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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 （交流推進部体育より） 

   ・市Ｐ連スポーツ大会について 

② スポーツフェアについて 

③ 県 P連関連報告 

④ 日 P全国研究大会仙台大会について 

⑤ 関東ブロック PTA研究大会群馬大会について 

⑥ ＡＥＤ講習会の開催について 

⑦ 会計より報告 

⑧ 各部会からの報告 

 

４）情報交換タイム 

５）生涯学習課より 

６）青少年課より 

７）閉会の言葉 

 

 

【配付資料】 

第２回運営委員会資料（各１） 

県Ｐより―中学生の主張千葉県大会の案内 

うらっこ広場 

 

 

 

◎次回運営委員会 平成 29年 10月 7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 

2017年8月26日 18：30～20：30 美浜公民館 

第２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 
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＜報告事項＞ 

① スポーツ大会実行委員会からの報告 

◎市 P 連スポーツ大会について 
 

○9月 18日(月・祝)     

会場：【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、今川球場、見明川中学校、美浜中学校 

主催：浦安市 P連／後援：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／共催（女子ソフトボール）：郵便局長会浦安部会 

 

第１回 実行委員会          ６月１７日(土) １８：００～ 堀江公民館 

第２回 実行委員会          ７月 ８日(土) １８：００～ 堀江公民館 

トリムバレー審判講習会        ８月 ５日(土) １７：３０～ 高洲中学校 

ＡＥＤ講習会             ８月１９日(土) １５：３０～ 堀江公民館 

第３回 実行委員会・キャプテン会議  ８月１９日(土) １８：００～ 堀江公民館 

第４回 実行委員会          ９月１０日(日) １８：００～ 文化会館中会議室３階 

第５回 実行委員会（反省会）     ９月３０日(土) １８：００～ 堀江公民館 
 

② 浦安スポーツフェア 

○期 日 ： 10月８日（日） ○場 所 ： 浦安市運動公園 

○担 当 ： 担当校各単Ｐ各 2名参加 ○内 容 ： ディスクゲッター実施 

 

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 ― 

    

③ 県Ｐ連関連の報告 

【県 P 連関連活動報告】 

○6/29(木)  理事・事務局長合同会議 （坂巻会長、對馬書記） 
 

【県 P 研究大会 長生・茂原大会について】 

【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 ～ 

 

※ 当日の詳細は後日、ご連絡いたします。(参加者：18名) 
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【千葉県 PTA 連絡協議会 平成２９年度事業実施について】 

千葉県 PTA 広報紙コンクール 

▶趣 旨：PTA広報活動の活発化を促進し、広報紙の充実向上を目指す。 

▶主 催：千葉県 PTA連絡協議会（広報委員会担当） 

▶応 募 要 項： 

（１） 作品規格・・・会員により編集した広報紙であり、規格は特定しない。 

（２） 発行期間・・・平成 29年 4月～平成 30年 3月までに 2回以上発行した作品とする。各 2部を提出する。 

▶市Ｐ連応募締切：平成 30年 3月上旬の予定 

▶そ の 他：提出時に出品票の貼付が必要となります。応募基準など詳細は、後日改めてお知らせします。 

 

 

【平成 29 年度「私の思い」～中学生の主張～千葉県大会観覧のご案内】  

○日時：平成 29年 9月 16日(土)  13時から 16時 30分 

○会場：千葉市文化センター 3階 アートホール 

    （住所：千葉市中央区中央 2－5－1  TEL：043-224-8211） 

○締切り：９月７日(木)  ※添付申込書より、直接お申込みください。 

 

 

【各種委員会参加報告】 

・6/30 浦安市こどもの広場運営懇談会(坂巻会長) 

・7/4 青少年センター運営協議会（石橋さん） 

・7/10 浦安市地域自立支援協議会こども部会(鎌田会計) 

・7/14 子ども・子育て会議委員会(田原副会長) 

・7/15 国際交流協会(UIFA)理事会（宝副会長） 

・7/29 浦安市花火大会（坂巻会長・大田副会長） 

・8/4-6 ふるさとづくり推進協議会秋田県大潟村交流事業（大田副会長） 

・8/14-15 浦安市盆踊り大会（坂巻会長） 

・8/25-26 日 P研究大会仙台大会（坂巻会長・大田副会長） 

 

④ 第 65 回日本ＰＴＡ全国研究大会仙台大会について 

平成 29年 8月 25日(金)～26日(土)、第 65回日本ＰＴＡ全国研究大会仙台大会が開催されました。 

千葉県Ｐ会長として、大田副会長が出席いたしました。 

 

＜大会スローガン＞ 

つながろうＰＴＡ！子どもたちの輝く未来のために 

～杜の都発！みちのくの今を伝えたい 感謝の思いと確かな歩みとともに～ 
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⑤ 関東ブロックＰＴA 研究大会群馬大会について  

【期 日】 平成 28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～ 

 

⑥ AED 講習会について 

8月 19日（土）15：30～18:00 堀江公民館 大集会室にて開催されました。 

【講師】 日本赤十字社 千葉県支部 救急法指導員 

【対象】 スポーツ大会参加者を中心 

 

⑦ 会計より報告 

＊浦安市より補助金 1,200,000円の入金がありました。 

＊日 P県 P会費（日 P 10円 県 P 26円）＝36円 

   9,420世帯分  339,120円  ７月 1２日に振込いたしました。 

＊県Ｐ研究大会参加費 3,000円×18名分＝ 54,000円  8月 7日振込いたしました。 

     

⑧ 各部会からの報告 

＊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 

 

 

 

 

 

◎次回運営委員会 平成 29年 10月 7日(土)18：30～20：30 美浜公民館 


