
第 4 回役員・理事会 報告 

平成 27 年度 北九州市ＰＴＡ協議会  

 

 

 

○ 平成 27 年 10 月 5 日（月） 役員会 18:00～  理事会 19:30～  

○ 北九州市立生涯学習総合センター  21 学習室 

出席者（敬称略） 曽我部・廣木・大峯・金田・植木・中井・寺田・中村(邦)・今井・坂

井・村島・多田・新庄・上田・大石・野瀨・遠嶋・新澤・藤田・大岩根・中村(哲)・内

田・渡邊・宗・佐藤・上谷・江藤・岡本・境・高田・眞鍋・田中・岩崎・中堀・濵田・

小野・松永・安元・久保・    

    事務局…久保川・岡本・今永  

                                                                       

○ 議  事  

  議事録署名人と「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  新澤  議事録署名人 岡本・境  

 

１． 会長あいさつ  

  北九州市ＰＴＡ協議会の会長として、いろいろな会議に出席しています。先日は、部

活動在り方検討委員会に出席させていただき、Ｐ協で取り組んでいる「ネットモラル１

０ヵ条」のお話をしました。私たちは、北九州市の子ども達のために何ができるのでし

ょうか。また、何をしなければいけないのでしょうか。私はいつもそのことを考えてい

ます。ＰＴＡ協議会の理事会は、北九州市の教育の中椎を担う役割があります。北九州

市のリーダーとして、理事構成メンバーの皆さまにいろいろなご意見を頂きながら子ど

もたちの素敵な笑顔のために邁進していきます。皆様方のご理解ご協力をどうぞよろし

くお願い申し上げます。  

 

   

≪理事会来訪者説明≫ 
・教育委員会指導第一課  

≪配布物≫ 
・子どもひまわり学習塾 
・日本ＰＴＡ新聞 
・10 月 11 月行事予定表 



   ２．  審議事項  

①「第１１回Ｓｔｏｐ・ザ・非行  ふくおか」 北九州市大会   

 平成２８年７月３０日  北九州で開催予定ですが、講師の選定をしています。推薦があ

りましたら 10 月 20 日までに事務局にご連絡ください。  

 

３． 協議事項  

① 第６０回九州ブロックＰＴＡ研究大会  福岡市大会は １０月２４日(土)、２５日(日) 

 に開催されます。  

北九州ナイツは、１０月２４日(土) １９時～２１時  ヒルトン福岡シーホークにて行

います。  

参加申込み者数は２４５名です。    

※会費 (６０００円) は、学校単位でまとめ、当日受付で徴収します。  

※出し物の希望はありませんか。  

 ＜多田副会長＞  

  参加証が本日届きましたので、各単Ｐに学校メールで送付します。区の連合会長にお

渡し配布をお願いしている分もあるようです。  

  参加証は必ず、持参してくださいとのことでした。参加証がなければ、入場できない

そうです。  

   

② 小学校新聞発行について    

 ＜会長＞  

   Ｐ協新聞を作成しているＡＭＣという会社の方から、小学校新聞をつくりましょう

というお話をいただきました。情報を共有する手段としてはぜひ進めていきたいと考



えました。小倉南区校長会、北九州市校長会の校長先生方ともお話させていただきま

した。個人情報の問題、著作権の問題等もあり、実施するにはクリアしなければいけ

ない問題もたくさんあります。メリットよりデメリットの方が多いというご意見もい

ただきました。情報共有の手段として、より良い形で進めて行けるように慎重に取り

組んでいこうと思います。  

 

③ 今後のＰＴＡ協議会のあり方  

＜会長＞  

各区連合会に出向いてＰＴＡ協議会のあり方の説明をしています。理事構成メンバ

ーの皆様方とコンセンサスをとらせていただきたいと思います。  

PTA 活動は単位 PTA 主権であります。単位 PTA が活性化するために連合会また北

九  

    州市 PTA 協議会が存在すると考えています。単位 PTA でできないことを連合会、連

合会でできないことを PTA 協議会でサポートしていくべきだと思っています。連絡協

議会としてあるべく姿を強固なものにしていきたいと考えています。  

   総務委員会では子どもたちの安心安全な地域を創造するために 201 単位 PTA 会長の

メーリングリストみたいなものを構築してリアルタイムに情報共有ができるようにし

ていきたいと思います。  

   教育環境委員会では引き続き携帯・スマホ夜 10 時電源 OFF 運動を推進し、ガイド

ラインの作成。また先日、読書推進条例が制定されました。我々PTA 協議会でも読書

を通じて子供たちの学力向上につなげていけるものを構築していきます。  

   研修委員会では会長・副会長研修や会員の研修の充実を図ります。また、役員以外

の会員研修も考えていきたいと思っています。  



   以上が本年度の運動指針です。ご理解ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

   

④ 今後の単位ＰＴＡ活性化推進事業のあり方 

   １０月２０日(火)に、平成２８年度の単位ＰＴＡ活性化推進事業について、基金運

営委員会を開催する予定です。来年度は、申込みしたい学校の関係者にお集まりいた

だき、説明会を開催するようになりそうです。そして、申込みをいただき、それぞれ

の学校がどのような取組をしようとしているのかお聞きするヒヤリング・審査会をす

る案が出ています。来月の理事会では、具体的なお話ができると思います。  

   

⑤ 平成２７年度「ＰＴＡ組織運営事例集」における事例の推薦について  

   日本ＰＴＡ全国協議会では、所属している 62 協議会から事例を出していただき、「Ｐ

ＴＡ組織運営事例集」を発刊することになりました。  

   九Ｐ大会分科会の発表校の２事例(黒崎中央小学校・二島中学校)を北九州市の代表

として推薦いたします。皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。  

 

４． 連絡・報告事項  

① 役員より  

○「第１１回Ｓｔｏｐ・ザ・非行  ふくおか」 北九州市大会のお知らせ   

  平成２８年７月３０日（土）  北九州市芸術劇場大ホールにて開催予定  

  ご協力いただくことになると思います。よろしくお願いいたします。  

  ○指定都市ＰＴＡ情報交換会神戸大会報告   ９月１７日(木)、１８日(金)  ６名参加 

  ＜植木副会長＞  

  地域交流・・・神戸大会で学んだことをこれから生かしていきたいです。  



  ＜中村副会長＞  

  生涯学習活動・・・4 グループに分かれて研修でした。ネットモラルのグループに参加

しました。子どもの方が親よりもネット社会についていけている現

状、スマホの事についていろいろと話を聞きました。スマホの怖さ

も含めて、親も学ばなければならないと思いました。  

  ＜事務局長＞・・・指定都市の事務局長と情報交換をしました。ＰＴＡ向けに、ハンド

ブックを作っている指定都市がありました。さっそく、北九州市で

もＰＴＡハンドブックを作ろうと、今、作成している途中です。  

また、平成３０年度には、その大会を北九州ですることになりま

す。  

   

○四Ｐ教育交流会報告  (県Ｐ、福岡市Ｐ、北九州市Ｐ、県高Ｐ) 

９月２５日（金）１５：００～   北九州市ＰＴＡ協議会  ＡＢ会議室  １４名参加  

＜坂井副会長＞  

  ワールドカフェ形式で研修を行いました。「思春期」をテーマに話し合いをしました。 

 自分たちの思春期はどうだったのか。思春期の子ども達に、どんな環境をつくれるのか  

 話し合いをしました。とてもよい研修内容だったと思います。今回は小学校・中学校・

高等学校でのコミュニケーションを図る目的でもとても有意義な研修になりました。  

 

②常置委員会活動報告  

 総務委員会  

＜中井副会長＞  

9 月 10 日に第 1 回の会議を行いました。  



情報共有について  

  各単位ＰＴＡの会長とコミュニケーションを取りたいと思っています。  

  各学校の単位ＰＴＡの会長さんとの連携を取るために、メーリングリストを作ってみた

らという意見もありました。  

 

教育環境委員会  

  ＜岩崎理事・田中理事＞  

○中学校はネットモラルガイドラインの作成  

資料をもとに 1 時間ぐらい話しました。年度内に作り上げて、皆さんにお見せしたい

です。  

○小学校は読書を通じての学力向上について  

どうすれば、子どもが読書をするのか、取り組み等を考えていきたいです。  

 

母親委員会  

＜上田副会長＞  

○9 月 28 日（月）第 3 回委員会を開催しました。  

○北九州ナイツの受付は北九州ナイツに参加する母親委員で行います。  

○小学校 4 年生、中学校 2 年生の子どもたち、保護者に向けてアンケートを作成していま

す。  

 

＜研修委員会＞  

○9 月 15 日（火）に第 3 回委員会を行いました。  

これからの活動について話し合いました。  



一般会員への研修を考えています。ＰＴＡを知る、食育等いろんなテーマがあっていいと

思います。来年度に向けて考えていけたらいいと思っています。子どもたちのためになる

ような研修を立ち上げたいです。  

○第 2 回会長・副会長・役員研修会は平成 28 年 2 月 14 日（日）ホテルクラウンパレス小

倉で開催予定です。  

○指導者研修会は平成 28 年 5 月 14 日（土）ウエルとばたで予定しています。  

次の会議は 10 月 27 日（火）に開催いたします。  

 

③ 各連合会報告  

  ＜八幡西区中Ｐ連＞ 

 11 月 14 日（土）グラウンドゴルフ大会を穴生ドームで行います。  

  Ｐ協からも参加していただきたい。  

 ＜若松区小Ｐ連＞  

  ソフトボール大会の参加、ご協力ありがとうございました。  

 ＜八幡東区小Ｐ連＞  

  10 月 17 日スポーツ大会を行います。  

今年は「河内貯水池を歩こう！」です。  

12 月 12 日（土）に小中合同のボウリング大会を開催します。  

 

④ 校長会より  

 ＜中学校＞  

  10 月 24 日から 11 月 8 日まで、学校開放週間です。  

  他の学校にも自由に見に行けるので、それぞれの学校の違いを見ていただけます。簡



単な手続きで入れます。  

  11 月 1 日から 3 日に文化祭を実施する予定です。  

  これから、進路説明会を実施します。  

  全日本中学校研究協議会が 28 日、29 日に福岡サンパレスで行われます。  

 

 ＜特別支援学校＞  

 これから運動会が行われます。高等部は合同技能発表会が行われます。  

 

⑤ 各種行政関係出向より報告   

 ＜新庄副会長＞  

 ・人権啓発映画制作委員会に出席しました。10 月 20 日にも会議が開催されます。  

 ・ワークライフバランス推進懇話会に出席しました。  

 介護休暇、ワークライフバランス新聞について等、話し合いました。  

 

⑥ 事務局より  

・三行詩について  

 ご応募、ありがとうございました。審査結果を、日Ｐに送ります。  

・ＰＴＡハンドブックについて  

 ＰＴＡ会員全員に配布できるようにわかりやすいものを作成中です。  

・１０月・１１月  行事予定表  

 

⑦ その他  

＜会長＞  



・連合会の会議に伺います。  

10 月 7 日： 門司中Ｐ連、10 月 8 日： 小倉南中Ｐ連、10 月 15 日： 小倉南区小Ｐ連  

   

※  第９回役員会・・・１０月１９日（月）19 時 00 分～  生涯学習総合センター   ３Ｆ  絵画室  

※  第１０回役員会・・・１１月 ２日（月）18 時 00 分～  生涯学習総合センター   ３Ｆ  絵画室  

※  第 ５回理事会・・・１１月 ２日（月）19 時 30 分～  生涯学習総合センター   ２F 2１学習室  

 


