
９（火） 郡市Ｐ担当者会１（瑞穂市総Ｃ） 13（土） 13:00～ 　円卓会議室 13（土） 14:30～　研修室２ １６（火） 9:30～　研修室２　円卓 １７（水） 9:３0～　研修室２　円卓 １８（木） 9:０0～　研修室２　円卓 １９（金） 9:３0～　研修室２　円卓

２３（火） 常置委員会1（瑞穂市総Ｃ） ･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

２３（火） 評議員会1（瑞穂市総Ｃ） ･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

県Ｐ連新旧懇親会（岐阜キャッスルイン） ･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

･市Ｐ広報紙コンクールについて ･市Ｐ広報紙コンクール審査

９（木） 常置委員会2（瑞穂市総Ｃ） ８（水） ◇市民会館との打合せ １１（土） 13:00～ 　円卓会議室 １１（土） 14:30～　研修室２

９（木） 役員理事会1（瑞穂市総Ｃ） １０（金） ◇シルバー人材センターとの打合せ ･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

２４（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

２５（土） 市Ｐ連定期大会 ･対市要望について ･活動交流

（各務原市民会館・文化ホール）

１３（木） 県ＰＴＡ定期大会　 １３（木） 県ＰＴＡ定期大会　（　　　名） 8（土） 13:00～ 　円卓会議室 ８（土） 14:30～　研修室２

（長良川国際会議場） ･市Ｐ連定期大会の振返り

２０（木） 役員理事会2（瑞穂市総Ｃ） ･市Ｐ連研究大会の持ち方について

未定 第1回岐阜地区連絡協議会 ･対市要望について

　 　　　　＆岐阜地区懇談会 ･各種大会参加について

6（土） 13:00～ 　円卓会議室 ６（土） 14:30～　研修室２ 　 　

１２（金） 役員理事会3（瑞穂市総Ｃ） ･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 　

２３（金） 日Ｐ全国研究大会兵庫大会 ２３（金） 日Ｐ全国研究大会（　名）
２４（土） （神戸ワールド記念ホール他） ２４（土） （兵庫大会：　　市他） 　

７（土） 13:00～ 　円卓会議室 ７（土） 14:30～　研修室２ １０（火） 9:30～　研修室２　円卓 １１（水） 9:30～　研修室２　円卓 １２（木） 9:30～　研修室２　円卓 １３（金） 9:30～　研修室２　円卓

５（木） 役員理事会4（瑞穂市総Ｃ） ･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

２７（金） 常置委員会3（瑞穂市総Ｃ） ･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）

２７（金） 評議員会2（瑞穂市総Ｃ） 　 　 　 　

　 　

　

１８（金） 東陸ブＰ研究大会三重大会 １８（金） 東陸ブＰ研究大会（　　名） 中旬 対市要望懇談会（会長、副会長他）

１９（土） （津市産業スポーツセンター他） １９（土） （三重大会：津市産業スポーツＣ他）

　 　 9（土） 13:00～ 　円卓会議室 9（土） 14:30～　研修室２ 　 　 　 　 　 　 　 　

７（木） 役員理事会5（瑞穂市総Ｃ）

１７（日） 県ＰTA研究大会 西濃大会 １７（日） 県ＰTA研究大会西濃大会(　　　名)
（大垣市スイトピアセンター） （大垣市スイトピアセンター）

７（土） 13:00～ 　円卓会議室 ７（土） 14:30～　研修室２

１８（水） ◇市民会館との打合せ　

２０（金） ◇シルバー人材センターとの打合せ

　

２１（火） 9:30～　研修室２　円卓 ２２（水） 9:30～　研修室２　円卓 ３０（木） 9:30～　研修室１　円卓 ３１（金） 9:30～　研修室１　円卓

１７（金） 役員理事会6（飛騨地区会場） 24（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 ･活動交流と振返り ･活動交流と振返り

３１（金） 常置委員会4（瑞穂市総Ｃ） 25（土） 市Ｐ連研究大会 ･活動交流と振返り ･活動交流と振返り

３１（金） 評議員会3（瑞穂市総Ｃ） （各務原市民会館）

６（木） 郡市Ｐ担当者会2（瑞穂市総Ｃ） １（土） 13:00～ 　円卓会議室 １（土） 14:30～　研修室２   

未定 第2回岐阜地区連絡協議会 ･研究大会の振返りと来年度に向けて ･研究大会の振返りと来年度に向けて  

･成果と課題の確認 ･成果と課題の確認  

６（金） 役員理事会７（瑞穂市総Ｃ） ７（土） 13:00～現･執行部会　　円卓会議室 １４（土） 13:３0～現･代議員会　研修室２

14:30～新現･合同執行部会　円卓会議室 14:30～新・現合同代議員会　研修室１

　   ※終了後、執行部引継ぎ会

　

1

2

3

・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 ・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。欠席の際はできる限り単Ｐで副の方々に代理出席をご依頼ください。

11

･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
･次年度定期大会の講演者候補について
･市Ｐ三行詩コンクールについて

･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
･講演者について　･活動交流
･市Ｐ三行詩コンクール審査

12

･対市要望の回答報告
･研究大会運営の最終確認
･次年度の計画づくりに向けて

･研究大会全体発表のプレ発表（中央
中）＋（　　小）の２校ＰＴＡ
･対市要望の回答報告
･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

7
･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

8

9
･対市要望について
･次年度市Ｐ連会長の選出について
･活動交流

10

広報委員会 研修委員会

5

6

（長良川国際会議場）
（事前打合せ5月　日 15:０0）
当日：受付担当

･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

4

令和元年度　各務原市PTA連合会　事業計画　　（市Ｐ連会議の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　執行部会＝円卓会議室　）

] 県　　Ｐ　　連

各　　務　　原　　市　　Ｐ　　Ｔ　　Ａ　　連　　合　　会

大会及び参加行事 執　行　部　会 代　議　員　会
専　門　委　員　会

学年学級委員会 校外生活委員会

１1 


