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会長 伊藤 英樹 浦安小 高橋 英仁 浦安中 
 

副会長 宝 新 南小 菅野 美乃里 堀江中 （事務局長 梅沢） 

書記 本間 智行 北部小 
 

見明川中 大田 紀子 

 
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 高橋 洋介 

 
樋口 美和 舞浜小 菅野 豪晃 入船中 田中 勝明 

 井上 太郎 東小 太田 俊宏 高洲中 田中 雅行 

広報企画部 田原 まつみ 日の出小 黒坂 知史  
 

交流推進部（体育） 對馬 さおり 高洲小 藤田 雅之 
  

交流推進部（文化） 矢野 景介 高洲北小 吉尾 太郎 
  

地域渉外部 
 

美浜南小 田中 祐樹 
  

事務局長 梅沢 里佳 入船小 
   

【プログラム】 

１） 開会の言葉 

２） 会長挨拶 

３） 公益社団法人浦安青年会議所より 

「第 31 回わんぱく相撲浦安場所」の後援依頼 

・資料に「浦安市立小中学校 PTA 連絡協議会」の名称掲載。 

・各加盟小学校へのチラシ・参加申込書配布。 

→拍手をもって承認されました。 

４） こどもがつくるまち＠うらやす 実行委員会より 

「2019 年度こどもがつくるまち＠うらやす」の後援依頼。 

→拍手をもって承認されました。 

５） 報告・連絡事項   

① ２０１９年度部会員決定の報告 

② 市Ｐ連だよりについて報告 

③ 県Ｐ関係の報告と連絡 

④ 各種委員会からの報告 

⑤ 各種部会からの報告 

⑥ 会計からの報告 

⑦ 会計監査について報告 

⑧ ２０１９年度定期総会・懇親会について連絡 

⑨ 広報セミナーのお知らせ 

６） 審議事項 

① ２０１９年度活動計画案・予算案について 

７） 情報交換タイム 

浦安市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会 

2019年4月6日（土）18：30～20：30 堀江公民館 

第6回 運営委員会 
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８） 生涯学習課より 

９） 閉会の言葉 

     ＜配付資料＞ 

     2019 年度定期総会式次第 ・学校長宛ての定期総会案内状 

     2018 年度決算報告書 

     2019 年度予算（案） 

     広報セミナーのお知らせ 

     こどもつくるまち＠うらやす実行委員会より後援の依頼 

     公益社団法人浦安青年会議所よりわんぱく相撲のご案内 

 

 

 

＜報告・連絡事項＞ 

① ２０１９年度部会員決定について報告 

      ４月６日（土）１７時～部会員決めを行いました。部会員は以下のように決まりました。 

※各部の部長は市Ｐ連副会長を兼任します。 

【組織運営部】 ６名 

 

 

 

 

 

【広報企画部】 ３名 

役職 氏名 単Ｐ名・役職 

部長(副会長) 竹中 真一郎 高洲中 

 小野 志穂 入船小 

 中島 元気 北部小 

【交流推進部（体育）】 ３名 

役職 氏名 単Ｐ名・役職 

部長(副会長) 對馬 さおり 浦安中 

 元廣 なおみ 東小 

 村上 靖代 堀江中 

役職 氏名 単Ｐ名・役職 

会長 高橋 洋介 美浜中 

副会長（部長） 大田 紀子 見明川中 

書記 永利 昭子 富岡小 

書記 正木 丈也 富岡中 

会計 田中 裕樹 美浜南小 

会計 岡城 香 日の出小 

事務局長（千葉県 P） 永利 昭子 富岡小 

 

【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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【交流推進部（文化）】 ４名 

役職 氏名 単Ｐ名・役職 

部長(副会長) 矢野 景介 浦安小 

 酒井 広樹 見明川小 

 永井 康弘 高洲小 

 吉尾 太郎 高洲北小 

【地域渉外部】 ３名 

役職 氏名 単Ｐ名・役職 

部長(副会長) 後条 昌秀 浦安南小 

 菅野 豪晃 舞浜小 

 筒井 秀明 入船中 

 

②「市Ｐ連だより」について報告 

      ３月８日に発行いたしました。 

女子ソフト優勝校のコメント掲載がなく、申し訳ございませんでした。 

「市 P 連だより」は加盟校・未加盟校それぞれに配布させていただきました。 

（未加盟校に配った理由として、加盟校の活動を知いただき加盟を促すのが今回の目的です。） 

 

③県Ｐ関係の報告と連絡 

（１） 県Ｐからの報告 

・２月７日（木）  理事会・事務局長会議 

葛南地区での研究大会が２０２１年、２０２６年に開催されます。 

２０２６年の研究大会は浦安市が会場となる予定です。 

 

（２） １１月３０日(土)県Ｐ研究大会安房大会、分科会募集について 

◆第１分科会(組織・運営） 

◆第２分科会（学校教育） 

◆第３分科会（地域活動・安全対策） 

◆第４分科会（家庭教育・健康管理） 

◆第５分科会（広報・IT 活用） 

         ※２０１９年は浦安市 P 連の小学校 PTA から第１，３，４，５のいずれか一つで発表を募集します。 

 

（３） 県Ｐ個人表彰者（活動功労表彰者）について 

    伊藤 英樹 
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（４） 千葉県ＰＴＡ広報紙コンクールについて 

【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】  

     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。 

     発行期間・・・２０１８年４月～２０１９年３月までに２回以上発行した作品とする。 

      ※詳細は HP にて案内する予定です。 

今年度は １０ 校の参加がありました。 

選定の結果、浦安小学校、見明川中学校の２校の広報紙を当市Ｐ連より出品します。 

 

④各種委員会の報告 

担当校の皆様には「各種委員会活動報告書」のご提出いただきました。ありがとうございます。 

 

⑤各種部会からの報告 

＊組織運営部 

 

 

＊広報企画部 

  未加盟校を含む市立小中学校へ「市 P 連だより」を配布しました。 

 

＊交流推進部（体育） 

 

 

＊交流推進部（文化） 

 

 

＊地域渉外部 

 

 

⑥会計からの報告 

 

 

⑦会計監査について 

２０１９年４月６日(土)１７：００より実施いたしました。   
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⑧２０１９年度定期総会・懇親会について 

【期   日】  ２０１９年５月１０日(金) 

【時   間】  （リハ）１７：００～ (総会)１８：３０～１９：３０ (懇親会)１９：４５～２０：４０   受付１８：００より 

【会   場】  (総会)文化会館小ホール (懇親会)文化会館 3 階大会議室 

【参加人数】  (総会)各単Ｐ８名(校長先生を除く) (懇親会)各単Ｐ５名以上(先生含む) 

【懇親会費】  一人１，０００円 

※「懇親会費」は第６回運営委員会（４月６日）にて集金 

 

総会当日の受付について 

＊ 総会受付は １８：００ 開始です。 

＊ 受付で総会資料をお渡しします。受け取りましたら中身のご確認をお願いします。 

（総会資料は単位ＰＴＡ毎に封筒に入れお渡しします） 

 

＊＊＊ 総会・懇親会での担当について お願い ＊＊＊ 

別紙の総会、懇親会の次第をご覧ください。 

議長団の（入船小）学校様、（入船中）学校様と書記の（高洲北小）学校様、（高洲中）学校様と 

議事録署名人の（北部小）学校様、（浦安中）学校様には担当を１名選出お願いいたします。 

ご了承・ご承認をくださいますようお願いいたします。 

ご担当が決まりましたら、Gmail までご連絡ください。 

ご担当になられた方はリハーサルへのご参加お願いします。 

リハーサル参加の方の集合時間は １７：００ となります。 

その他、総会での誘導係５名と懇親会の準備係４名を 2019 年度の部会員（部長を除く）にお願いいたします。 

  総会誘導係（４名）・・・・・広報企画部 ２名、 交流推進部（体育） ２名 

懇親会準備係（５名）・・・交流推進部（文化） ３名、 地域渉外部 ２名 

受付準備係（４名）・・・・・組織運営部（４名） 

 

２０１９年度の部会員の方の集合時間は １７：３０ となります。 

      各単Ｐで部会員の方へのご連絡をお願いいたします。 
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⑨広報セミナーについて 

【期   日】  ２０１９年５月１１日（土） 

【時   間】  （受付）１５：００～ （セミナー）１５：３０～１７：３０ 

【会   場】  富岡公民館  

【内   容】  「広報誌の作り方」（講座＆ワークショップ） 

【持 ち 物】  単 P の広報誌、筆記用具（マッキ―やポスカがあればご持参ください） 

 

※４月２４日(水)まで「参加人数」「学校名」を市 P 連アドレス(urayasushipta@gmail.com)までお知らせください。 

※件名に【広報セミナー】〇〇学校 と入れてください。 

※会場の都合上、各単 P３名程度の参加をお願いします。（参加者氏名は不要です。） 

 

＜審議事項＞ 

① ２０１９年度活動計画案・予算案について 

別紙参照 
 

 

１年間、ご協力ありがとうございました。 


