
平成２８年度 事業報告 
 

●運営委員会 

４月１１日（月） 第１回  役員会 

 ４月１２日（火） 平成２７年度会計監査 ／ 神肢Ｐ連  平成２７年度第５回理事会 

 ４月１４日（木） 第１回  運営委員会 

 ４月１５日（金） キャマラード後援会 会計監査 

 ４月２５日（月） ＰＴＡ定例総会 

 ５月 ６日（金） 運営委員会だより No.１発行 

市Ｐ連  第 1回理事会・平成２８年度総会・歓送迎会 

 ５月 ９日（月） 第２回  役員会 

 ５月１１日（水） 関肢Ｐ連  平成２８年度総会 

５月１２日（木） 全肢Ｐ連 理事会 

５月１３日（金） 神肢Ｐ連  平成２８年度総会 

５月２３日（月） キャマラード後援会 新旧担当者顔合わせ 

５月２４日（火） 第２回  運営委員会 

 ６月 ６日（月） 第３回  役員会 

６月 ７日（火） あんしんノート講習会 

６月 ９日（木） 運営委員会だよりNo.２発行 ／ 神肢Ｐ連  第１回理事会 

６月２０日（月） 第３回  運営委員会 

６月２１日（火） 市Ｐ連  第２回理事会 

６月２９日（水） ＮＰＯ法人「きてん」総会 

 ７月 ６日（水） 第４回  役員会 

７月 ７日（木） 神肢Ｐ連 第２回理事会 

 ７月１５日（金） キャマラード後援会 物品販売 

７月１９日（火） 第４回 運営委員会 

７月２３日（土） 夏のつどい 

７月３０日（土）・３１日（日）全肢連「全国大会」・関肢連「神奈川大会」参加 

 ７月３１日（日）・８月１日（月） 関肢Ｐ連「埼玉大会」参加 

 ８月２３日（火）・２４日（水） 全肢Ｐ連「宮城大会」参加 

９月 ８日（木） 第５回 役員会 

９月１５日（木） 神肢Ｐ連 第１回研修会「要望書につながる話し合い」 

９月２０日（火） 第５回 運営委員会 

９月２７日（火） 市Ｐ連 第１回研修会「分科会」 

９月３０日（金） 運営委員会だよりNo.３発行 

１０月 ６日（木） 第６回 役員会 

１０月１７日（月） 第６回 運営委員会 

１０月１８日（火） 運営委員会だより号外発行 

１０月２１日（金） ＰＴＡバザー 

１０月２５日（火） 神肢Ｐ連 第３回理事会 

１１月 ４日（金） 市Ｐ連 第３回理事会 

１１月 ９日（水） 会計監査 

１１月１０日（木） 神肢Ｐ連 第２回研修会「災害の備えを考える」 

１１月１１日（金） キャマラード後援会 物品販売 

１１月１５日（火） 第７回 役員会 

１１月２４日（木） 第７回 運営委員会 



１１月３０日（水） ＮＰＯ法人「きてん」運営委員会 ／ 横浜市教育委員会へ神肢Ｐ連の要望書提出 

１２月 ６日（火） 第８回 役員会 

１２月 ７日（水） 運営委員会だより No.４発行 

１２月１６日（金） キャマラード後援会 物品販売 

１月１１日（水） 関肢Ｐ連 理事会 

１月１２日（木） 第９回 役員会 

１月２３日（月） 市Ｐ連 第２回研修会「紺野大輝氏 講演」 

１月２６日（木） 第８回 運営委員会 

１月２７日（金） 平成２８年度紙面総会発行 

 ２月 １日（水） 第１０回 役員会 

２月 ３日（金） 運営委員会だよりNo.５発行 

２月 ７日（火） 市Ｐ連 第４回理事会 

２月 ９日（木） 感謝状贈呈式及び平成２９年度常任委員顔合わせ 

２月１３日（月） 第９回 運営委員会 

２月１４日（火） 神肢Ｐ連 第４回理事会 

３月 ２日（木） 第１０回 運営委員会 

３月 ３日（金） 運営委員会だよりNo.６発行 

３月 ６日（月） 会計監査 

３月 ９日（木） 第１１回 役員会 

３月１１日（土） 同窓会解散式 出席 

３月２９日（水） ＮＰＯ法人「きてん」運営委員会 

 

 

 

●学年学級委員会 
４月１９日（火） 第１回  委員会：自己紹介 

「ＰＴＡ交流会」について 

「ＰＴＡバザー」売り場担当決め 

５月１７日（火） 第２回  委員会：「ＰＴＡ交流会」準備 

「ＰＴＡバザー」提供品募集について 他 

６月 ９日（木） 第３回  委員会：「ＰＴＡ交流会」当日スケジュール確認 

                 「ＰＴＡバザー」売り場備品数希望 他 

７月１２日（火） 「ＰＴＡ交流会」開催 

第４回 委員会：「ＰＴＡ交流会」反省 

「ＰＴＡバザー」準備 

９月１５日（木） 第５回  委員会：「ＰＴＡバザー」提供品の仕分け、バス運搬 他 

１０月 ６日（木） 第６回  委員会：「ＰＴＡバザー」前日・当日スケジュールの確認 

１０月２０日（木） 「ＰＴＡバザー」前日準備：当日スケジュール最終確認、物品移動、会場準備 

１０月２１日（金） 「ＰＴＡバザー」開催：売り場総括 

１１月 ８日（火） 第７回  委員会：「ＰＴＡバザー」反省 

ふれあい基金について、ベルマーク活動 

 ２月１４日（火） 第８回  委員会：１年間の反省・感想 

 

 

 



●成人教育委員会 
４月２０日（水） 第１回  委員会：年間計画、各行事担当決め 

「新入ＰＴＡ会員歓迎会」について 

５月１６日（月） 第２回  委員会：「新入ＰＴＡ会員歓迎会」について 

５月２３日（月） 「新入ＰＴＡ会員歓迎会」開催  

６月 ７日（火） 第３回  委員会：「新入ＰＴＡ会員歓迎会」の反省 

給食試食会について 

「ＰＴＡバザー」駐車場係について 

「卒業生を祝う会」について 

７月 ５日（火） 第４回  委員会：「ＰＴＡバザー」駐車場係について 

                 「レジンで作るアクセサリー体験」について 

９月 ５日（月） 第５回  委員会：「ＰＴＡバザー」駐車場打ち合わせ 

９月２７日（火） 市Ｐ連 第１回研修会「分科会」 

１０月 ７日（金） 第６回 委員会：「ＰＴＡバザー」打ち合わせ、準備 

                  「レジンで作るアクセサリー体験」について 

１０月２０日（木） 第７回 委員会：「ＰＴＡバザー」駐車場配置確認、前日準備 

１０月２１日（金）  「ＰＴＡバザー」駐車場統括 

１１月１４日（月） 第８回 委員会：「ＰＴＡバザー」反省 

「レジンで作るアクセサリー体験」について 

「卒業を祝う会」について 

１２月 ６日（火） 「レジンで作るアクセサリー体験」開催 

１月１１日（水） 第９回 委員会：「レジンで作るアクセサリー体験」の反省 

「卒業を祝う会」について 

 ２月 ７日（火） 「卒業を祝う会」開催 

 ２月２２日（水） 第１０回 委員会：「卒業を祝う会」の反省 

 

 

●広報委員会 
 ４月２０日（水） 第１回 委員会：新転入生紹介号・教職員紹介号について 

５月２３日（月） 第２回 委員会：各広報誌担当決め 

５月２７日（金） 『新転入生紹介号（号外）』『教職員紹介号（号外）』発行 

６月 ８日（水） 第３回 委員会：広報誌１２４号について 

                  「ＰＴＡバザー」ポスター・チラシについて 

７月１３日（水） 第４回 委員会：広報誌１２４号外部送付準備 

                  「ＰＴＡバザー」ポスター・チラシデザイン決定 

７月２１日（木） 広報誌『かみすげた１２４号』発行 

９月１４日（水） 第５回 委員会：広報誌１２５号について 

「ＰＴＡバザー」ポスター掲示 

「ＰＴＡバザー」ポスティングチラシについて 

９月２７日（火） 市Ｐ連 第１回研修会「分科会」 

１１月 ９日（水） 第６回 委員会：「ＰＴＡバザー」報告ポスター掲示 

 １月２５日（水） 第７回 委員会：広報誌１２５号外部送付準備 

１月２６日（木） 広報誌『かみすげた１２５号』発行 

２月２８日（火） 第８回 委員会：広報誌１２６号配付準備 

３月 １日（水） 広報誌『かみすげた１２６号 卒業おめでとう号』発行 



●進路委員会 
 ４月２１日（木） 第１回 委員会：年間活動担当決め 

                  「施設見学会」見学先・日程候補について 

５月１９日（木） 第２回 委員会：「施設見学会」見学先・日程決定 

                  「子どもたちの進路を考える会」内容検討・日程候補について 

６月１０日（金） 第３回 委員会：「施設見学会」について 

７月 ４日（月） 「施設見学会」開催 

９月１５日（木） 第４回 委員会：「施設見学会」反省 

                  「ＰＴＡバザー」役割分担決め、作業所への案内文書発送準備 

                  「子どもたちの進路を考える会」日程・講師決定 

９月２７日（火） 市Ｐ連 第１回研修会「分科会」 

１０月１８日（火） 第５回 委員会：「ＰＴＡバザー」準備 

                  「子どもたちの進路を考える会」について 

                  「あしあと」内容検討 

１１月１７日（木） 第６回 委員会：「ＰＴＡバザー」反省 

                  「子どもたちの進路を考える会」準備 

                  「あしあと」準備 

１１月２９日（火） 「子どもたちの進路を考える会」開催 

１２月１９日（月） 第７回 委員会：「子どもたちの進路を考える会」反省 

                  「あしあと」作成 

 ２月 ６日（月） 第８回 委員会：「あしあと」印刷・仕分け作業 

 ２月 ７日（火） 「あしあと」発行 

 

 

●推薦委員会 
９月１５日（木） 第１回 委員会：活動予定について 

１０月２０日（木） 推薦書配布 

１１月 ８日（火） 第２回 委員会：推薦書集計 

１２月 ２日（金） 第３回 委員会：役員検討 

１２月 ９日（金） 第４回 委員会：役員検討 

１月２６日（木） 第８回運営委員会にて新役員候補者報告 

 ２月１６日（木） 第５回 委員会：反省・感想 

 

 

●ベルマーク活動 
年間数回 各委員会集計作業、テトラパック・インクカートリッジ発送 

  １２月 ベルマーク財団へ点数を発送  

３月 ハンズフリーメガホン購入 


