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【出席者】 

会長 坂巻 直樹 浦安小 猪熊基博 浦安中 坂巻直樹 

副会長 助川浩一郎 南小 横山聡 堀江中 伊藤英樹 

書記 對馬さおり 北部小 川口賢一郎 見明川中 小川恵美 

 野間愛一郎 見明川小 門間繭子、飯倉智里 富岡中 小松正幸、澤村 

会計 山原竜一 富岡小 正木丈也 美浜中 鶴巻健三 

 鎌田条子 舞浜小 野村真一郎 入船中 井上学 

広報企画部 田原まつみ 東小 太田俊宏 高洲中 姫迫誠司 

交流推進部（体育） 欠席 入船小 藤森啓史   

交流推進部（文化） 増田高明 日の出小 房勇   

地域渉外部 欠席 高洲小 相原広通   

  高洲北小 影山純二   

  美浜南小 欠席   

 

【内容】 

 

1. 関東ブロック研究大会 群馬大会の報告  

【期 日】 平成 29 年 10 月 2１(土)～22 日(日) 

【場 所】 群馬県高崎市 

＜大会スローガン＞ 

伝統 自尊感情 自立した大人への架け橋 

～絹の国から 未来を自分らしく 生き抜く子どもたちを育てるために～ 

来年度は、平成 30 年 8 月 24 日(金)、25 日(土)で行われる「新潟大会」。 

日Ｐ全国研究大会と同日開催。 

 

2. 県Ｐ研究大会 長生・茂原大会の報告 

【期 日】 平成 29 年 11 月 18 日（土） 

【会 場】 茂原市民会館 他 

＜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 

～ 大自然輝く外房発！育もう生き抜く力守ろう明るい未来 つながろうＰＴＡ ～ 

 

浦安市Ｐ連からは、18 名参加致 

皆様、ご参加ありがとうございます。 

来年度は、平成 30 年 12 月 1 日(土)鎌ヶ谷市キラリホールで行われる「鎌ヶ谷大会」。 

浦安市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会 

2017年12月2日（土）18：30～20：30 美浜公民館 
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3. 県Ｐ関係の報告 

【役員会・理事会からの報告】 

○平成 29 年 12 月 7 日(木) 県Ｐ理事会 坂巻会長参加予定 

「2017 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 

 

今年度もご協力、ありがとうございました。 

 

4. 会計から報告 

＜出金＞ 県 P 研究大会関連 

・会議参加交通費 

 ふれあいバス高速代(往復)        8,500 円 

 関東ブロック大会宿泊費        9,500 円 

 ＩＣレコーダー購入        10,458 円 

 慶弔費             10,000 円 

 

5. 市内一斉パトロールについて 

【期 日】 12 月 7 日(木) 19：30～ 

防犯協会から依頼があり、各単Ｐにて対応。 

7 日から 10 日までの間で対応協力をお願いします。 

 

6. 防災セミナーについて 

【期 日】 平成 30 年 2 月 3 日（土） 15：30～18：00 

【場 所】 美浜公民館 

【内 容】 浦安市危機管理監 河井繁樹様「浦安市の防災の現状について」 

            千葉県立市原八幡高校教諭 川上悟様「ワークショップ形式での実践的な防災体験」 

            ※各校 3 名程度の参加をお願い致します。 

 

7. 平成 29 年度浦安市Ｐ連 懇親会について 

 【期 日】 平成 30 年 2 月 16 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】 一人 6500 円 

※懇親会は、各校 5 名以上（教員含）のご出席をお願いいたします。 

 個別事情がある場合は事務局までご連絡ください。 

※平成 30 年 2 月 3 日（土）の第 5 回運営委員会にて、会費を集金いたします。  

※懇親会の申込書は,Gmail 宛に 1 月 15 日(月) までにご連絡下さい。 

（後日、メールにて申込書の案内を致します。期日厳守のご協力をお願いいたします。） 
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8. 平成 30 年度定期総会についてのお願い  

【期日】 平成 30年 5月 11日(金) 

【時間】 (リハーサル)１７：００～１８：００ 

        (総会)１８：３０～１９：３０ 

       (懇親会)１９：４５～２０：４０ 

【会場】 (総会)文化会館小ホール (懇親会) 場所調整中 

 

来年度の市Ｐ連定期総会の運営についてご協力をお願いします。 

役割分担等については改めてご連絡します。 

 

9. 各種委員会報告 

＊組織運営部 

11/10 おやじの会交流会 

市 P 連加盟校 5 校未加盟校 3 校、23 名集まり情報交換を実施 

11/17 「平成 29 年度優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰」堀江中 

千葉県から優良が 6 校選出、堀江中は地域活動が活発で健全育成を実施しており、その活動が評価された 

11/24 第 4 回社会教育委員会議 

 

＊広報企画部 

県 P 大会等、HP を更新 

2 月末に広報誌を発行予定 

 

＊交流推進部（体育） 

なし 

 

＊交流推進部（文化） 

なし 

 

＊地域渉外部 

10/20 安全で安心なまちづくり推進協議会 

11/6 浦安市地域自立支援協議会子ども部会 

11/10 公民館運営審議会 

11/13 青少年センター運営協議会 

11/18 浦安市国際交流協会理事会 

11/21 ふるさとづくり推進協議会 

11/24 社会教育委員会 

12/1 子ども子育て会議 
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10. 来年度の本部役員選出について 

会長指名にて「役員指名委員」を依頼。 

 

11. その他、報告・連絡 

 1/19(金)  中学部会（場所未定） 

二部制（17 時より テーマに沿った情報交換会、19 時より 懇親会件情報交換会） 

会議費支出についての審議 

中学部会については市 P 連としての活用ではなく、個別の活動とはならないか？（日の出小） 

→中学校区をリージョンと捉えて、広い意味で市 P 内の情報交換会となるが、 

 会議費の支出については要審議 

 

審議事項：中学部会のための会議費（会議室使用料）の支出について 

→賛成多数により、承認 

 

来年度の予算かが必要なのでは（堀江中） 

市 P として認定された部会についてサポートするなどの仕組みづくり規定改定が必要ではないか 

→本部で検討後に審議予定 

 

 来年度予算案について（坂巻会長） 

市からの補助金を増額 120 万→150 万で申請 

 

 市Ｐの公民館利用登録更新が１月です。運営委員会出席の皆様のお名前を名簿提出させていただきます。

ご理解、ご協力お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎次回運営委員会 平成３０年２月３日（土）18：30～20：30 美浜公民館 

 

 

 

 

 

【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 

 


