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【出席者】 

会長 伊藤 英樹 浦安小 山田 千代 浦安中 石橋 智之 

副会長 宝 新 南小 菅野 美乃里 堀江中 木村 順子 

書記 本間 智行 北部小 川口 賢一郎 見明川中  

 野村 真一郎 見明川小 (会計 井上) 富岡中 澤村 久 

会計 藤塚 敬子 富岡小 正木 丈也 美浜中 鶴巻 健三 

 樋口 美和 東小 太田 俊宏 入船中 田中 勝明 

 井上 太郎 日の出小 黒坂 知史 高洲中  

広報企画部 田原 まつみ 高洲小 橋爪 雄輔   

交流推進部（体育） 對馬 さおり 高洲北小 吉尾 太郎   

交流推進部（文化） 矢野 景介 美浜南小 高橋 洋介   

地域渉外部 岡本 久美子 入船小 三ケ島 巧   

事務局長 梅沢 里佳     
      

 

【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研究大会鎌ヶ谷大会について 

④ 県Ｐ関係の報告 

⑤ 平成 30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 各種部会からの報告 

⑪ 各種活動参加報告 

⑫ その他、報告・連絡 

４）情報交換タイム 

５）生涯学習課より 

６）閉会の言葉 

 

浦安市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会 

2018年10月6日（土）18：30～20：30 堀江公民館 
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【配布資料】 

第 3回運営委員会配布資料（各１） 

  千葉県ＰＴＡ研究大会鎌ヶ谷大会 開催要項？ 

ちばっ子応援だより 

2019年度教育予算拡充等を求める要請書 

署名行動への協力要請について 

2018年度県教育予算の概要 

＜報告事項＞ 

① スポーツ大会実行委員からの報告  

 ◎市Ｐ連スポーツ大会 

9月 17日（月・祝） 浦安市運動公園体育館他会場にて開催。 

【結果】 

ソフトボール男子 

優勝：高洲北小 B   準優勝：高洲中  3位：高洲北小 A、美浜南小 

ソフトボール女子 

優勝：堀江中     準優勝：南小  3位：高洲中・高洲北小合同、北部小 

トリムバレー女子  

優勝：浦安中   準優勝：南小 A  3位：入船小・入船中Ｂ合同、富岡中 

トリムバレー混合 

優勝：南小  準優勝：東小  3位：富岡中、高洲北小 

 

② 「スポーツフェア」について 

【スポーツフェア 2017お手伝い 当日のご案内】 

○期 日 ： 10月 7日（日）        ○場 所 ： 浦安市運動公園 野球場 

○担 当 ： 各担当校 2～3名参加   ○内 容 ： チャレンジゲーム（ディスクゲッター担当） 

   ※当日、参加していただいた担当校の方には、午前・午後ともにお弁当が支給されます。 

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：野球場付近 Dブロック案内テント 

 実施時間：午前の部 9：40集合 10：50受付 11：00開始 【終了予定 13:00】 

午後の部 13：00集合 13：50受付 14：00開始 【終了予定 16:00】 

      ※悪天時の開催については、7：00に市 P連のホームページに掲載しますのでご確認ください。 
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③ 県Ｐ研究大会鎌ヶ谷大会について 

【期 日】 平成 30年 12月 1日（土） 

【会 場】 きらり鎌ヶ谷市民会館他 

【当日集合時間】 午前 7時 30分 浦安市役所総合立体駐車場前ロータリー 

 (帰りのバスは 16：30出発予定)  

       ※時間等が変更になった場合は各運営委員にメールにて連絡します。 

＜大会スローガン＞ 

『  挑 戦  』 

～ 人生意気に感ず ～ 

※ 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 30年 9月 6日(木) 県 P第 2回理事会 

   ○平成 30年 11月 21日(水)  日本 PＴＡ創立７０周年記念式典 

          昨年度の市Ｐ連会長 坂巻直樹氏が、特別表彰（個人）を受賞されます。 

 

⑤ 平成 30年度浦安市Ｐ連 懇親会について 

  【期 日】 平成 31年 2月 22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 

  ＊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 31年 2月 2日（土） 15：30～18：00 

 【場 所】 堀江公民館 

 ＊詳細は後日ご連絡致します。 

 

⑦ 会計からの報告 

【支 出】 

1) 日 P全国研究大会関連費用 

2) 県 P研究大会参加費用 

3) 市 P連 HPレンタルサーバー代金 

4) スポーツ大会運営関連費用 
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⑧ 次年度スケジュール 

平成 30年度市 P連第６回運営委員会は、平成 31年 4月 6日(土)に開催いたします。 

当日は、17:00より次年度の部役員・運営委員の顔合わせを実施する予定です。 

平成 31年度市 P連定期総会・懇親会は、平成 31年 5月 10（金） 文化会館にて開催いたします。 

詳細は後日ご連絡いたします。 

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連から市に要請して実現したこと) 

  放送期間 平成 30年 11月 1日から平成 31年 2月 28日まで 

  放送時間 午後 4時 30分 
 

⑩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 

 

  ⑪その他、報告・連携 

○中学部会：日程未定 (担当美浜中) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎次回運営委員会 平成 30年 12月 8日（土）18：30～20：30 堀江公民館 

 


