
第４０回美原中学校ＰＴＡ定期総会   

日時 ： 平成２６年４月２５日（金）１３：００～ 

           場所 ： 美原中学校 多目的室         

                            

 

 

定期総会次第 

１ 開会のことば 

 

２ ＰＴＡ会長あいさつ 

s 

３ 校長あいさつ 

 

４ 議長選出 

 

５ 議事 

        第 1号議案  平成２５年度事業報告 

    第２号議案  平成２５年度会計決算報告並びに会計監査報告 

    第３号議案  平成２６年度役員の承認を求める件 

    第４号議案  平成２６年年度事業計画案の承認を求める件 

    第５号議案  平成２６年度会計予算案の承認を求める件 

    第６号議案  その他 

 

 ６ 議長解任 

 

 ７ 新役員代表あいさつ 

 

 ８ 閉会のことば 

 

 

 

 

 

 

 



　 項 目 本部並びに運営委員会

期 月 (役員推薦委員会) 　　　教養　・　厚生　・　広報委員会 　　　各　学　年　委　員　会 　　　　各　地　区　委　員　会

4 新旧本部役員会 　（各委員会共通） 　（各学年共通） 　（各地区共通）

本部役員会 　　　　　役員選出 　　　役員選出 　　卒業生に歓送迎会案内配布

２４年度　会計監査 　（教）　第１回代表者会議 　　総会資料配付・委任状回収

新旧合同運営委員会 　　地区名簿作成・配布

第３９回ＰＴＡ定期総会 　（北所沢）　地区役員会開催

第１回推薦委員会

　　　　　

5 本部役員会 　（教）　全体会 　（２年・３年）　学年委員会 　（各地区共通）

ＰＴＡ会費徴収 　　　　　学習相談会　（市役所） 　　１年　PTA会費徴収協力 　　総会資料配付

北ブロック新旧会長会議 　（北所沢以外）　地区役員会開催

市Ｐ連新旧理事会 　（北所沢）　環境美化

第１回運営委員会

6 家庭教育学級開校式出席 　（教）　第１回家庭教育学級「開講式」 　（１年）　学年委員会 　（各地区共通）

所沢市ＰＴＡ連合会　総会・懇親会 　　　　　第２回家庭教育学級開催 　（２年）　２－４　クラス懇親会 　　地区懇談会準備

北ブロック会長会議 　（厚）　第１回厚生委員会 　　地区パトロール準備

美原中学校区安心安全な学校と地域づくり推
進支部会議

　（広）　第118号 ＰＴＡだより発行・配布　 （美原/北所沢/花園・新町/中新井3・4）

本部役員会 　　地区役員会開催

　       　

7 第２回運営委員会 　（教）　第３回家庭教育学級開催 　（３年）全クラス 　（各地区共通）

第２回推薦委員会 　　　　　第4回家庭教育学級開催 　　　　　クラス懇親会 　　地区懇談会開催

本部役員会 　（厚）　第２回厚生委員会　　　 　　地区パトロール実施

地区懇談会出席 　　　　　除草作業 　　地区委員会開催

地区パトロール実施    （広） 所沢市Ｐ連広報誌コンクール出品 　（北所沢町） 夏祭り協力

　      入間地区Ｐ連広報誌コンクール出品

8 地区パトロール協力 　（各委員会共通） 　（各委員会共通） 　（各地区共通）

挨拶パトロール実施 　　　　　挨拶パトロール協力      　挨拶パトロール協力 　　地区パトロール実施

　（厚）　第３回厚生委員会　　　

         　除草作業

9 第３回運営委員会 　（各委員会共通） 　（各委員会共通） 　（各地区共通）　

第３回推薦委員会         　体育祭協力      　体育祭協力 　　体育祭協力

本部役員会 　（教）　第２回代表者会議 　（２年）　２－５　クラス懇親会

所沢市Ｐ連講演会出席 　　　　　第５回家庭教育学級開催 　

体育祭協力

各　　　専　　　門　　　委　　　員　　　会

 　 （第１号議案）　　平成２５年度　　所沢市立美原中学校PTA事業報告

Ⅰ

 



　 項 目 本部並びに運営委員会

期 月 (役員推薦委員会) 　　　教養　・　厚生　・　広報委員会 　　　各　学　年　委　員　会 　　　　各　地　区　委　員　会

10 市Ｐ連　常任理事会　出席 　（教）　第６回家庭教育学級開催 　（各学年共通）　 　（各地区共通）　

第４回推薦委員会 　　　　　第３回代表者会議 　     美原祭協力 　　バザーポスター掲示

美原祭協力 　（１年）　１－２，１−５　クラス懇親会

本部役員会 　（２年）　２－２　クラス懇親会 　

所沢人権教育講演会出席 　（３年）　卒業対策委員会

11 北ブロック会長会議 　（各委員会共通）　 　（各学年共通）　 　（各地区共通）　

本部役員会 　      　バザー協力      　バザー協力 　　バザー協力

PTAバザー開催 　（教）　第７回家庭教育学級開催 　（１年）1-1，1-3，1-4　クラス懇親会 　（美原町）次年度役員選出準備

広報紙コンクール表彰 　（厚）　落ち葉掃き   （２年） 2-1，2-3，2-6　クラス懇親会

美原中学校区４校連絡協議会　開催 　 （広）　広報紙コンクール入間地区表彰式

学校給食試食会

入間地区P連理事会　講演会出席

　　　　  

12 第４回運営委員会 　（教）　家庭教育学級「閉講式」　 　（３年）　卒業対策委員会 　（美原町）各丁目次年度役員選出

第５回推薦委員会 　（厚）　第４回厚生委員会　　　 　（松葉のみ）火の用心地区パトロール

美原中学校区安全安心会議パトロール   （広）第１１９号ＰＴＡだより発行・配布

北ブロック会長会議

Ⅱ

1 本部役員会 　（厚）　学校保健委員会 　（美原町以外）　

学校保健委員会 　　次年度役員選出準備

市長・教育長と語る会 　（北所沢/花園・新町の地区共通）

美原中学校区懇親会 　　地区委員会開催

臨時運営委員会

　

2 新入生保護者説明会参加 　（１年）　学年委員会 　（各地区共通）　

本部役員会 　 　　新年度役員選出・引き継ぎ

推薦委員会 　(花園・新町/弥生・松葉・並木４）

地域子育てフォーラム 　  地区委員会開催

４０周年記念事業委員会 　（北所沢町）　地区懇親会

3 第５回運営委員会 　（教）　実績報告書提出　 （各学年共通）　  　(弥生・松葉・並木４）地区委員会開催

新旧本部役員会 　 （広）　第１20号　ＰＴＡだより発行・配布　      先生方へお礼の品贈呈

北ブロック会長会議 　 　学校協力・学年事務費の 

美原中学校　卒業式出席 　　                     会計監査

美原小・伸栄小・中央小　卒業式出席

25 4 美原中学校　入学式出席 　（各委員会共通） 　（各学年共通）

年 新旧合同運営委員会 　      　役員選出 　   　役員選出

第４０回ＰＴＡ定期総会

教職員歓送迎会

5 市Ｐ連　新旧理事会

    ※事業の詳細については運営委員会開催ごとに各家庭に配布致しました「運営委員会だより」をご参照下さい。

各　　　専　　　門　　　委　　　員　　　会各　　　専　　　門　　　委　　　員　　　会

 　 （第１号議案）　　平成２５年度　　所沢市立美原中学校PTA事業報告

 



 

 



（第３号議案） 平成２６年度 役員候補者の推薦について 

 

 平成２６年度の役員候補者を慎重に審議した結果、次の方々を推薦いたします。 

                所沢市立美原中学校ＰＴＡ役員推薦委員長 

                             宮野 由起子 

 

役職 氏名 所属 電話 

会長 藤井 拓巳 ２年美原小学区 
 

副会長 渡辺 彰子 ３年伸栄小学区 
 

〃 後藤 美奈子 ３年伸栄小学区 
 

〃 小林 美音 教頭 
 

書記 金内 直美 ３年伸栄小学区 
 

〃 齊藤 和子 ２年美原小学区 
 

〃 酒井 真澄 教務主任 
 

会計 石橋 かおり ２年中央小学区 
 

〃 戸田 みち代 １年伸栄小学区 
 

〃 杉山 利行 ３年教諭 
 

会計監査 津山 敦子 ２年伸栄小学区 
 

〃 荒川 千里 ３年美原小学区 
 

〃  永田 典子 ２年中央小学区 
 

〃 早坂 裕子 ３年教諭 
 

 



項 目 本部並びに運営委員会

期 月 （役員推薦委員会） 教養委員会 厚生委員会 広報委員会 各学年委員会 各地区委員会

4 美原中学校入学式出席

本部役員会

新旧合同運営委員会

第４０回定期総会 教養委員会 厚生委員会 広報委員会 各学年委員会 各地区委員会

教職員歓送迎会

役員推薦委員会の発足 家庭教育学級の 名簿、連絡網

5 市Ｐ連新旧理事会 開講・講座の開催 の作成

本部役員会

ＰＴＡ会費徴収

1 活動費支給

運営委員会

6 市Ｐ連定期総会 学校環境美化 各学級懇親会の

入Ｐ連定期総会 のための活動 開催など

４０周年祝賀会

7 本部役員会 ＰＴＡだよりの発行

運営委員会

地区懇談会出席 地区懇談会の開催

地区パトロール 地区パトロール

安全安心支部会議

8 地区パトロール 地区パトロール

9 本部役員会

運営委員会

PTA懇親会

体育祭協力

教養委員会 厚生委員会 広報委員会 各学年委員会 各地区委員会

10 市Ｐ連理事会 各学級懇親会

市Ｐ連視察研修 の開催など

11 美原中ＰＴＡバザー開催

市Ｐ連教育講演会 家庭教育学級 保健衛生に関

入Ｐ連研修会 の開催 する活動

本部役員会

12 運営委員会 閉講式の開催 PTAだよりの発行

2 美原中学校区

　　　　４校連絡協議会

安全安心支部会議

2 本部役員会 次期役員選出

引継ぎ

3 運営委員会 PTAだよりの発行

新本部顔合わせ

市Ｐ連理事会

美原中学校卒業式出席

各小学校卒業式出席

4・5 平成26年度会計監査

美原中学校入学式出席

新旧合同運営委員会

第41回定期総会

教職員歓送迎会

バザー協力

新旧合同運営委員会

各 専 門 委 員 会

新旧合同運営委員会

年間事業計画の作成、引継ぎ

挨拶パトロールの協力

体育祭協力

平成１６年度 所沢市立美原中学校ＰＴＡ事業計画 （案）
（第４号議案）

平成２６年度 所沢市立美原中学校ＰＴＡ事業計画 （案）

 



 

 

 


