
月　　日 会　　議 　・　会　合　名 場　　 　　所 内　　　　容
H27. 5．29 長野県ＰＴＡ連合会定期総会 信濃教育会館

6. 10 県Ｐ第１回理事会（年５回） 　　　〃
10 教育問題検討委員会（年４回）
11 県Ｐ郡市事務担当者会 　　　〃
18 改革委員会（年３回） 　　　〃

7． 2 常任理事会（年６回） 　　　〃
3 郡市Ｐ・単Ｐ支援委員会（年４回） 　　　〃

8. 21 日Ｐ全国研究大会札幌大会 北海道立総合体育センター 研究協議大会

22
　ひろがれ　この未来！　つながれ　親力！
～今　札幌から始まる　これからのPTA～ 　　　〃

　9.　7 県Ｐ第２回理事会 県松本合同庁舎
14 県小中校長会との懇談会 信濃教育会館
18 県Ｐ研究大会飯水大会 飯山市民会館
24 日Ｐ関東ブロック研究大会横浜大会 パシフィコ横浜国立大ホール 研究協議大会

25
　子どもの生きる力[知・徳・体・公・開]想いをつなぐ教育文
明開化　～子どもたちと見すえる未来への船出～ 　　　〃

11. 13 県Ｐ第３回理事会・県教委との懇談会 信濃教育会館
21 信州“教育の日”塩尻大会 塩尻市レザンホール

12.  3 県Ｐ郡市事務担当者会 信濃教育会館
　　　2．27 県Ｐ単位ＰＴＡ役員研修会 辰野町民会館

10 県Ｐ中信ブロック会議 松本
5. 10 県Ｐ第４回理事会・安全互助委員会　 信濃教育会館

平成27年度　対外団体出向会務報告
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月　　日 会　　議 　・　会　合　名 場　　 　　所 内　　　　容
H27.  5.  9 県教職員組合松塩筑支部定期大会 キッセイ文化ホール

16 松本市教育会定期総集会 キッセイ文化ホール
 18 市子ども会育成連合会総会 勤労者福祉センター
23 松塩筑校長教頭組合定期大会 東筑摩塩尻教育会館

9． 5 松塩筑地区教育研究集会 会田中　他3校

11.5/6 松本市小学校卒業記念音楽会 まつもと市民芸術館

【教育事務所】
月　　日 会　　議 　・　会　合　名 場　　 　　所 内　　　　容

H27．11. 28 学社融合フォーラム 県総合教育センター 講演会他

【松塩筑教育七団体連絡協議会】
月　　日 会　　議 　・　会　合　名 場　　 　　所 内　　　　容

H27.  5. 11 第１回役員会 東筑摩塩尻教育会館 新旧役員会
 6. 12 第１回代表者会 　　　 〃
7. 13 県教組松塩筑支部との懇談会 　　　 〃
   27 第２回役員会 　　　 〃

　　8. 31 第３回役員会 　　　 〃
9．10 第２回代表者会・地元県議との懇談会 松南地区公民館 陳情案の検討

10. 21 陳情 県　　　庁 県教委、県議会
H28.  1．26 第4回役員会 東筑摩塩尻教育会館

　 2．22 第３回代表者会 　　　 〃
3.1/2/3/4/7 高等学校陳情 中信地区13高等学校

【 生徒指導】
月　　日 会　　議 　・　会　合　名 場　　 　　所 内　　　　容

H27.  7． 5 夏休み前連絡協議会 松本市浅間温泉文化センター

  7． 5 松本地区青少年（児童生徒）健全育成連絡協議会 松本市浅間温泉文化センター 事例発表､講演

年間を通して 市青少年補導委員協議会 青少年育成センター 街頭補導

  7． 13 四校連絡協議会（鎌田中ブロック） 開明小 四校生活指導の意見交換

11. 24 青少年健全育成松本市地域懇談会 Ｍウイング

11. 26 四校連絡協議会（鎌田中ブロック） 南松イオン 意見交換、補導指導

平成27年度 日・県ＰＴＡ連合会関係



【松本市審議会関係等】
月　　日 会　議　･　会　合　名 場　　　　所 内　　　容

 H27. 4． 4 松本市教育委員会訪問（表敬訪問） 市役所 大手事務所
5.  3 子どもまつり アルプス公園

12 スポーツ・文化活動運営委員会連絡協議会 教育文化センター
13 学都松本フォーラム実行委員会 あがたの森文化会館
18 子ども育成連合会総会 勤労者福祉センター
22 キャリア教育推進協議会 市役所 大手事務所

  26 第1回松塩筑安曇地区教科書用図書採択研究協議会 塩尻総合文化センター
26 学都松本フォーラム実行委員会 あがたの森文化会館
29 第22回松本市地域公共交通会議 市役所　議員協議会室
29 第6回松本市地域公共交通協議会 市役所　議員協議会室

 　6． 8 子どもにやさしいまちづくり委員会 大手公民館　視聴覚室
9 学都松本フォーラム実行委員会 あがたの森文化会館
9 松本市ＨＩＶ等性感染症予防啓発推進協議会 市役所

15 学都松本フォーラム実行委員会 あがた児童センター
16 社会を明るくする運動松本市推進委員会 市役所
27 青少年薬物乱用防止キャンペーン なぎさライフサイト
25 第1回平和祈念式典実行委員会　 市役所

7． 3 松本市三献運動推進協議会定期総会 市役所
5 青少年健全育成連絡協議会 浅間温泉文化センター
7 松本市差別撤廃人権擁護審議会 Ｍウイング
7 交通安全市民運動推進会議 市役所

10 松本市男女共同参画推進委員会 Ｍウイング
14 第1回松本市立小・中学校通学区域審議会 市役所 大手事務所
14 学都松本フォーラム実行委員会 Ｍウイング
17 第2回松塩筑安曇地区教科用図書採択研究協議会 塩尻総合文化センター
18 社会を明るくする運動公開ケース研究会 あがたの森文化会館
23 第１回健康寿命延伸都市松本の創造協議会 市役所　議員協議会室
23 給食センター運営委員会　 西部給食センター
27 松本市交通安全市民運動推進会議 市役所
29 第2回平和祈念式典実行委員会 市役所

8.　1 青少年問題協議会　 花時計公園
5 松本市明るい選挙推進協議会 松本市音楽文化ホール
6 ＨＩＶエイズ等性感染症予防啓発協議会 市役所

10 平和祈念式典実行委員会　 市役所 司会打ち合わせ
15 平和祈念式典　 あがたの森公園 式典運営補助・司会
19 第1回青少年健全育成市民大会実行委員会 あがたの森文化会館
25 学都松本フォーラム実行委員会 あがたの森文化会館
28 第2回松本市立小・中学校通学区域審議会 市役所 大手事務所

9． 7 第22回松本市地域公共交通会議 松本市立博物館
7 第6回松本市地域公共交通協議会 松本市立博物館

15 三者懇談会 教育文化センター 校長会・育成会・市Ｐ
24 第2回健康寿命延伸都市松本の創造協議会 大手公民館　
29 子どもにやさしいまちづくり委員会 市役所

10．9 第3回松本市立小・中学校通学区域審議会 市役所 大手事務所
10 第32回青少年健全育成市民大会 浅間温泉文化センター
20 キャリア教育推進協議会 市役所 大手事務所

11.19 三献運動推進市民大会 Ｍウイング
21

“子どものこころとからだの問題を考える”
～学校関係者と学校医のつどい～ Ｍウイング

24 アミューズメント健全育成地域懇談会 Ｍウイング 意見交換会
25 社会教育委員 大手事務所
27 子ども子育て会議 市役所
27 次世代育成支援対策地域協議会 市役所

12.21 子どもにやさしいまちづくり委員会 Ｍウイング
22 松本市放課後プラン運営委員会 市役所

　H28. 1.12 社会教育委員 大手事務所
 13 第2回松本マラソン検討委員会 総合体育館
21 市教育委員会との懇談会 市役所
23 社会教育委員 大手事務所
26 行政改革推進委員会　 市役所
30 青少年サポーター会議 小諸市民交流センター

2． 4 スポーツ・文化活動運営委員会連絡協議会 市営球場　会議室
6 青少年問題協議会 あがたの森文化会館
8 子どもにやさしいまちづくり委員会 Ｍウイング
9 第４6回松本子どもまつり検討会議 市役所

10 松本市交通安全対策委員会 市役所
26 青少年問題協議会 あがたの森文化会館

3. 17 第２回松本市子ども子育て会議 市役所
23 松本市買い物袋持参運動推進市民の会 市役所
29 社会教育委員 大手事務所


