平成30年度

各務原市PTA連合会

事業計画（案）

（会場はすべて中央図書館４Ｆの教育センター「すてっぷ」です。原則：代議員会・専門委員会＝研修室２
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24(火) 常置委員会1
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円卓会議室

7(土) 14:30～
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学年学級委員会

研修室２

執行部会＝円卓会議室
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校外生活委員会
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会
広報委員会

研修委員会

17(火) 9:00～ 研修室２ 円卓 18(水) 9:３0～ 研修室２ 円卓 19(木) 9:00～ ホール 研修室２ 円卓 20(金 ) 9:３0～ 研修室２ 円卓

･本年度の活動方針と重点･事業計画

･本年度の活動方針と重点･事業計画

◇学年学級委員会の仕事

◇校外生活委員会の仕事

◇広報紙づくり研修会

◇様々な研修会紹介

県Ｐ連役員合同懇親会

･市P連定期大会について

･市P連定期大会について

･組織と方針等の確認

･組織と方針等の確認

･組織と方針等の確認

･組織と方針等の確認

･対市要望について

･対市要望について

･計画と当初活動の交流

･計画と当初活動の交流

･計画と当初活動の交流

･計画と当初活動の交流

9(水) ◇市民会館との打合せ

役員理事会1

17(木) 研究委嘱校ＰＴＡ会議

12(土) 13:00～

円卓会議室

12(土) 14:30～

･市Ｐ連定期大会の運営について

･市Ｐ連定期大会の運営について

25(金) 定期大会準備リハーサル

･表彰者認定

･対市要望について

26(土) 市Ｐ連定期大会
（各務原市民会館）

･対市要望について

･東陸Ｐ研究大会の参加の仕方

･東陸Ｐ研究大会の参加の仕方

9(土) 13:00～ 円卓会議室
県ＰＴＡ定期大会
6(水) 県ＰＴＡ定期大会 [128名]
（長良川国際会議場）
（長良川国際会議場）
･市Ｐ連定期大会の振返り
･市Ｐ連研究大会の持ち方について
･対市要望について
･各種大会参加について
(

) 第1回岐阜地区連絡協議会
＆岐阜地区懇談会

7

7(土) 13:00～

円卓会議室

･市P連研究大会の実施について
･対市要望について
･東陸Ｐ研究大会参加について

24(金) 日Ｐ全国研究大会
～25(土)

24(金) 日Ｐ全国研究大会

（新潟大会）

～25(土)

･活動交流
9(土) 14:30～ 研修室２
･市Ｐ連定期大会の振返り
･市Ｐ連研究大会の持ち方について
･対市要望について
･各種大会参加について
･活動交流
7(土) 14:30～ 研修室２
･市P連研究大会の実施について
･対市要望について
･東陸Ｐ研究大会参加について
･活動交流

[２名]
（新潟大会）
1(土) 13:00～

円卓会議室

･対市要望について
27(木) 常置委員会3

〃

研修室２・ホール

10(木) ◇シルバー人材センターとの打合せ

6
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評議員会1・母親委員会1
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〃

10(火) 常置委員会2

5

執

務

･次年度市Ｐ連会長の選出について

評議員会2

･東陸Ｐ研究大会参加について

1１(火) 9:30～ 研修室２ 円卓 1２(水) 9:30～ 研修室２ 円卓 1３(木 ) 9:30～ 研修室２ 円卓 １４(金) 9:30～ 研修室２ 円卓
1(土) 14:30～ 研修室２
･対市要望について
･活動交流と研修
･活動交流と研修
･活動交流と研修
･活動交流と研修
･次年度市Ｐ連会長の選出について
（小グループでの交流）
（小グループでの交流）
（小グループでの交流）
（小グループでの交流）
･東陸Ｐ研究大会参加について
･活動交流

19(金) 東陸ブＰ研究大会
19(金) 東陸ブＰ研究大会 （３０名）
（愛知県刈谷大会） ～20(土)
（愛知県刈谷大会）
～20(土)
27(土) 県ＰTA研究大会
（可児市

可茂地区大会）

27(土) 県ＰTA研究大会 (８０名)
（可児市 可茂地区大会）
10(土) 13:00～ 円卓会議室
･県P研究大会の振返り
･市Ｐ連研究大会の運営について
･次年度市Ｐ連会長の選出について

11

･次年度定期大会の講演者候補について

13(火) ◇市民会館との打合せ

12

14(木) ◇シルバー人材センターとの打合せ

8(土) 13:00～ 円卓会議室
･対市要望の回答について
･研究大会運営の最終確認
･次年度の計画づくりに向けて

10(土) 14:30～ 研修室２
･県P研究大会の振返り
･市Ｐ連研究大会の運営について
･次年度市Ｐ連会長の選出について
･講演者について ・活動交流

8(土) 14:30～ ホール・研修室２
･研究大会全体発表のプレ発表（蘇
一）
･対市要望の回答について
･研究大会運営の最終確認
･次年度の計画づくりに向けて
･活動交流

18(火) 9:30～ ホール・研修室２

19(水) 9:30～ ホール・研修室２

･研究大会の打ち合わせ

･研究大会の打ち合わせ

･プレ発表（緑陽）

･プレ発表（鵜一）

･活動交流

･活動交流

29(火) 9:30～ 研修室２ 円卓 30(水) 9:30～ 研修室２ 円卓 2２(火) 9:30～ 研修室２ 円卓 2３(水) 9:30～ 研修室２ 円卓

1

2５(金) 研究大会準備リハーサル

･研究大会の反省

･研究大会の反省

2６(土) 市Ｐ連研究大会

･活動交流と振返り

･活動交流と振返り

･活動交流と振返り

･活動交流と振返り

（各務原市民会館）
1(金) 常置委員会4
2

〃

2(土) 13:00～

評議員会3

７(木) 郡市Ｐ担当者会2

2(土) 14:30～

)

第2回岐阜地区連絡協議会
＆岐阜地区懇談会

2(土) 13:00～現･執行部会

研修室２

･本年度の振返りと来年度に向けて

･成果と課題の確認
(

3

円卓会議室

･本年度の振返りと来年度に向けて

･成果と課題の確認
円卓会議室

9(土) 13:00～現･代議員会

14:30～新現･合同執行部会 円卓会議室

※終了後、執行部引継ぎ会

研修室２

14:30～新・現合同代議員会

15:30～新代議員会

研修室１

研修室１

・執行部会は１３：００～１４：３０（会長・副会長（司会）は１２：３０集合） ・代議員会は１４：３０～１６：４５
（※３月のみ、引き継ぎ事務があるので代議員会は１３時からに変更。）

・各専門委員会は９：３０～１１：３０頃まで（４月の広報のみ広報作りの研修のため９：００～です）
※執行部会・代議員会・各専門委員会の開催案内の文書は変更時以外は作成しませんので、HPやこの事業計画に基づいてご出席願います。

