絡。 
 
 
４. 情報交換タイム 
  ➢特になし 
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５.  生涯学習課より 
➢ 生涯学習課 担当（松川） 

    橋野課⾧は所用のため欠席。台風が心配されるが 9/19 は晴れることの祈り、盛り上がって頑張って欲しい。 
    事業をいくつか行う。8 月に管弦楽フェスティバルを wave101 にて開催。小学 3 年生～高校生まで 80 人く

らいが参加。とても素晴らしい発表会だった。 
    小学4・5年性対象の浦安こども大学を毎年開催（8月～11月の土曜日等）。今年は48名の応募あり。

市内の 3 大学と明治大学・千葉大学・千葉工業大学の 6 校が協力。実際に大学に行き、授業を受ける。市
役所の会議室で大学の授業を受けるなど、普段とは違う授業を体験。今後もこのような取り組みをし、続けて
頑張っていきたい。 

 
 
 
 
＜会⾧:助川＞ 
  ➢浦安花火大会および盆踊り大会のパトロール、お忙しい中ご協力大変ありがとうございました。 
＜副会⾧:大田＞ 
  ➢スポーツ大会での組み合わせ・試合会場・時間決定。完成後 HP にも早急にアップ予定。プログラムは実行委

員会より配布。 
 
６. 閉会の言葉  (副会⾧:大田) 
  
＜次回日程＞ 
 ➢ 次回の運営委員会は 10 月 1 日（土）18:30 より 高洲公民館で開催 
 


