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【日時・場所】 

■日時：2017 年8 月26 日（土）18：30～20：30 

■場所：美浜公民館 

【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 福田明 見明川中 小川恵美 

 野間愛一郎 見明川小 毛利眞一 富岡中 和田由美 

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 田口雅行 

交流推進部（体育） 欠席 入船小 加藤心   

交流推進部（文化） 増田高明 日の出小 房勇   

地域渉外部 宝新 高洲小 樋口義広   

  高洲北小 影山純二   

  美浜南小 高橋洋介   

 

【連絡および報告事項】 

1) 青少年課飯塚様より連絡 

 ・うらっこ広場の活用についてのお願いおよびパンフレット配布 

 ・平成27 年10 月24 日ope、開設後2 年目、13 未満対象の施設 H28 年実績 88 人/日, H29 年113 人/日 

  コメント・意見 

美浜南（高橋様） 

・施設目標を教えて欲しい → 100 人/日が目標としている 

  ・同様の施設について今後設立予定はあるか？ → 用地確保の問題もあり当面はない 

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 議事録 



- 2 - 

 

2) 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 ― 

    

大会実施予定日が変更となり、参加者の方にはスケジュール調整等ご迷惑をおかけしますが、 

ご協力をお願い致します。（会長：坂巻） 

 

③ 県Ｐ連関連の報告 

1）【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） 
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2）【県P 研究大会 長生・茂原大会】 

  【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 ～ 

 

※ 当日の詳細は後日連絡 (参加者：18 名) 

3）【千葉県PTA 連絡協議会 平成２９年度事業実施】 

  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。応募基準など詳細は、後日連絡。 

 

4)【平成29 年度「私の思い」～中学生の主張～千葉県大会観覧ご案内】  

  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、直接申込 

 

   ＞締め切り短いですがご協力をお願いします。（会長：坂巻） 

 

5)【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） 
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 ・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） 

 

 ＞花火大会および盆踊り大会のパトロールのご協力有り難うございました（会長：坂巻） 

 

④ 第65 回日本ＰＴＡ全国研究大会仙台大会 

 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。 

 千葉県Ｐ会長として、大田副会長が出席。 

 

＜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～ 

 

  日P 研究大会仙台大会の詳細報告についてはホームページに掲載予定（会長：坂巻） 

 

⑤ 関東ブロックＰＴA 研究大会群馬大会 

【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～ 

 

  坂巻会長が参加予定 

 



- 5 - 

 

⑥ AED 講習会 

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

【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 会計からの報告 

＊浦安市より補助金1,200,000 円の入金。 

＊日P 県P 会費（日P 10 円 県P 26 円）＝36 円/世帯 

   9,420 世帯分  339,120 円 (７月1２日に振込完了) 

＊県Ｐ研究大会参加費 3,000 円×18 名分＝ 54,000 円 (8 月7 日振込完了) 

 

⑧ 各部会からの報告 

(1)組織運営部 

   2018 年2 月16 日（金）にPTA 懇親会を実施する予定。ブライトンホテルで実施 

   PTA 役員および先生が参加し、各校の紹介やリレーションを深める目的の会 

 

(2)広報企画部 

AED セミナー 

 ホームページに当日の様子を掲載している。 

 掲載画像は各単P 広報でPTA 活動の様子として再利用可能なので各位ダウンロードし活用頂きたい。 

 画像希望者で自校が見当たらない方はメールにて相談・問い合わせのこと。 

 

(3)交流推進部（体育） なし 

(4)交流推進部（文化） なし 

(5)地域渉外部     なし 
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3) 情報交換 

 美浜南小（高橋） 

 おやじの会で”学校に泊まろう”というイベントを実施する際、学校側の了承を得られず困っている 

 髙州北小で学校に泊まろうというイベント300 人参加 

 東野小でも同様のイベントを実施している 

 

 入船小：今年から実施 

  担当の先生の考えによる、他校の事例や目的などを提示するのが良い 

 舞浜小：災害時を想定して全員で泊まるという目的 

    （AED 講習や消防と連携しての講習、食糧倉庫や備品の利用方法などの講習、防災をメインで実施する） 

     防災キャンプを目的として実施や地域連携の目的も良いと思われる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

【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 


