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【プログラム】 

１）開会の言葉 

２）会長挨拶 

３）報告事項 

   ① スポーツ大会実行委員会からの報告  

② 「スポーツフェア」について  

③ 県Ｐ研究大会葛南大会 in八千代市について 

④ 県Ｐ関係の報告 

⑤ 平成 28年度浦安市Ｐ連 懇親会について 

⑥ 防犯セミナーについて 

⑦ 会計からの報告 

⑧ 次年度スケジュール 

⑨ 子どもの帰宅を促す放送実施について 

⑩ 放課後子ども教室 

⑪ 各種部会からの報告 

⑫ その他 

４）審議事項 

  ・後援依頼について   公益社団法人浦安青年会議所より 

５）情報交換タイム 

６）生涯学習課より 

７）閉会の言葉 

 

【配布資料】 

    第 3回運営委員会配布資料（各１） 

    県Ｐ研究大会葛南大会分科会一覧表 

「2016年度教育予算拡充等を求める要請書」の署名用資料 

 

 

◎次回運営委員会 平成 28年 12月 3日（土）18：30～20：30 美浜公民館 

 

 

 

浦安市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会 

2016年10月1日（土）18：30～20：30高洲公民館 

第３回 運営委員会 

【市Ｐ連事務局 連絡先】 

■ メール：        urayasushipta@gmail.com 

■ ホームページ：    http://www.urayasu-pta.jp 

■ ＦＡＸ：３８１－８３０３  高洲北小学校 市Ｐ連事務局宛 
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＜報告事項＞ 

① スポーツ大会実行委員からの報告  

 ◎市Ｐ連大運動会 

  9月 19日（月・祝） 浦安市運動公園陸上競技場にて開催。 

午前の「親子ﾘﾚｰマラソン」は 5チーム（47名）の親子が参加。 

午後の「大人サッカー（東西対抗保護者対象）は当日参加の保護者も含め、13名参加。 

  

 ◎市Ｐ連スポーツ大会 

【結果】 

ソフトボール男子 

優勝：高洲中   準優勝：入船中  3位：入船小、美浜中学校 

 

ソフトボール女子 

優勝：南小     準優勝：舞浜小  3位：堀江中、高洲小 

 

トリムバレー男子 

優勝：富岡中 A  準優勝：富岡中 B  3位：美浜中 B 

 

トリムバレー女子  

優勝：北部小   準優勝：富岡中Ｂ  3位：高洲北小Ｂ，舞浜小 

 

トリムバレー混合 

優勝：入船小 A  準優勝：浦安中Ａ  3位：入船小 B、高洲小 

 

② 「スポーツフェア」について 

【スポーツフェア 2016お手伝い 当日のご案内】 

○期 日 ： 10月 9日（日）        ○場 所 ： 浦安市運動公園 

○担 当 ： 担当校             ○内 容 ： ディスクゲッター 

   

午前 舞浜小 富岡小 見明川小 堀江中 

午後 南小 富岡中 見明川中 ― 

○ 当日の集合場所・時間 

 集合場所：運動公園総合体育館南側出口本部テント前  （助川会長が参加） 

 集合時間：午前の部 9：35集合 【担当時間：9：45-13：00】 

午後の部 12：50集合 【担当時間：13：00-16：00】 

      ※午前・午後ともにお弁当が支給されます。 
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③ 県Ｐ研究大会葛南大会 in八千代市について 

【期 日】 平成 28年 11月 19日（土） 

【会 場】 八千代市市民会館 八千代市萱田町 728  TEL：047-483-5111 

  【当日集合時間】 午前    時    分 （浦安市役所総合駐車場）   

       ※集合時間については、Gmailにて連絡。 

＜大会スローガン＞ 

子どもたちの 豊かな心と学び 健やかな育ちのために 

～自分を信じよう！子どもと共に学び生きる力のサポートを ～ 

 

※ 浦安市Ｐ連からは、第 2分科会の「情報化と PTA」で提案者(美浜南・戸久世さん)が登壇します。 

※ 当日の分科会については後日連絡。 

 

④県Ｐ関係の報告 

【役員会、理事会からの報告】 

  ○平成 28年 9月 5日(土)  葛南地区会議 

  ○平成 28年 9月 15日(木) 理事会 ※台風の為延期（9月 8日⇒9月 15日） 

   

  

【「2016年度教育予算拡充等を求める要請書」の署名活動への協力要請について】 

  実施期間： 平成 28年 9月～11月 

  提出締切： 平成 28年 11月 11日(金)必着 

  提出方法： 同封の返信用封筒をお使い下さい。 

 

④ 平成 29年度浦安市Ｐ連 懇親会について 

  【期 日】 平成 29年 2月 10日（金）   懇親会 18：30～20：30（受付開始 18：00） 

  【場 所】 浦安ブライトンホテル 

  【会 費】 懇親会 6800円(税込)予定 

  ＊詳細は後日ご連絡致します。 

⑥防犯セミナーについて 

 【期 日】 平成 28年 2月 4日（土） 15：30～18：00 

 【場 所】 美浜公民館 

 【内 容】 ネット防犯について(予定) 

 ＊詳細は後日ご連絡致します。 

 

⑦会計からの報告 
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⑧次年度スケジュール 

平成 29年度市 P連定期総会・懇親会は、平成 29年 5月 12（金）文化会館にて開催いたします。 

詳細は後日ご連絡致します。 

 

⑨子供の帰宅を促す放送実施について 

「子どもの帰宅を促す放送」の放送実施について (市 P連から市に要請) 

  放送期間 平成 28年 11月 1日から平成 29年 2月 28日まで 

  放送時間 午後 4時 30分 

 

⑩放課後子ども教室 

平成 28年 10月 29日(土) ハロウィンイベント @見明川小にて  見学可 

 

⑪各種部会からの報告 

＊組織運営部 

 

＊広報企画部 

 

＊交流推進部（体育） 

  

＊交流推進部（文化） 

 

＊地域渉外部 

⑫その他 

   

＜審議事項＞ 

・後援依頼について     

公益社団法人浦安青年会議所より 

 

 

◎次回運営委員会 平成 28年 12月 3日（土）18：30～20：30 美浜公民館 


