《 北海道ＰＴＡ連合会

会務報告 》
平成２８年４月１日以降

４月 ５日（火）各機関挨拶回り（道小・道中・道教委）

事務局

６日（水）春の全国交通安全運動「道民の集い」

事務局

１４日（木）年度末監査

佐藤会長・青田副会長・監査委員

道教委訪問

佐藤会長・渡部局長

２２日（金）北海道いじめ問題審議会

保前副会長

２３日（土）第９回役員会
道教委との教育懇談会
５月 ６日（金）北海道中学校長会総会

佐藤会長

９日（月）北海道小学校長会総会

佐藤会長

１１日（水）
「安全・安心なまちづくり」道民の集い

渡部局長・藤﨑次長

１２日（木）北海道教育振興会総会・懇談会

佐藤会長

教師代表委員会

新教師代表・事務局

１３日（金）
「社会を明るくする運動」推進委員会

谷垣次長

１７日（火）
「北海道教育の日」第１回幹事会

藤﨑次長

２０日（金）母親・広報ブロック代表委員会
２１日（土）日Ｐ常置委員会・協議会会長会
２３日（月）第１回北海道教育推進会議

佐藤会長
森副会長・青田副会長

２４日（火）札幌市ＰＴＡ協議会総会
北海道暴走族対策推進会議
２６日（木）北海道図書館協議会総会
３０日（月）北海道子供子育て未来会議
６月 １日（水）第１回キャリア教育推進会議

佐藤会長
谷垣次長
渡部局長
保前副会長
青田副会長

第１回北海道地域の教育力向上推進委員会

渡部局長

優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰候補団体選考会議

渡部局長

十勝・帯広大会実行委員会決起集会

佐藤会長・藤﨑次長

３日（金）北海道青少年育成協会第１回理事会

森副会長

１０日（金）第１０回役員会
役員予定者会
正副委員長予定者会
新旧役員交流会
北海道いじめ問題審議会
１４日（火）
「小中一貫教育推進事業」運営会議

保前副会長
渡部局長

望ましいインターネット利用環境醸成推進事業全道協議会 渡部局長
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１５日（水）「北海道教育の日」道民運動推進協議会総会

渡部局長・藤﨑次長

１８日（土）北海道学校保健会第１回評議員会

渡部局長

１８日（土）広報活動研修会（２ブロ）
２０日（月）学校給食会定時評議員会

藤﨑次長

２３日（木）教職員定数の更なる充実を求める緊急要望書
（道小・道中・道Ｐ連名）知事・議長・道教育長へ提出 渡部局長
北海道選出国会議員へ郵送

渡部局長

広報活動研修会（１ブロ後志）
北海道教育推進会議 学校視察（国際情報高等学校）
２４日（金）日Ｐ定時総会

森副会長
佐藤会長

北海道教育推進会議 学校視察（勇舞中学校）

森副会長

２５日（土）協議会会長研修会

佐藤会長

２９日（水）広報活動研修会（１ブロ石狩）
７月 ２日（土）第１回役員会
正副委員長会
第１回常置委員会
（組織・連携委員会、教育・環境委員会、母親・広報委員会）
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
５日（火）広報活動研修会（４ブロ） 伊達市立有珠小学校
８日（金）第１回北海道土曜授業カリキュラム等検討委員会
１１日（月）第２回北海道教育推進会議

藤﨑次長
青田副会長

１２日（火）広報活動研修会（５ブロ） 釧路市生涯学習センター
体力向上サポーターズネットワーク推進会議

渡部局長

１４日（木）日Ｐ常置委員会打合せ

佐藤会長

１５日（金）会報１９６号発行
稚内市地区研・母親研（稚内市）
１９日（火）三行詩コンクール審査会

審査委員

２２日（金）北海道子どもの生活習慣づくり実行委員会

佐藤会長

２３日（土）第２回役員会・第１回北海道ブロック協議会・懇親会
２７日（水）日Ｐブロック協議会会長会・協議会連絡会・懇親会
佐藤会長・渡部局長
２８日（木）日Ｐ常置委員会・協議会会長会・協議会懇談会
佐藤会長・村井副会長・村山副会長・渡部局長
３１日（日）根室地区研・母親研（標津町）
８月 ２日（火）北海道犯罪のない安全で安心な地域づくり賞懇談会
2

笹谷顧問

３日（水）犯罪の起きにくい社会環境等の整備に関する専門部会

谷垣次長

６日（土）教員採用候補者選考検査

事務局

１９日（金）第６４回日本ＰＴＡ全国研究大会徳島うずしお大会レセプション
渡部顧問（日Ｐ役員）
・佐藤会長・事務局長
２０日（土）第６４回日本ＰＴＡ全国研究大会徳島うずしお大会分科会
・佐藤会長・青田副会長・森副会長・事務局
・渡部顧問（日Ｐ役員）・笹谷顧問
渡島母親研（北斗市）
２１日（日）第６４回日本ＰＴＡ全国研究大会徳島うずしお大会全体会
・佐藤会長・青田副会長・森副会長・事務局
・渡部顧問（日Ｐ役員）・笹谷顧問
上川北部地区研・母親研（士別市） 桧山地区研・母親研（江差町）
２５日（木）
「道教委との教育懇談会」
「どさんこアウトメディアプロジェクト普及
及フォーラム」等についての打合せ

渡部局長

２６日（金）北海道教育振興会幹事会

辻副会長

北海道立教育研究所運営協議会

森副会長

２７日（土）上川南部地区研・母親研（富良野市）
２８日（日）胆振西部地区研（伊達市）
２９日（月）全国交通安全運動「秋の推進会議」

藤﨑次長

９月 １日（木）平成２８年度「青年の主張」全道大会

谷垣次長

２日（金）十勝・帯広大会司会・提言等打合せ会
佐藤会長・勝部副会長（実行委員長）
・事務局
第２０回「教育を考える女性フォーラム」

辻副会長

３日（土）第２回正副委員長会 13:00~、第３回役員会 14:30~
函館市地区研（函館市）
４日（日）後志地区研（島牧村） 旭川市母親研

網走中部地区研（北見市）

７日（水）優れた「早寝早起き朝ごはん」運動の推進に係る文部科学大臣表彰
候補選考会議

渡部局長

第１回学校保健総合支援事業連絡協議会

谷垣次長

８日（木）胆振東部母研（白老町）
８日（木）
・９日（金）北海道小学校長会研究大会小樽大会・懇親会

佐藤会長

１０日（土）平成３０年度北海道ブロック研究大会旭川大会に向けての説明会
佐藤会長・渡部局長
１１日（日）網走西部地区研（紋別市）
１４日（水）北海道子どもの生活習慣づくり実行委員会
１７日（土）第４ブロック連絡会（平取町）
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佐藤会長
佐藤会長・渡部局長

２０日（火）秋の交通安全運動「2016 交通安全総決起大会」

事務局

２１日（水）～２３日（木）
「スノーキャンプｉｎ北海道」第１回実施踏査
大雪青少年交流の家・富良野スキー場・旭山動物園・旭川市 佐藤会長
２４日（土）小樽市地区研
２５日（日）留萌地区研・母親研（苫前町）
２７日（火）世界で活躍する人材育成推進会議

藤﨑次長

２９日～１０月１日教員養成改革推進外部委員先進校視察 山口大学

笹谷顧問

３０日（金）北海道中学校長会研究大会上川・旭川大会・懇談会

佐藤会長

１０月 ８日（土）～９日（日）北海道ブロック研究大会十勝・帯広大会
８日（土）網走東部地区研（網走市）
１１日（火）「安全・安心なまちづくりの日」道民の集い

渡部局長・藤﨑次長

１３日（木）がんの教育総合支援事業連絡協議会

渡部局長

１４日（金）北海道教育振興会 常任理事会
１５日（土）日Ｐ常置委員会、協議会代表者会

辻副会長
佐藤会長

１６日（日）南空知地区研（三笠市）
１７日（月）北海道教育推進会議
１８日（火）北海道教育会議運営委員会

森副会長・青田副会長
藤﨑次長

２１日（金）第８回北海道教育大学教員養成改革推進外部委員会

笹谷顧問

２２日（土）第４回役員会・第３回正副委員長会
第２回常置委員会（組織連携委員会・教育環境委員会）
道警からスクールサポーター制度について
道教委との教育懇談会
網走中部母親研（北見市） 釧路市地区研
２４日（月）北海道学力向上推進協議会

渡部局長

２６日（水）北海道地域の教育力向上推進会議現地調査

渡部局長

２７日（木）小中高一貫ふるさとキャリア教育推進連携フォーラム

青田副会長

２９日（土）網走東部母親研（網走市）
第１ブロック連絡会（寿都町）

佐藤会長・渡部局長

第２ブロック連絡会（旭川市）

藤﨑次長

３０日（日）渡島地区研（松前町）
１１月 １日（火）
「北海道教育の日」第８回制定記念行事

辻副会長・藤﨑次長

５日（土）北空知地区研・母親研（秩父別町）
６日（日）宗谷地区研・母親研（豊富町）

日高地区研・母親研（日高町）

釧路地区研・母親研（釧路町）
７日（月）教育振興会４種校長会長との懇談会
１１日（金）中間監査 13:30 共栄火災ビル

辻副会長
佐藤会長・青田副会長・事務局

冬の交通安全運動「セーフティーコール」
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事務局

１２日（土）研究集録編集委員会
第４回正副委員長会
第５回役員会
石狩地区研・母親研（恵庭市）
南空知母親研（美唄市）
胆振東部地区研（むかわ町）
１５日（火）第１回指導が不適切である教員の認定等に関する意見聴取会
笹谷顧問
１８日（金）日Ｐ年次表彰式

佐藤会長・渡部局長

１９日（土）第５ブロック連絡会（帯広市）

佐藤会長・渡部局長

網走西部母親研（興部町）
２０日（日）旭川市地区研
後志母親研（ニセコ町）
２２日（火）第１回北海道独自の中学校英語検定有識者会議

藤﨑次長

２２日（火）～２３日（水）日Ｐスノーキャンプｉｎ北海道 第２回現地踏査
佐藤会長
２５日（金）第９回北海道教育大学教員養成改革推進外部委員会

笹谷顧問

２５日（金）北海道立図書館協議会

渡部局長

２６日（土）滝川市ＰＴＡ連合会研究大会

佐藤会長

１２月 ２日（金）第３６回全国中学生人権作文コンテスト札幌地方大会表彰式
藤﨑次長
３日（土）第６回役員会
第５回正副委員長会
第３回常置委員会（組織連携委員会・教育環境委員会）
第２回理事会
４日（日）第６２回青少年読書感想文全道コンクール表彰式

佐藤会長

７日（水）北海道幼児教育研究協議会

佐藤会長

７日～８日北海道教育大学教員養成改革推進外部委員会 旭川校視察 笹谷顧問
８日（木）教育振興会 常任理事会

辻副会長

１０日（土）札Ｐ女性役員と母親広報ブロック代表との交流会
第２回母親・広報委員会並びに交流会
母親・広報ブロック代表委員会・編集委員会
第３ブロック連絡会（七飯町）

渡部局長

１５日（火）会報１９７号発行
１７日（土）北海道・東北ブロック協議会会長等の連絡調整会議（函館市）
佐藤会長・青田副会長・渡部顧問・笹谷顧問
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１９日（月）北海道共同募金会評議員会
北海道教育推進会議

辻副会長
森副会長・青田副会長

２０日（火）第２回北海道地域の教育力向上推進会議

渡部局長

第２回世界で活躍する人材育成推進会議

藤﨑次長

ＦＭアップル出演

佐藤会長

北海道教育実践表彰選考委員会

佐藤会長

２１日（水）北海道教育推進会議高校専門部会

蝦名前副会長

1 月 ５日（木）～８日（日）日Ｐスノーキャンプｉｎ北海道 大雪青少年交流の家
佐藤会長・村井副会長
６日（金）北海度学校給食調理コンクール

辻副会長

８日（日）第６９回北海道学生書道展覧会

谷垣次長

１３日（金）部活動関係者５者会議

森副会長

１６日（月）道教委教育長等への年始回り

佐藤会長・渡部局長

１７日（火）第２回北海道実践的安全教育モデル構築推進委員会

村井副会長

２０日（金）第３回教師代表委員会・第２回研究集録編集委員会

教師代表

広報紙コンクール一次審査
教育推進会議

森副会長・青田副会長

教員育成連絡協議会

青田副会長

２３日（月）北海道教育大学教員養成改革推進外部委員会

笹谷顧問

２４日（火）第２回北海道土曜授業カリキュラム等検討会議

藤﨑次長

２６日（木）広報紙コンクール第１回審査委員会

渡部局長・谷垣次長

２７日（金）
「北海道教育会議」及び「教育懇談会」

佐藤会長・藤﨑次長

指導が不適切である教員の認定に関する意見聴取会

笹谷顧問

２８日（土）北海道ブロック研究大会引き継ぎ会
第２回地区事務局長会
第２回北海道ＰＴＡ安全互助会推進委員会
第７回役員会
日本ＰＴＡ会長表彰等祝賀会
２月 ２日（木）第２回北海道犯罪のない安全で安心な地域づくり推進会議幹事会
犯罪の起きにくい社会環境等の整備に関する専門部会
３日（金）室蘭市ＰＴＡ連合会講演会

谷垣次長

佐藤会長・渡部局長

７日（火）広報紙コンクール第２回審査委員会 審査委員・渡部局長・谷垣次長
日Ｐ事務局長会

藤﨑次長

９日（木）第２回北海道犯罪のない安全で安心な地域づくり推進会議 渡部局長
１０日（金）青少年育成関係団体懇談会

藤﨑次長

１３日（月）北海道子どもの生活習慣づくり実行委員会

佐藤会長

6

北海道子ども未来づくり審議会

辻副会長

北海道教育推進会議

青田副会長

交通安全運動「春の推進会議」

渡部局長

１４日（火）学校保健審議会

保前 前副会長

「小中一貫教育推進事業」運営会議

渡部局長

１５日（水）第２回学校保健総合支援事業連絡協議会

谷垣次長

１６日（木）世界で活躍する人材育成推進会議

藤﨑次長

１７日（金）第２回キャリア教育推進会議

青田副会長

１８日（土）第８回役員会
北海道ブロック協議会
２月２０日（月）北海道教育推進会議高等学校専門部会

森副会長

２２日（水）北海道教育振興会理事会

辻副会長

２３日（木）望ましいインターネット利用全道協議会

渡部局長

２５日（土）北海道ブロック研究大会十勝・帯広大会解散総会・記念講演会
佐藤会長・渡部局長
３月 １日（水）道徳教材作成検討委員会（仮称）

渡部局長

２日（木）第４回北海道教員育成連絡協議会

青田副会長

６日（月）交通事故対策検討委員会

渡部局長

７日（火）日Ｐ役員選考委員会①

佐藤会長

１０日（金）全道広報紙コンクール表彰式

佐藤会長・比良副会長

佐藤耕一副委員長・野尻教師代表・事務局
１５日（水）会報１９８号発行・平成２８年度研究集録発行
１６日（木）北海道青少年育成協会理事会

森副会長

２１日（火）北海道教育研究所連盟所長研修会

笹谷顧問

第３回幼児教育研究協議会

渡部局長

体力向上サポーターズ会議

渡部局長

２２日（水）第２回評議員会

藤﨑次長

旭川市立末広小学校（スノーキャンプ協力校）への
感謝状贈呈

佐藤会長

２３日（木）第２回北海道独自の中学校英語検定有識者会議

藤﨑次長

２５日（土）学校保健会評議員会

渡部局長

２７日（月）事務局 辞令交付

佐藤会長

４月 ６日（木）春の全国交通安全運動「道民の集い」
関係機関挨拶回り

事務局
事務局

１４日（金）道教委挨拶回り

佐藤会長・藤﨑局長

年度末監査

佐藤会長・青田副会長・監査委員
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１９日（水）日Ｐ役員選考委員会②
２１日（金）道Ｐ連会長表彰候補推薦締切
２２日（土）第９回役員会、道教委との教育懇談会
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佐藤会長

