《 北海道ＰＴＡ連合会

会務報告 》
２０１９年４月１日以降

４月８日（月）事務局関係機関挨拶回り
12 日（金）生涯学習課との打合せ

事務局
萩澤会長、谷垣局長

21 日（日）道Ｐ連会長表彰推薦書提出締切日
22 日（月）広報活動者研修会開催地報告締切日
23 日（火）第２回監査委員会
萩澤会長、山中監査委員長、朴木監査副委員長、事務局
26 日（金）北海道中学校長会総会

萩澤会長

27 日（土）第９回役員会
５月８日（水）北海道中学校体育連盟理事会

萩澤会長

９日（木）北海道小学校長会新役員来訪
10 日(金)「安全・安心なまちづくり」道民の集い
教師代表委員会

萩澤会長
新教師代表・事務局

社明運動推進委員会

武岡次長

11 日(土）学校図書館協会総会

平田次長

石狩管内ＰＴＡ連合会総会

萩澤会長・事務局

13 日(月) 北海道小学校長会総会

萩澤会長

16 日(木）北海道教育振興会定期総会・懇談会

萩澤会長

17 日(金) 北海道公立学校教頭会総会

萩澤会長

21 日(火) 札Ｐ協定期総会・情報交換会

萩澤会長

22 日(水) 「北海道教育の日」第１回幹事会

平田次長

24 日(金) 母親・広報ブロック代表委員会
第１回広報改善委員会
25 日(土）日Ｐブロック協議会会長会・委員会・協議会代表者会

萩澤会長

27 日(月) 道警との打合せ（交通安全検討委員会について）

萩澤会長

北海道いじめ問題審議会
28 日(火) 暴走族対策協議会
北海道の子どもの未来づくり審議会

荒井副会長
武岡次長
辻副会長

30 日(木) 学校における働き方改革促進会議

菊川副会長

６月 10 日(月) 北海道生活習慣づくり実行委員会

青田顧問

11 日(火) 道地域学校協働活動推進会議兼ＣＳ連絡協議会
14 日(金） 第 10 回役員会
役員予定者会
正副委員長予定者会
15 日（土） ＰＴＡ安全互助会総会

谷垣局長

第１回理事会
令和元年度定期総会
第１回ブロック連絡会
19 日（水） 北海道教育の日総会

平田次長

21 日（金） 日Ｐ定時総会・懇親会

萩澤会長

22 日（土）日Ｐ協議会研修会

萩澤会長

第２ブロック広報活動研修会
25 日（火） 学校給食会定時評議員会

平田次長

26 日（水) 第１ブロック広報活動研修会
28 日（金） 三行詩道Ｐ連締切
29 日（土） 第１回役員会
正副委員長会（３委員会）
第１回委員会（３委員会）
＊委員会分散交流会（組織・連携、教育・環境）
第１回地区事務局長会・安全互助会推進委員会
第２回ブロック連絡会
７月４日（木）読書推進運動協議会総会

平田次長

６日（土）第５ブロック広報活動研修会
11 日（木）持続可能な交通安全施設等の整備の在り方に関する検討会
12 日（金）三行詩コンクール審査会

萩澤会長

審査員、事務局

13 日（土）第４ブロック広報活動研修会
15 日（月）会報 205 号発行 ＊市町村Ｐ連事務局に「総会要項」１部送付
十勝地区研・子育て(母親)研（音更町）
17 日（水）小樽市Ｐ連広報活動研修会
18 日（木）「子どもの体力向上ボトムアップ事業」第１回実践検討会議 村井参与
20 日（土）道教委との教育懇談会
第２回役員会
第１回北海道ブロック協議会
７月 22 日（月）日本 PTA 協議会連絡会
23 日（火）協議会代表者会
協議会懇談会
道立図書館協議会
29 日（月）日Ｐ広報紙コンクール２次審査会
公立高等学校入学者選抜の検討に係る懇談会
８月８日（木）第１回北海道幼児教育推進協議会

谷垣局長
谷垣局長
後藤副会長、三澤副会長
平田次長
萩澤会長
野中元母親副委員長
萩澤会長

９日（金）広報改善委員会担当者会議

街道副会長、三澤副会長、谷垣局長

18 日（日）上川北部地区研・子育て(母親)研（名寄市）
20 日（火）前期会費納入締切
21 日（水）「家庭教育支援チーム」文科大臣表彰候補選考会議

谷垣局長

22 日（木）第 67 回日本ＰＴＡ全国研究大会兵庫大会レセプション
23 日（金）第 67 回日本ＰＴＡ全国研究大会兵庫大会分科会
24 日（土）第 67 回日本ＰＴＡ全国研究大会兵庫大会全体会
上川南部地区研・子育て(母親)研（上富良野町）
空知地区子育て(母親)研（三笠市）
25 日（日）檜山地区研・子育て(母親)研（今金町）
根室地区研・子育て(母親)研（別海町）
27 日（火）いじめ問題対策連絡協議会

荒井参与

28 日（水）第 1 回北海道犯罪のない安全で安心な地域づくり推進会議

難波次長

29 日（木）戦没者追悼式典

萩澤会長

30 日（金）札幌大会司会・提言打合せ会
31 日（土）小樽市地区研（小樽市）
渡島子育て(母親)研（松前町）
第２回正副委員長会
第３回役員会
９月１日（日）後志地区研（仁木町）
函館市地区研（函館市）
４日（水）公立高校入学選抜改善に係る懇談会
北海道教員育成協議会

野中元母親副委員長
青田顧問

５日（木）少年の主張全道大会

難波次長

７日（土）日Ｐ東北ブロック研 南陽・東置賜大会

萩澤会長

オホーツク中部子育て（母親）研（津別町）
８日（日）日Ｐ東北ブロック研南陽・東置賜大会

萩澤会長

旭川市子育て（母親）研（旭川市）
12 日（木）～13 日（金）道小学校長会研胆振・苫小牧大会（苫小牧市） 萩澤会長
14 日（土）４ブロ第３回ブロック連絡会（美唄市）

萩澤会長、平田次長

オホーツク西部地区研（雄武町）
17 日（火）胆振東部子育て（母親）研（苫小牧市）
19 日（木）道公立学校教頭会懇談会（倶知安町）

萩澤会長

20 日（金）道公立学校教頭会後志大会開会式（岩内町）

萩澤会長

21 日（土）留萌地区研・子育て（母親）研（留萌市）
22 日（日）オホーツク中部地区研（北見市）

25 日（水）北海道教育の日幹事会

平田次長

社会教育関係団体合同会議

難波次長

27 日（金）道中学校長会空知岩見沢大会（岩見沢市）

萩澤会長

28 日（土）１ブロ第３回ブロック連絡会（江別市）

萩澤会長、平田次長

10 月５日（土）３ブロ第３回ブロック連絡会（北斗市）

萩澤会長、谷垣局長

８日（火）持続可能な交通安全施設等の整備の在り方に関する検討会
11 日（金）安全安心まちづくりの日「道民のつどい」

萩澤会長

萩澤会長、難波次長

12 日（土）～13 日（日）北海道ブロック研究大会札幌大会
17 日（木）北海道教育会議運営委員会

平田次長

19 日（土）第４回役員会
第３回正副委員長会
第２回委員会（組織連携委員会・教育環境委員会）
道教委との教育懇談会
22 日（火）北海道・東北ブロック調整会議

萩澤会長

23 日（水）日Ｐ協議会代表者会議・委員会

萩澤会長

26 日（土）２ブロ第３回連絡会

萩澤会長、難波次長

社会福祉フォーラム

街道副会長、髙橋教師代表、事務局

27 日（日）渡島地区研（知内町）
胆振西部地区研・子育て（母親）研（室蘭市）
28 日（月）子どもの未来づくり審議会

街道副会長

指導が不適切な教員の認定等に関する意見聴取会
30 日（水）公立高校入学選抜改善に係る懇談会

青田顧問
野中元母親副委員長

胆振東部地区研（苫小牧市）
11 月 1 日（金）「北海道教育の日」第 12 回制定記念行事

平田次長

２日（土）教師代表委員会②
正副委員長会④（3 委員会）
第５回役員会
11 月８日（金）監査委員会（中間監査）

会長、匂坂監査委員、高岡監査委員、
谷垣局長、平田次長

９日（土）第５ブロック第３回連絡会
15 日（金）日Ｐ年次表彰式

谷垣局長
萩澤会長、谷垣局長、受賞者

28 日（木）第２回北海道図書館協議会

平田次長

29 日（金）道中体連創立 60 周年記念式典・祝賀会

萩澤会長

12 月６日（金） 全国中学生作文コンテスト表彰式
７日（土） 第６回役員会
第５回正副委員長会（３委員会）

平田次長

委員会・分散交流会（組織・連携、教育・環境）
委員会（子育て）
第２回理事会
役員・理事・子育て委員等情報交換会
12 月 12 日（木）日Ｐ調査研究委員会正副委員長会議

萩澤会長

北海道地域学校協働活動推進会議

谷垣局長
萩澤会長

13 日（金）歳末期における薄野交番勤務員への激励等

子どもの未来づくり審議会

街道副会長

18 日（水）北海道教育振興会常任理事会

三澤副会長

23 日（月）北海道教育実践表彰選考会議

萩澤会長

26 日（木）幼児教育推進会議

萩澤会長

北海道学校給食コンクール審査会

街道副会長

Ｒ２年
1 月５日（日）学生書道展表彰式

難波次長

15 日（水）部活動関係者会議

後藤副会長

実践的安全教育モデル構築推進委員会

村井参与

16 日（木）広報紙コンクール道Ｐ連締切
20 日（月）教師代表委員会③（第２回研究集録編集委員会）
広報紙コンクール一次審査

教師代表、事務局

22 日（水）学校における働き方会改革促進会議

菊川副会長

23 日（木）広報紙コンクール第１回審査会

審査員、事務局

25 日（土）北海道ブロック研究大会引継会

会長、札幌大会・函館大会・
４ブロ大会関係者、事務局

地区事務局長会・安全互助会推進委員会
第７回役員会
28 日（火）持続可能な交通安全施設等の整備の在り方に関する検討会

萩澤会長

「子どもの体力向上ボトムアップ事業」実践研究検討会議

村井参与

31 日（金）北海道教育会議、懇談会

萩澤会長、三澤副会長、平田次長

２月５日（火）広報紙コンクール第２回審査員会
６日（水）青少年育成関係団体懇談会

谷垣局長

７日（木）北海道犯罪のない推進会議幹事会

難波次長

12 日（水）北海道つながる食育推進協議会

街道副会長

13 日（木）胆振東部地震災害見舞(図書カード)を送付
15 日（土）第８回役員会
第２回北海道ブロック協議会
情報交換会

