
第５回役員会議 報告 

 

令和３年度 （一社）北九州市ＰＴＡ協議会 

 

 

 

 
○ 令和３年１０月４日（月） 役員会議 19：00～ 

○ 生涯学習総合センター 31学習室 

○ 出席者（敬称略）三浦・梅原・有江・木下・李・藤井・古森・田中（裕）・井上（真） 

川中・末松・今林・穴井・田中（信）・古賀・泉・浅海・今泉 

              事務局…溝部・今永・村山 

リモート参加者  原田・渕上・遠藤・眞弓・緒方 

 

○ 議  事  

「子どもを育てる 10か条」の唱和者の指名 

☆ 「子どもを育てる 10か条」の唱和 今泉（コロナ禍のため復唱なし） 

☆  

≪役員会来訪者説明≫ なし 

 

１．会長あいさつ 

<三浦> 

漸く緊急事態宣言も明け、秋晴れが美しい季節になってきました。 

交通指導活動に参加した際、階段を上って急いで駆けあがってくる子どもを見かけまし

た。マスクをしているため大変苦しそうでしたので、「周りに誰もいないときはマスクを外

してもいい」という意識が浸透するよう、教えていきたいと考えました。 

運動会・体育大会等さまざまな行事が平常通り行えない日々が続きます。ＰＴＡとして

どのようなご協力をさせていただけるのか、考えることができる理事会となりますよう祈

念いたします。 

 

2．審議事項 

 ①ズームのＩＤ取得契約について 

＜三浦＞ 

 本日の資料２頁～３頁に見積書を掲載しています。 

 ソルアライアンスさんにお願いし、サポートを含めた ID 取得を検討しております。PTA

協議会の役員会等のほか、常置委員会・各連合会で使用できるよう複数の IDを取得したい

と考えています。現状、個人のアカウントを使用している状況にあります。 

＜有江＞ 

 ・当日資料２～３頁 合計 50,600円、合計 78,100円の見積書について 

２頁項目３「zoom アカウント管理」と記載されていますが、「zoom アカウント費用」

の誤りです。法人でアカウントを取る場合、最低 5つの ID を取得しなければならないとい

う規定があります。無料の個人アカウントは上限 40 分・40 名の会議でないと実施できま

せん。そのため、有料の契約を行うことといたしました。 

１アカウントあたり 2,000 円と記載されていますが、ソルアライアンスさん側の利益を

計上していない価格です。 

アカウント管理につきましては、IDの数をいくつにするかによって 

他社の相見積もりを回覧していますが、年間 30万程度のコストがかかるため、ソルアラ

イアンスさんを選定いたしました。ご意見はありませんか。 

＜八幡西区中 P連＞ 

 「Zoomアカウント費用 2,000円×12=24,000 円」と記載されていますが、これは１つ

のアカウント（使用する IDは１つ）という意味でしょうか。 

＜有江＞ 

ID１つ当たりの料金です。場合によっては、ID の取得数が増える毎に１カ月／3,000 円

増額になります。 



＜八幡西区中 P連＞ 

 では、Zoom アカウント費用は 36,000 円、ID を２つ取得するのであれば 72,000 円かか

るのでしょうか。運営サポート料金については、ID 取得数によって大幅な価格上昇は行わ

れない、と捉えてよろしいでしょうか。 

＜有江＞ 

 はい、かまいません。なお、運営サポート料金は後々zoomの扱いに慣れることができれ

ば不要になるのではないかと考えます。ソルアライアンスさんには、Googleカレンダーを

使用したスケジュール管理やアカウントの発行業務を担っていただきます。 

 

＜有江＞ 

 では審議に入ります。下記の①～②のどちらを選ぶのかを決定します。 

 

 ① PTA協議会で Zoomアカウントを取得し、自分たちで運営する場合（約 10万円） 

 ② （株）ソルアライアンスさんにサポートしていただきながらアカウントをレンタル 

 

＜戸畑区中 P連＞ 

 違いがよくわからないため、説明をお願いします。 

＜有江＞ 

 PTA 協議会独自でアカウントを取得した場合、全ての運営作業を自分たちで行わなけれ

ばなりません。素人の私たちでは、トラブルが生じたときに対応できないためサポートが

必要だと考えています。また、コストも安価です。仮に ID を２つ取得したとしても２頁の

見積書（50,600円）に 36,000円が追加され、86,000円程度に収まります。 

 ①は 5つの ID を買い取り＆自分たちで運営する、②は安価でサポート付きでレンタルす

るとお考え下さい。 

 ＊賛成多数により、②に決定。 

 

＜有江＞ 

 ID（回線）取得数の審議を行います。 

  ①１回線…０名 ②２回線…１６名 ③３回線…３名 ④４回線以上…０名 

 ＊多数決により、２回線に決定。 

 

＜有江＞ 

グループテストサポート（契約先の会議室まで出向いてサポート等を行う）の有無 

※Zoomホストの会議立ち上げから配信テストまでサポート 

 

   ①有（+25,000円。サポート回数 5,000円×5回分）。 

※IDを２つレンタルした場合初年度費用合計は 104,100円 

   ②無 

※初年度費用合計は 86,600円 

  ＊賛成多数により、②に決定。 

 

＜有江＞ 

 御審議有難うございました。使用方法、アカウントの取得方法については後日改めてお知

らせいたします。 

 

3．協議事項 

①「早寝早起き朝ごはん」全国協議会よりアンケートの協力について 

＜会長＞ 

対象は北九州市内の保護者５０名です。本日現地に来訪いただいている皆様にお持ち帰り

いただき、記入・ご投函いただけますようお願いします。複数枚お持ち帰りいただき、他の

保護者の方にお渡しいただいてもかまいません。 

 

 ②札幌市 P訪問受け入れと日程等について 

  〇 札幌市 P訪問希望日 1月１０～１２日、１３～１５日、２７～２９日のいずれか 

北九 P協との研修日は、その中日を希望 



＜会長＞ 

 札幌市 PTA 協議会では、毎年国内研修を実施しており、今年度は北九州市 PTA 協議会を

訪問したいとの打診がありました。研修内容は「日 P大会の運営」「社団法人化のメリット・

デメリット」「教育財団」について等を希望されています。２泊３日のうち、１日分を北九州

市 P への訪問に充てたいそうです。上記の候補日のうち、１３～１５日については会長であ

る私が日Ｐの会議に出席するため参加できません。１０～１２日または２７～２９日で日程

調整を行ってよろしいでしょうか。 

 ＊意見・質問なしのため決定。 

 

③子ども未来会議について（当日資料参照） 

  〇 組織・運営等について 

＜有江＞ 

 ＰＴＡ協議会には、総務委員会、母親委員会、教育環境委員会、研修委員会、広報委員会

の合計５つの委員会がございます。この５委員会で同日に一つの事業を開催することにより、

横のつながりと一体感を強固にするため、そして、日Ｐ大会終了後、改めてＰＴＡとして勉

強ができる日を設定するために、子ども未来会議の開催を予定しております。 

 

 ・母親委員会…全国大会開催記念事業（資料６頁参照） 

 

 ・子ども未来会議…北九州子ども未来会議 実行委員会 

先々月、子ども未来会議の年間スケジュールをご案内させていただきましたが、コロナ禍

により頓挫している状態です。（内容は資料６頁を参照） 

 

・単位ＰＴＡ役員向け研修会…総務委員会・研修委員会合同事業（資料６頁参照） 

 

・教育財団連携事業…教育環境委員会（資料７頁参照） 

 

 タイムスケジュール（資料７頁）は暫定になりますので、まだ決定ではありません。一日

かけてＰＴＡ活動・子どもたちの活動について勉強できる日にしたいと思います。 

 なお、事業の参加推進人数に関しても、コロナ禍の中、人を集めることができるのかどう

かわかりませんので、オンライン開催になる可能性もあります。 

 

＜有江＞（資料８頁） 

本事業のオンライン視聴に関して、全国大会で１日あたり 900 名にご覧いただいたという

実績がありますので、視聴者目標数は 1,000名としました。 

資料に「ハイブリッド開催を予定している」と記載がありますが、全国大会と同じ規模を

イメージして実施するとコストがかかるため、ハイブリッド開催は厳しいのではないかと感

じています。費用を見直してから改めてご連絡いたします。 

 全国大会の経験を活かし、コロナ禍の中でも活動できるということを発信していきたいと

思います。ご意見ご質問があれば反映していきたいと思います。宜しくお願いします。 

＜母親委員会＞ 

 本事業で記念講演の運営を担当いたします。また後日、皆様にご報告させていただきます。 

＜研修委員会＞ 

 個人情報の取扱い、PTA 任意加入、活動補助金の使い方について講座を開きたいと考えて

います。いずれも重要な内容であるため、皆さんにきちんと伝わるような研修を作り上げて

いきたいと思います。 

＜総務委員会＞ 

 個人情報に関するアンケートについて、半分の学校から御返事を頂いております。もう少

し回答をお待ちしています。アンケートの内容を良い研修に繋げていきたいと思います。 

＜教育環境委員会（代理：梅原）＞ 

 見守りカメラについて、財団と連携して各校設置状況や需要の統計をとらせていただくこ

とになっています。アンケート調査については別項にて詳しくご説明いたします。 

＜広報委員会（代理：有江）＞ 

 広報委員会では上記の事業の記録（写真撮影・広報紙掲載）を担当してもらう事になりま

す。 



 

＜有江＞ 

 子ども未来会議の内容については調整中です。令和４年３月迄に行いたいと考えていまし

たが。次年度に持ち越しになることが予想されます。校長会の皆さんと相談しながら、改め

てご提案させていただきたいと思います。 

 

④見守りカメラについて（別紙資料参照） 

＜梅原＞ 

 北九州市内の小中学校の見守りカメラ設置状況をアンケートで調査します。 

 令和元年５月、見守りカメラの設置許可に関する通知がありました。従来「防犯カメラ」

と表記されていたものを北九州市教育委員会が「見守りカメラ」という名称にしています。

取り付け費用は支出できないため学校、PTA、自治体等が負担するように、という旨の内容

です。 

 数年前、私は見守りカメラの設置許可をとるため、まず北九州市の安心・安全課に問い合

わせました。すると市の補助金でカメラ費用の三分の二を負担することができる制度がある

というお話を伺いました。しかし、学校名義で補助金の申請を行ったところ「学校は地域団

体ではない」という理由から受理されませんでした。ただし、地域の自治会またはまちづく

り協議会を通して申請を行えば設置許可及び補助金の支出が可能だということがわかりまし

た。そのため、先ず、まちづくり協議会に説明を行い、続いて費用の三分の一を PTA会費か

ら支出するため PTA の定期総会を開き、承認を得ました。北九州市に確認して設置許可を得

ましたが、行き違いがあり、北九州市教育委員会から見守りカメラの設置が認められない旨

のご指摘を受けました。その後、結果として 1,300 名児童が在籍している大規模校である私

の所属校に計 10台の見守りカメラを設置することができました。なお、自治会名義で学校敷

地内に見守りカメラの取り付けを行うことは北九州市施設課の規定では認めることができな

いと聞いております。 

 見守りカメラ設置以降、所属区内のさまざまな学校から見守りカメラ設置について相談を

受けています。特に小規模校は PTAから費用を支出することが難しいようです。 

 今日、様々な変質者が学区内に出没する現状があります。そのような中、子どもたちの安

全格差が生じていないか、そもそも見守りカメラのことが認知されているか等を調べたいと

考えています。 

 なお、小規模校の負担額を北九州市 PTA協議会教育財団で補助していただけないかという

話し合いをしているところです。大枠はご説明いたしましたが、市内各学校の現状が不明な

ため、報告が必要です。補助金のお話自体は快くご相談に乗ってくださっています。 

 以上の理由により、見守りカメラ設置調査アンケートを実施してよろしいでしょうか。 

＜小倉北区中Ｐ連＞ 

 基本的な質問ですが、「見守りカメラ」はどこで、何を見守るのでしょうか。学校内を見守

るのか、外を見守るのか教えてください。 

＜梅原＞ 

 学校内の撮影は禁止されています。そのため、道路側を向いた撮影になります。本校でい

えば「校門を出たところから道路側まで」「駐車場の中から外へ向けて」「校舎内から校門へ

向けて」などです。カメラの角度を内側（学内の様子が映るような設定）にする場合は、ハ

ードディスクに自動保存できないと許可できないとの事でした。 

＜木下＞ 

 学内に学童保育所が設置されている場合、「学童が申請すれば自治会の予算が下りる」と聞

いたことがあります。学校の状況を確認して、申請の仕方を臨機応変に検討していくことが

できればお金の負担が減るのではないかと考えます。 

＜梅原＞ 

 八幡西区の或る学校では、学童保育所が運動場の端に設置されているため、学校用の見守

りカメラとは別に「学童保育所独自で見守りカメラをつけよう」という話になっているよう

です。校門の目の前に設置されている学校もありますが、学校・学童保育所どちらにも設置

している学校もあります。どのような環境であっても、費用がネックになっているようです。

門司区の学校の中には、自治会名義で設置することができたと伺っています。経緯は本日時

点ではまだ把握していないため、別途調査が必要です。 

 

＜田中＞ 



 初期費用とは別に、年間コストはどれくらいに必要なのでしょうか。 

＜梅原＞ 

 私の所属校では、５年間メンテナンス費用がかからない契約を行いました。５年後、カメ

ラが破損した場合、配線が切れた場合などの交換・修理費はかかります。北九州市内におい

て、見守りカメラ設置最長年月の事例は７～８年だと伺いました。破損した事例はないと伺

っていましたが、私の所属校で記録的豪雨により１台破損（設置後半年）し、メンテナンス

期間中に取り換えてもらうことはありました。 

＜小倉南区小Ｐ連＞ 

 設置業者は固定でしょうか。 

＜梅原＞ 

 いいえ、違います。私の所属校では、様々な会社から見積もりを取って選定しました。10

台のカメラを 50 万以下で設置してもらえることもあれば、240 万円かかることもあります。

費用補助にあたり、目安となる標準価格のようなものを財団にお教えする必要があるため、

おおよそカメラ２台（１テラ～２テラのハードディスク、各種システムと配線付き。５年間

メンテナンスフリー）60万円のものにしてはどうかと考えています。これは行政にも確認し

ます。なお、より安価なものがある場合、この限りではありません。いずれにしろ、見守り

カメラ設置を検討されている学校の方々に情報提供ができる環境を整えたいと考えています。 

＜八幡西区中 P連＞ 

 学校付近の家庭が映り込んでしまう場合のトラブルは生じませんでしたか。 

＜梅原＞ 

 私の所属校は学校の周りに住宅が無いため、大きな問題は生じませんでした。学校付近に

住宅が密集している場合、カメラの角度を工夫して住宅が映らないようにする必要がありま

す。また、場合によっては学校付近の住宅に説明が必要ではないかと考えます。 

＜八幡西小 P連＞ 

先ほど、カメラ２台（６０万円程度）を基準に財団から費用補助をいただけるとご説明い

ただきました。しかし、設置場所によって金額も変わると思います。３台設置しなければな

らないこともあり得ます。こういった場合でも、補助金額は固定価格でしょうか。 

＜梅原＞ 

 カメラ２台（６０万円）を基準台数にした理由は、PTAの人数が少ない学校（PTA 会費が

足りない）が設置可能な台数を想定したためです。そのため、学校規模によっては３台、４

台設置する必要が生じると思います。そのような場合は、必要台数の費用×3 分の２を北九

州市に負担いただき、財団からは補助上限金額を予め設定したうえで適切な価格を検討し、

補助金をお渡しすることになるのではないかと考えます。 

＜梅原＞ 

 アンケートを実施してよろしいでしょうか。 

 ＊反対なしのため、実施決定。 

 

4．連絡・報告事項 

 ①役員より 

 

 〇 日本 PTA「教育に関する保護者の意識調査」の協力校について 

    小学校＝木屋瀬小学校  中学校＝八児中学校 

＜会長＞ 

 協力校として、上記２校に決定いたしました。有難うございました。 

〇 任意加入・個人情報に関するアンケートについて 

＜会長＞ 

 本日時点での回収率が約半分の為、引き続きお待ちしております。 

〇 三 P協 「学ビバ！！FUKUOKA」の参加について 

＜会長＞ 

 令和３年度より、従来実施しておりました「Stop・ザ・非行ふくおか」から内容とタイト

ルを一新し、「学ビバ！！FUKUOKA」という研修会を企画及び実施することとなりました。

主幹協議会は福岡市 PTA 協議会です。13：30 より開催されます。北九州市からの現地参加

人数は 50 名までとなっております。市内 PTA の皆様にはオンライン配信をご案内します。

まだ開催概要等到着しておりませんので、後日お知らせいたします。 

〇 九ブロ理事会（リーガロイヤルホテル小倉 １０月２９日金曜日）について 



＜会長＞ 

 PTA 協議会の三役、母親代表、事務局で参加して参ります。 

 なお、前回会議でイメージキャラクターのネーミング投票を行い、多数決で「キタキュー

バーちゃん」という名称にしておりましたが、他協議会が「シーちゃん」「ケンピーちゃん」

ということであまりに統一感がなかったため、「バー」の部分を削除することとなりました。

投票にご協力いただきましたが、大変申し訳ございません。 

 〇 PTA単位 PTA活性化推進事業について（当日追加：レジュメ記載なし） 

＜会長＞ 

 戸畑区の大谷小学校さんから申し込みを頂いたため、先日教育財団主催で審査会を実施い

たしました。金額は未確定ですが、活性化推進事業として支援を行うことが決定いたしまし

た。「大谷子供教室」という子どもの居場所（ふれあいの場）の創出をねらいとした事業を検

討されているとの事です。 

 〇 コロナ禍による修学旅行の実施について（当日追加：レジュメ記載なし） 

＜会長＞ 

 10月～12月にかけて、修学旅行が実施される予定になっています。学校からの通知文によ

ると、参加予定児童がコロナ陽性になった場合、修学旅行自体が中止になることになってい

ます。学校によっては、旅行保険に加入することもあるようです。この旅行保険は学校負担

の場合、PTA が負担する場合など様々な事例があるとの事です。子どもたちは自分が罹患す

ると修学旅行自体が中止になる、というプレッシャーを抱えているようです。 

 

② 連合会より 

＜小倉北区小 P連＞ 

 令和元年度より、各区連合会で実施される研修会及びスポーツ大会等を北九州市教育委員

会の共催とすることができず、共催申請の対象は「全体を対象としたもの」に限られること

となりました。そのため、会場予約（通常半年前または三カ月前からの抽選予約であるが、

共催決定書があれば１年前から予約可能）・会場使用料（共催であれば半額または全額）とも

に苦労しています。特に会場予約については困っています。 

 また、貸し切りを行った前後の週は共催でない一般では貸し切りを行うことができません。

PTA 関係のイベントは夏または冬に実施されますが、他のスポーツ団体の大会等も同時期に

行われるため、事実上実施不可能な状態に陥っています。 

 今後の持続的な実施可能な状況づくりを行いたいし、共催が難しくてもせめて後援はいた

だけるようにならないかと考えています。 

 最後に、他の連合会は共催が下りなくなった令和元年度以降、各種イベントをどのように

行っているのか教えてほしいです。 

＜梅原＞ 

 若松区はバレーボール・ソフトボールを実施しています。若松区にはコスモグランドとい

う場所がございますが、担当の方から「市の主催事業でなければ予約できません」とお断り

されてしまいました。若松の現状としては、行事自体を廃止しようという動きになっていま

す。 

＜戸畑区小 P連＞ 

 バレーボール・ボウリング大会などを実施していました。 

＜有江＞ 

 共催・後援については、何か良い方法がないか調査してみたいと思います。 

 

＜小倉北区中 P連＞ 特になし 

＜小倉南区小 P連＞ 特になし 

＜小倉南区中 P連＞ 

 個人情報の取扱い、任意加入問題について市議会でも取り上げられていると伺いました。

来年度どのように取り扱うか吟味しているところです。 

＜門司区小 P連＞ 

 ９月に初めてオンライン会議を行いました。問題なく会議を行うことができました。１１

月に会議を予定しておりますので、任意加入及び個人情報保護について取り上げたいと考え

ています。 

＜門司区中 P連＞ 特になし 

＜戸畑区小 P連＞ 



 9月 16日（木）にオンラインで会長会、母代会議を行いました。12月 11日（土）に家庭

教育学級の戸畑区版のような位置づけで子育て支援研修会を実施する予定になっております。

できれば開催して、見逃し配信などご用意したいと考えています。 

＜戸畑区中Ｐ連＞ 

 大きな動きはありませんが、11月の連合会会議に有江常務をお招きし、子ども未来会議の

件、任意加入の件などについて話をしたいと考えております。 

 また、球技大会を中止する予定でしたが、日Ｐ大会の活動で戸畑区小中Ｐ連がとてもよく

まとまったため、合同球技大会を開催できないかという話が持ち上がっています。 

＜八幡東区小 P連＞ 

 9月 16日（木）にオンライン会議を実施し、三浦会長にご出席いただきました。Zoom会

議には初めて校長先生にもご参加いただきました。 

 スポーツ大会は今年度、中止になっています。 

＜八幡東区中 P連（代理：古森）＞ 

 例年実施していたスポーツ大会は実施しない、とおっしゃっていました。 

＜八幡西区小 P連＞ 

 ７月に中止になってしまった会長会の代替日を計画しています。 

＜八幡西区中Ｐ連＞ 

 9月 11日（土）にオンライン会議を実施しました。次回の連合会理事会は 10月 23日（土）

の予定です。継続してオンライン会議のシステムを活用できており、使い方が分かってきま

したので、ＰＴＡ役員が参加できる相談会などを開催できたらよいと話しているところです。

例年実施してきたボウリング等、懇親会等は実施していません。 

＜特別支援学校＞ 

 10月 1日（金）にオンラインで連合会理事会を実施しました。今年度の研修大会は日Ｐ大

会のため行わないこととしています。昨年の研修大会をオンラインで実施できたという実績

がありますので、来年度どのように実施していくか検討していこうと考えています。 

 また、9月の市議会で「ＰＴＡ在り方検討委員会」について取り上げられたと伺いました。

校長会のご報告を受けて理事会を開く予定です。 

 

③ 校長会より 

＜小学校校長会＞ 

 緊急事態宣言が解除されたため、40 分授業が 45 分授業に戻り、４校時授業が 6 校時授業

に復帰いたしました。しかし、完全に終息したわけではありません。特に小学生はワクチン

の接種ができておりませんので、引き続き緊張感をもって感染対策を行っていきたいと思っ

ています。行事の自主緩和も始まっていますが、学校の実態に応じて徐々に、地道に行われ

ていくと思います。自然教室の実施についてはまだ目途が立っていませんが、修学旅行は出

発前にＰＣＲ検査が実施されます。 

＜中学校校長会＞ 

 中学校の修学旅行については、今年度は１泊２日または日帰りを１～２回のいずれかで実

施される予定です。令和４年度より「修学旅行団」を解団し、各学校ごとに時期・場所を選

んで実施されることになります。デメリットとしては、団を組むことにより JR特急料金免除

の対象外となり、加算されます。費用の切りつめが必要になるため、関西方面にこだわらず

九州等他地域が選定されることもあり、各学校で工夫を凝らして実施されることと思います。 

 部活動について、１０月１日以前より大会二週間前から活動を再開しております。１０月

１日より全部活動を解禁していますが、県大会以上の大会に出場する場合、任意のＰＣＲ検

査を呼びかけ、安全を確保しながら大会に参加できるようにしております。 

 体育大会の練習を行っていると痛感しますが、生徒たちの体力の低下がみられる生徒が非

常に多く見受けられます。熱中症になる生徒さんもいらっしゃいます。ご家庭でもフォロー

アップいただけますようお願いいたします。 

 

④ 常置委員会の活動報告 

＜母親委員会＞ 

 9月 13日（水）に Zoom会議を行いました。講演会に向けての講師選定を行いました。11

月 8日（月）にハイブリッド型の会議を予定しております。 

 

＜研修委員会＞ 



研修委員会の委員全体を対象とした会議は実施できておりませんが、9月 27日（月）に研

修委員長、副委員長、有江常務でハイブリッド会議を行いました。今年度の研修委員会の進

め方、個人情報保護、任意加入、連合会活動費の使用用途などを話し合いました。 

総務委員会が実施されているアンケート結果を基によい研修会を開いていきたいです。 

＜総務委員会＞ 

 到着済みのアンケートを集計し、未提出の学校に呼び掛けてアンケートの提出をお願いし

たいと思います。 

＜広報委員会＞ 

 現在、P協新聞を作成中です。皆さまご協力いただき有難うございます。9月 1日に Zoom

会議を行いました。10月 6日（水）に委員会会議を予定しております。この日に初校が出来

上がる予定ですので、委員会内で確認し、原稿ができあがり次第皆さんに確認をお願いした

いと思います。宜しくお願いします。 

 

⑤ 事務局より 

・１０月・１１月行事予定 

次回  会長・副会長等会 １０月１８日（月）１８：３０～ ３F ３１学習室 

次々回 会長・副会長等会 １１月 １日（月）１８：００～ ３F ３１学習室 

次回 役員会      １１月 １日（月）１９：００～ ３F ３１学習室 

 

⑥ 質疑応答 なし  


