平成29年6月15日

６ 月
◇◇◇

福岡市ＰＴＡ協議会６月の役員会・理事会の報告

◇◇◇

第１回理事会 ６月８日（木）市庁舎議会棟 5０２会議室

１ 役員会、各連合会の活動報告（５月）
（１）役員会
開催日
２日（火）
１１日（木）
１１日（木）
１３日（土）
１６日（火）
１６日（火）
１９日（金）
２０日（土）
２５日（木）
２５日（木）
２６日（金）

場
所
会 議 ・ 活 動 名
発達教育センター 特別支援教育ＰＴＡ連合会定期総会
市Ｐ協事務局
定例役員会
福岡ビル９階ホール 理事会
天神スカイホテル 福岡市子ども会育成連合会定期総会
福岡国際会議場 役員研修会
西鉄グランドホテル 常置委員会委員総会
市役所15階会議室 29年度福岡市教育予算要望回答書に関する意見交換会
東京ガーデンパレス 日本ＰＴＡ全国協議会５月会議
中央市民センター 第46回福岡市ＰＴＡ協議会定期総会
ソラリア西鉄ホテル 歓送迎会
市Ｐ協事務局
臨時役員会

（２）各連合会
小
西

区

早良区

城南区

南

区

中央区

博多区

東

区

特別支援学校

５/２
５/12

学

校

５/22

区Ｐ連総会・歓送迎会
区Ｐ連小中合同ＰＴＡ役員・
委員研修会（西市民センター）
区Ｐ連小中合同ＰＴＡ役員反省会
第２回役員会
８月研究集会の打合せ
第１回会長会・懇親会
第２回担当副会長会

５/２

第１回理事会・総会・歓送迎会

５/15
５/18
５/19

南区小Ｐ連担当副会長会
南区ＰＴＡ研修講座リハーサル
南区ＰＴＡ研修講座
（南市民センター）

５/12
５/15
５/19

５/２ 中央区小学校ＰＴＡ連合会理事会
５/30 副会長会・担当副会長会
５/31 第１回役員会
５/12 博多区小学校ＰＴＡ連合会
総会・歓送迎会
５/16 研修講座打合せ（博多市民センター）
５/19 第１回担当副会長会（博多市民センター）
５/26 第１回役員会

中
５/12
５/12
５/12
５/17
５/18
５/23
５/12
５/18
５/19

学

校

区Ｐ連小中合同ＰＴＡ役員・
委員研修会（西市民センター）
西区中学校ＰＴＡ連合会総会・
歓送迎会
第１回担当副会長会
区Ｐ連総会・歓送迎会
第１回役員会
城南区中学校担当副会長会
城南区中学校ＰＴＡ連合会
研修講座打合せ
新旧役員会・年次総会・歓送迎会
南区小・中・特別支援学校ＰＴＡ
研修講座前日準備・打合せ
南区小・中・特別支援学校ＰＴＡ
研修講座
（南市民センター）
第１回担当副会長会

５/18

中央区ＰＴＡ研修講座

５/10
５/11
５/18
５/24

総会・歓送迎会
朝のあいさつ運動（東光中）
第１回担当副会長会
博多区中学校・特別支援学校
ＰＴＡ研修講座（さざんぴあ博多）

５/９ 東区中学校ＰＴＡ連合会
５/８ 東区小学校ＰＴＡ連合会役員会
定期総会・歓送迎会
５/16 会長・副会長会
５/12 「少年補導の日」街頭パトロール
５/31 研修講座事前打合せ（なみきスクエア）
５/23 東区中Ｐ連研修講座（なみきスクエア）
５/１
５/23

特Ｐ連理事会・歓送迎会準備
５/２ 特Ｐ連総会・歓送迎会
「障がい者ボウリング大会 福岡」実行委員会総会

２ 案内・お知らせ
〇 生涯学習課長あいさつ
〇 「キャリア教育フォーラム in Fukuoka」の開催について

３ 校長会より
（１）小学校
今、先生が不足しています。福岡市でも、講師の数が大幅に不足している状態が続いているので、教育委員会が
今後の対応を検討していくそうです。
５月の運動会は、晴天の恵まれた中順調に行われ、大きな事故もなく行われました。ご協力ありがとうございました。
（２）中学校
それぞれの学校で、体育大会へ向けての取組の中で、それぞれの青春ドラマが生まれたことだと思います。
そして、体育大会当日は昨年とは違い、青天のもと、無事大会を終えることができました。
また、閉会式やブロック解団式では、生徒たちは感動の涙を見せ、涙の数だけ成長したことと思います。
これからの学校生活に生かしていきたいと思います。
梅雨に入り、生徒たちの健康面が心配です。ぜひご家庭でもご用心をよろしくお願いします。
（３）特別支援学校
この時期、小中学校は体育会（運動会）が行われますが、特別支援学校は修学旅行や各学部の宿泊学習を実施して
います。どの学校も１年間に６回の宿泊を伴う行事があり、南区の屋形原特別支援学校は知的障がいと病弱の部門が
あるので、９回の宿泊を伴う学習があります。
全国的に知的障がい特別支援学校は、児童生徒の増加が著しい状況があります。本市でも同じ状況にあり、教室が
不足し、特別教室を教室として使うなどの対応をしてきました。特に、東福岡と生の松原はその増加が著しく、対応に
苦慮していました。念願だった増築の工事に入り、両校とも２学期から増築された校舎を使うことができます。
今後さらに児童生徒数が増加することは見込まれますが、これにより、両校の教室の不足は解消されます。

４ 各委員会より
（１）教育問題委員会
５/19 29年度福岡市教育予算要望回答書に関する意見交換会
６/22 委員会開催予定
（２）研修委員会
５/８ 役員研修会講師事前打合せ（まどかぴあ）
５/16 役員研修会開催（福岡国際会議場）
５/22 委員会開催
６/16 委員会開催予定
（３）広報委員会
５/22 委員会開催（ふよう126号編集会議）
５/29 委員会開催（
〃
）
６/６ 委員会開催（
〃
）
６/13 委員会開催
（４）課題対策特別委員会（役員から報告）
６/１ 委員会開催
６/19 委員会開催予定
（５）小学校ＰＴＡ代表者会
５/11 代表者会開催
６/８ 代表者会開催
（６）中学校ＰＴＡ・特Ｐ連代表者会
５/11 代表者会開催
６/８ 代表者会開催
（7）担当副会長代表者会
５/11 代表者会開催
５/16 市Ｐ協役員研修会受付業務、新旧担当副会長会代表者会開催
６/８ 代表者会開催
７/11 「早寝・早起き・朝ごはん」啓発講演会（市民会館）受付業務予定
８/５ 「Ｓtop・ザ・非行ふくおか」福岡市大会（なみきスクエア）受付業務予定
（８）選考委員会
５/25 定期総会にて平成29年度市Ｐ協役員・監査案の提案及び承認
（９）ホームページ
随時更新

５ 理事会協議事項
（１）５月会計報告
（２）「早寝・早起き・朝ごはん」啓発講演会の開催について
（3）第65回日本ＰＴＡ全国研究大会仙台大会第２次案内の送付について
（4）単位ＰＴＡ活動活性化推進事業について
（5）第12回「Ｓtop・ザ・非行ふくおか」福岡市大会について
（6）「個人情報保護法」の全面施行に伴う対応について
（7）平成29年度役員選考委員会発足に向けて

６ 後援依頼の承認
〇 薬物乱用防止キャンペーン ～やめよう乱用！正しく学ぼうくすりの知識～
〇 第8回 ＲＫＢお話アカデミー（お話コンクール＆朗読会）
〇 第18回「福岡市おやじサミット」in 百道

７ 案内・お知らせ（配布資料）
〇 第２回不登校セミナー
〇 平成29年度家庭教育支援事業「不登校に悩む保護者支援サポーター養成講座」
〇 第65回日本ＰＴＡ全国研究大会仙台大会（第２次案内）

☆ 今後の予定

７/６ （木） 福岡市ＰＴＡ協議会役員会 １８：００～ 市Ｐ協事務局 理事会 １９：００～ 福岡ビル９階第５ホール
７/11（火） 「早寝・早起き・朝ごはん」啓発講演会 （市民会館 １０：００開会）
８/５ （土） 第12回「Ｓtop・ザ・非行ふくおか」福岡市大会 （なみきスクエア １３：００開会）

