平成30年12月12日

１２ 月
◇◇◇

福岡市ＰＴＡ協議会1２月の役員会・理事会の報告
第７回理事会

◇◇◇

12月6日（木）福岡ビル９階第５ホール

１ 役員会、各連合会の活動報告（11月）
（１）役員会
開催日
８日（木）
８日（木）
１４日（水）
１５日（木）
２１日（水）
２８日（水）

場
所
市Ｐ協事務局

会 議 ・ 活 動 名
市Ｐ協役員会
市庁舎議会棟会議室 市Ｐ協理事会
博多高等学園
理事対象特別支援学校見学会
福岡市民会館
特別支援教育啓発研修会
東 京
日本ＰＴＡ全国協議会創立７０周年記念式典・講演・表彰式
市Ｐ協事務局
市Ｐ協臨時役員会

（２）各連合会
小

学

校

中

学

校

11/22
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早良区

城南区

南

区

中央区

博多区

東

区

特別支援学校

２

西区小学校単位ＰＴＡ役員対抗レク
11/９ 区連第２回役員会（姪浜中）
リエーション ソフトバレーボール
11/30 第５回担当副会長定例会
大会・交流会（姪北小）
11/２ 第６回担当副会長会
11/19 第６回役員会（早良小）
11/14 早良区中学校担当副会長研修会
11/22 会長・担当副会長合同会議・懇親会 11/21 早良区中学校第３回会長会
11/26 早良区中学校拡大委員会打合せ
11/15 特別支援教育啓発研修会参加
11/28 屋形原特別支援学校見学・交流会
11/20 第４回担当副会長会
11/28 屋形原特別支援学校見学会
11/21 第２回副会長会（老司中）
11/12 担当副会長会
11/22 南区中学校ＰＴＡ連合会役員会
11/30 スポーツ交流会
定例会・交流会
11/21
11/27
11/27

第３回会長会
福岡中央特別支援学校見学会
第４回担当副会長会

11/15
11/16

特別支援教育啓発研修会参加
博多区小学校ＰＴＡ連合会交流
懇話会・ 広報紙コンクール

11/14
11/16
11/22
11/２
11/３
11/８
11/15
席）
11/26

11/20

中央区中学校ＰＴＡ連合会役員
交流会
11/27 中央区小中合同中央特別支援学校
見学会
11/８ 朝のあいさつ運動（那珂中）
11/27 博多区役員研修会・交流会

11/９ 「少年補導の日」街頭パトロール
（香椎地区）
役員会（照葉小）
11/13 東福岡特別支援学校見学会
担当副会長会（なみきスクエア）
11/16 東区中学校ＰＴＡ連合会役員会
代議員研修会（なみきスクエア）
（箱崎清松中）
11/20 東区中学校ＰＴＡ連合会担当
副会長会 三役交流会
福岡市福祉のまちづくり推進大会（会長出席）
福岡市教育委員会表彰式（会長出席）
特Ｐ連役員会
11/14 博多高等学園見学
特別支援教育啓発研修会
11/16 福岡市学校保健大会（会長出
学校の人権教育推進に係る意見交流会

11/29

特Ｐ連保護者研修会

案内・お知らせ
○給食公社出前講座資料について
○中学校標準服について
○ＰＴＡ保障制度について

（給食公社 広報・食育推進課）
（生徒指導課・標準服検討委員会）
（コーリン）

３

校長会より

①【

小学校 】
自然教室、修学旅行もしっかりと取り組むことができ、今学期の大きな行事を無事に終えることが
できました。ＰＴＡの方のご支援、ありがとうございました。
さて、今年度の区音楽会は、市民会館が使えず、７区それぞれの実状に応じ、利用可能な会場で行
うことになりました。学校数の多い区は、午前と午後に分けるなどの工夫をして行います。保護者の
方は参加できませんが、出場する学年の子どもたちは一生懸命練習をしています。ご協力をお願いい
たします。
このところ、インフルエンザが流行っており、寒暖の差が多く、免疫力も低下し、学級閉鎖も出て
います。今後、インフルエンザが広がっていかないように、うがい手洗いをしっかりと行い、睡眠時
間を取り食事で栄養をつけていきたいと思います。また、家庭内での感染が広がっている傾向があり
ます。お気をつけください。
それでは、よいお年をお迎えください。
②【 中学校 】
最近、引ったくり事件や火事が発生していることを報道で耳にしますので、十分に注意されてくだ
さい。学期末になり、各学校とも３年生の進路決定に向けての取り組みがなされているところです。
１、２年生の部活動に入っている生徒は、冬休みにかけて、いくつかの種目で新人戦が開催されます。
応援の方、よろしくお願いいたします。
③【 特別支援学校 】
１１月１５日の特別支援教育啓発研修ではたくさんの方に参加いただきました。ご参加いただいた
皆様、準備に携わって頂いた皆様、どうもありがとうございました。
さて、１２月に入り特別支援学校では、個人懇談会を多くの学校で実施しています。２学期の学習
を振り返り、３学期の取組について保護者と担任と確かめ合うようになっています。２２日より冬休
みに入り、クリスマス、お正月と楽しいイベントが待っています。インフルエンザなどに注意して、
元気に過ごしてくれることを願っています。
新年もよろしくお願いいたします。

４

各委員会より

①
②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑧

５

教育問題委員会
12/３ 委員会開催
研修委員会
11/２ 委員会開催
11/19 委員会開催
11/30 委員会開催（国際会議場見学・打合せ）
12/７ 委員会開催
12/13 ＰＴＡ啓発研修大会開催予定
広報委員会
11/６ 委員会開催
11/14 特別支援学校見学会取材
11/15 特別支援教育啓発研修会取材
11/28 委員会開催
12/13 ＰＴＡ啓発研修大会取材予定
課題対策特別委員会
11/５ 委員会開催
11/15 委員会開催
12/３ 委員会開催
12/11 委員会開催予定
小学校ＰＴＡ代表者会
11/８ 代表者会開催
12/６ 代表者会開催
中学校ＰＴＡ・特Ｐ連代表者会
11/８ 代表者会開催
12/６ 代表者会開催
担当副会長代表者会
11/15 特別支援教育啓発研修会受付業務
11/26 代表者会開催
12/６ 代表者会開催
12/13 ＰＴＡ啓発研修大会受付業務（予定）
ホームページ
随時更新

理事会協議事項

（１）１１月会計報告
（２）ＰＴＡ啓発研修大会について
（３）knowメディア・チャレンジ！アンケートについて
（４）７０周年記念事業に関する進捗状況について
（５）特別支援啓発研修大会の報告

６

案内・お知らせ
○「第５回不登校セミナー」のチラシ配布
○「アンビシャス通信」のチラシ配布

☆

今後の市Ｐ協主催事業の予定
１２月１３日（木） ＰＴＡ啓発研修大会
10:00 福岡国際会議場３階メインホール
１ 月１０日（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
２ 月 ７日（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
２ 月 ９日（土） 会長・担当副会長合同研修会
市役所15階講堂
２ 月２３日（土） 創立７０周年記念式典並びに各種受賞表彰合同祝賀会
（西鉄グランドホテル）

