《北海道ＰＴＡ連合会会務報告》 ２０２2 年４月１日以降
４月５日（火）
６日（水）

北海道アレルギー疾患医療連絡協議会（書面開催） 松浦次長
関係機関挨拶回り（道教委、道小、道中、道公教） 事務局

15 日（金）

第２回監査委員会 菊川会長、成田副会長、監査委員、事務局

20 日（水）

教育振興助成応募締切

21 日（木）

道Ｐ連表彰候補、広報活動研修会開催地報告締切

23 日（土）

第９回役員会

５月６日（金）
９日（月）

２号様式・ブロック代表子育て委員報告締切
教師代表委員会 新教師代表・事務局

10 日（火）

「社会を明るくする運動」北海道推進委員会（書面開催）出村局員

11 日（水）

「安全安心なまちづくり」道民の集い 菊川会長

13 日（金）

北海道教育振興会定期総会（オンライン）
菊川会長・池上子育て委員

19 日（木）

１・４・５・６号様式、理事会・総会等の議長
・議事録署名人報告締切

20 日（金）

日Ｐブロック協議会会長会、公益目的事業推進室会議 菊川会長

24 日（火）

令和４年度札幌市ＰＴＡ協議会定期総会 菊川会長
読書推進運動協議会総会（書面開催） 菊川会長

25 日（水）

ブロック代表子育て委員予定者会（書面開催）
新子育て委員、事務局
北海道教育振興会第１回常任理事会（オンライン）
池上子育て委員

26 日（木）

北海道教育推進会議高等学校専門部会（オンライン）
金田副会長

27 日（金）

令和４年度優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰に係る候補団体選考会議
（オンライン） 平田局長

30 日（月）
６月３日（金）
10 日（金）

広報活動研修会（函館市）
道青少年育成協議会理事会 平田局長
第 10 回役員会
役員予定者会
正副委員長予定者会
新旧役員情報交換会

11 日（土）

北海道ＰＴＡ安全互助会総会
第１回理事会
令和４年度 定期総会
第１回ブロック連絡会

６月 17 日（金）

広報活動研修会（苫小牧市）

18 日（土）

第１回学校保健会評議員会

21 日（火）

日Ｐ協定時総会、懇親会

菊川会長

22 日（水）

日Ｐ協研修会

菊川会長

23 日（木）

平田局長

「北海道教育の日」総会

松浦次長

24 日（金）

三行詩道Ｐ連締切

27 日（月）

いじめ問題審議会

三澤参与

学校給食会総会

出村局員

７月２日（土）
４日（月）

広報活動研修会（釧路市）
公立高等学校入学者選抜改善の検討に係る懇談会
野中元子育て委員
第１回北海道実践的安全教育モデル構築推進委員会
（オンライン）堀江副会長
第 1 回新たな「特別支援教育に関する基本方針」
の策定に向けた検討会議（オンライン）
平田局長

８日（金）

三行詩コンクール審査会

廣瀬副会長、谷渕副会長

工藤副会長、加藤教師代表、平田局長
学校保健審議会
９日（土）

三澤参与

第１回役員会
正副委員長会
第１回委員会

委員会分散交流会（３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
地区別懇談会
役員・理事・子育て委員等情報交換会
７月 15 日（月）
16 日（土）

会報 214 号発行
道教委との教育懇談会
第２回役員会
北海道ブロック協議会役員会
北海道ブロック情報交換会

令和４年度

会 務 報 告

７月 18 日以降

７月 18 日（月）十勝管内Ｐ連地区研・子育て研
20 日（水）第１回北海道自殺対策連絡会議（書面開催）

平田局長

21 日（木）日Ｐブロック協議会会長会

菊川会長

日Ｐ協委員会

菊川会長

日Ｐ協議会連絡会

菊川会長
平田局長

日Ｐ協懇親会

菊川会長
平田局長

22 日（金）日Ｐ協議会代表者会

菊川会長

日Ｐ協議会懇談会

菊川会長、後藤副会長、谷渕副会長

30 日（土）広報活動研修会（旭川市）
８月３日（水）第４回北海道教育推進会議高等学校専門部会（オンライン）

金田参与
萩澤顧問

17 日（水）教育推進会議

萩澤顧問

18 日（木）幼児教育推進協議会（オンライン）

菊川会長

20 日（土）上川南部Ｐ連子育て研（オンライン）
22 日（火）前期会費納入締切
23 日（火）道犯罪のない安全で安心な地域づくり賞懇談会

谷渕副会長

26 日（金）～27 日（土） 日Ｐ全国研究大会山形大会
菊川会長、廣瀬副会長、堀江副会長、駒野副会長、事務局
27 日（土）上川北部Ｐ連地区研・子育て研（オンライン）
28 日（日）後志Ｐ連地区研・子育て研
根室地方Ｐ連地区研・子育て研（オンライン）
29 日（月）新たな特別支援教育に関する基本方針の策定に向けた検討会議（オンライン）
平田局長
30 日（火）部活動関係者会議

後藤副会長

９月１日（木）北海道教育推進会議高等学校専門部会（オンライン）
２日（金）北海道青少年育成大会

金田参与
出村局員

３日（土）第２回正副委員長会
第３回役員会
小樽市子育て研
オホーツク北見大会提言収録
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会務報告（９月４日以降）
９月４日（日）旭川市Ｐ連母（子育て）研（旭川市）
函館市Ｐ連地区研（書面開催）
オホーツク北見大会提言収録（帯広市）
オホーツク北見大会提言収録（札幌市）
菊川会長、吉田副会長、平田局長、松浦次長、谷垣統括
６日（火）オホーツク北見大会提言収録（北見市）
10 日（土）オホーツク北見大会提言収録（札幌市）平田局長、松浦次長、谷垣統括
15 日（木）北海道社会教育委員会・生涯学習審議会

平田局長

17 日（土）１ブロック第３回ブロック連絡会（小樽市）
18 日（日）日Ｐ臨時ブロック代表者会（オンライン）

菊川会長

21 日（水）
「北海道教育の日」幹事会

松浦次長

23 日（金）留萌管内Ｐ連地区研・子育て研（オンライン）
（小平町）
24 日（土）オホーツク西部地区地区研（遠軽町）
27 日（火）道立近代美術館協議会

三澤参与

北海道交通事故対策検討委員会

平田局長

10 月１日（土）臨時役員会（オンライン）
４日（火）釧路市Ｐ連子育て研（オンライン）
７日（水）日Ｐ会長 道Ｐ連訪問

菊川会長、平田局長

８日（土）～９日（日）
第 69 回日Ｐ道ブロ研究大会オホーツク北見大会（北見市）
オホーツク中部地区Ｐ連地区研・子育て研（北見市）
大会リハーサル(北見市)
５ブロック第３回ブロック連絡会（北見市）
会長、後藤副会長、濱口副会長、橋本副会長、事務局
11 日（火）道犯罪のない安全で安心なまちづくりの日道民の集い
菊川会長、谷渕副会長、出村局員
社会教育団体へのヒアリング
15 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
・子育て委員会
分散交流会（３委員会）
道教委との教育懇談会

平田局長、出村局員、谷垣統括

10 月 20 日（木）日Ｐ協議会委員会

菊川会長

日Ｐ協議会代表者会

菊川会長

22 日（土）南空知Ｐ連子育て研（オンライン）
釧路市Ｐ連地区研（釧路市）
23 日（日）渡島Ｐ連地区研・子育て研（森町）
25 日（火）小樽市Ｐ連地区研（小樽市）
27 日（木）北海道教育会議運営委員会（オンライン）

松浦次長

30 日（日）３ブロック第３回ブロック連絡会（北斗市）
菊川会長、後藤副会長、谷垣統括
11 月１日（火）令和４年度「北海道教育の日」制定記念行事

松浦次長

４日（金）稚内市連Ｐ地区研・子育て研
５日（土）南空知Ｐ連地区研（オンライン）
６日（日）旭川市Ｐ連地区研
８日（火）４ブロック第３回ブロック連絡会（むかわ町）～中止
９日（水）第２回北海道自殺対策連絡会議（書面開催）
11 日（金）第１回監査委員会（中間監査）

菊川会長、廣瀬副会長、監査委員

函館市Ｐ連・子育て研修会
12 日（土）第２回教師代表委員会（第１回研究集録編集委員会）
第４回正副委員長会
第５回役員会
石狩管内Ｐ連地区研・子育て研（恵庭市）
胆振西部Ｐ連地区研（壮瞥町）

平田局長

会務報告（11 月 13 日の第５回役員会以降）
11 月 13 日（日）

宗谷管内Ｐ連地区研連地区研・子育て研（豊富町）
北空知Ｐ連地区研・子育て研（赤平市）
釧路管内Ｐ連地区研・子育て研（浜中町＋オンライン）
日高地区Ｐ連地区研・子育て研（浦河町）

14 日（月）

第３回部活動関係者会議（オンライン）

後藤副会長

いじめ問題対策連絡協議会

松浦次長

17 日（木）

北海道・東北ブロック連絡調整会議

菊川会長

18 日（金）

令和４年度日Ｐ年次表彰式・広報紙コンクール表彰式・祝賀会
菊川会長、受賞者、平田局長
上川南部地区研（上川小、紙面交流）

19 日（土）

２ブロック第３回ブロック連絡会（旭川市）
菊川会長、後藤副会長、濱口副会長、橋本副会長、出村局員
オホーツク東部地区Ｐ連地区研（大空町）

22 日（火）

教員育成協議会（オンライン）

萩澤顧問

23 日（水）

小樽市Ｐ連教育功労者表彰式

菊川会長

24 日（木）

教育推進会議

萩澤顧問

26 日（土）

オホーツク東部地区Ｐ連子育て研（網走市）

27 日（日）

帯広市Ｐ連地区研連地区研・子育て研

12 月３日（土）

第６回役員会
第５回正副委員長会
第３回組織・連携委員会
第３回教育・環境委員会
委員会分散交流会（２委員会）
第３回子育て委員会
第２回理事会
役員・理事・子育て委員等情報交換会
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