
平成２８年度 第４回ＰＴＡ実行委員会報告 

 

平成２９年４月１５日(土) 午後２時 

記念会館１Ｆ 同窓会室 

 

1 会長挨拶   前園会長 

2 校長挨拶   村田校長 

3 議  事 

（1）２８年度会計決算報告、同会計監査報告 

・平成２９年４月１５日 10:00 より 各学年会計監査委員および会計監査委員長 

による平成２８年度各会計の監査を行う。 

・首藤会計より PTA 会計、周年事業積立会計、学校安全互助会費会計、教育後援

会会計の会計報告、石田事務長より補足説明 

   ・東郷会計監査委員長より会計監査報告 

 

（2）２９年度役員・監査委員長候補者、指名委員会報告 

    ・平成２９年４月１５日 12:00 より指名委員会を開催 

  ・指名委員長より指名委員会報告 

 

（3）各種委員会・各学年委員会報告 

  ・第３学年  2/28 卒業式参列、花束贈呈、記念品贈呈、謝辞 

  ・第２学年  2/28 卒業式参列、4/7 入学式での教育後援会入会受付お手伝い 

  ・第１学年  2/28 卒業式参列、4/7 入学式での教育後援会入会受付お手伝い 

  ・研修委員会 2/28 卒業式参列、3/17 合格者説明会での委員会紹介、 

4/7 入学式での教育後援会入会受付お手伝い 

  ・研修委員会 ゆうゆう１４０号発行、2/28 卒業式参列、3/17 合格者説明会で

の委員会紹介、4/7 入学式での教育後援会入会受付お手伝 

  ・研修委員会 １月学校保健委員会参加、2/28 卒業式参列、3/17 合格者説明会

での委員会紹介、4/7 入学式での教育後援会入会受付お手伝い 

 

（4）２９年度総会議事運営、役割分担等 

   ５月１３日 PTA 総会でのお手伝い 新３年生学級委員長へ依頼 

          １３：００集合 清掃及び受付等準備 

          １３：３０～ 受付 

 

（5）進路講演   



   望月先生より ２０１７年度入試結果及び分析 

 

（6）その他 

・今後の予定  ５／１３(土)  PTA 総会 

        ６／１０(土)  第 1 回実行委員会 

 

 ４ 閉会挨拶  諏訪副会長 

 

 

  



平成２８年度 第３回ＰＴＡ実行委員会の報告 

平成２９年１月２１日（土） 午後２時 

記念館１Ｆ 同窓会室 

内容 

 

1 会長挨拶  前園会長 

2 校長挨拶  村田校長 

3 議  事 

（１） 記念祭販売グッズ決算報告  本部役員 首藤会計より報告 

（２） 各委員会より報告及び今後の活動計画 

第３学年  10/11 学年集会 10/12 生徒学年集会で応援グッズ贈呈 

      2/28 卒業式参列予定 卒業記念品（テント）の紹介 

第２学年  10/25 学年集会 修学旅行の報告 終了後 学級懇談会 

      2/28 卒業式参列予定  

第１学年  11/1  学年集会  12/15 音楽発表会 2/28 卒業式参列

予定 

研修委員会  10/8 第 4 回研修員会  大学見学会のお礼状、アンケート集計 

      写真配布等の作業 1/21 引継ぎ会 2/28 卒業式参列予定 

  時報委員会  10/31「ゆうゆう」１３９号発行 

              「ゆうゆう」１４０号発行予定 1,2 年生 2/23 、３年生 2/27 

  厚生委員会  10/8 ミュージックケア講座 開催 約７０名参加  

「ゆうゆう」１４０号に報告寄稿、アンケート集約（本日回覧） 

 2/9 学校保健委員会参加     

（３）今後の日程並びに来年度の予定について  村井副会長 

   2/28 （火） 卒業式 

   3/17 （金） 合格者発表・合格者説明会 

   4/７ （金） 入学式 

   4/15 （土） 第４回実行委員会・指名委員会・会計監査 

   5/13 （土） ＰＴＡ総会 

（４）その他 

①  本部役員からの連絡・報告 

11/18  大阪府立高等学校人権教育地区別セミナー 

12/2   人権啓発研修会 

 12/10  大阪府立高等学校ＰＴＡ第 5 ブロック協議会 

2/3   大阪府立高等学校ＰＴＡ協議会      

      ② 卒業式、合格者説明会、入学式でのお手伝いについて  諏訪副会長  



         各行事でのお手伝いの内容説明及びお手伝い依頼  

      ③ 高風クラブ入会について  前園会長 

         高風クラブについての説明及び入会のお願い（３年保護者対象） 

 

  ４ 平成２９年度センター試験結果分析 （進路指導主事 望月俊紀先生） 

 

５ 閉会挨拶 諏訪副会長 

 

 

  



平成２８年度 第２回ＰＴＡ実行委員会の報告 

平成２８年１０月８日（土） 午後２時 

記念館１Ｆ 同窓会室 

内容 

  

1 会長挨拶  前園会長 

2 校長挨拶  村田校長 

3 議  事 

（1）  各委員会より前期活動報告及び後期活動計画 

第３学年 記念祭お手伝い  10/11 学年集会 ３年応援グッズの紹介 

第２学年   〃      10/25 学年集会 10/11～修学旅行 

第１学年    〃      11/ 1 学年集会 10/18  体験型進路学習 

研修委員会   〃       9/29 神戸大学への見学会 ９５名参加  

時報委員会 記念祭での取材   10 月末「ゆうゆう」１３９号発行  

厚生委員会 記念祭お手伝い   10/ 8 ミュージックケア講座（体験型研修）

開催 

  

（2）記念祭での高津グッズ販売の収支報告 

本部役員 首藤会計より中間報告 

10/8 の最終販売の分を合わせて収支決算し、第３回実行委員会で最終報告

をする。 

  

（3）その他 

   ① 記念祭についての意見、感想等 

         売り場の問題、PTA の販売の周知のこと、鑑賞時の保護者のマナー等 

  

②  本部役員からの連絡・報告 

7/ 3   近畿地区高等学校ＰＴＡ連合会 大阪大会 

7/ 9   大阪府立高等学校ＰＴＡ第 5 ブロック協議会 

8/25.26 全国高等学校ＰＴＡ連合会 千葉大会 

11/18  大阪府立高等学校人権教育地区別セミナー 

12/10  大阪府立高等学校ＰＴＡ第 5 ブロック協議会 

  

③   その他 



        ・中間会計監査報告  

          10/8 実施の中間会計監査の報告 東郷会計監査委員長より報告 

  

４ 閉会挨拶  村井副会長より閉会の挨拶 

 

 

  



平成２８年度 第１回ＰＴＡ実行委員会の報告 

平成２８年６月１１日（土） 午後３時 

記念館１Ｆ 同窓会室 

内容 

  

1 会長挨拶  前園会長 

2 校長挨拶  上田教頭（代理） 

3 議  事 

（1）新組織体制（実行委員）について 

実行委員会組織の説明 

  

（2）各委員会より本年度活動計画 

 第３学年  ５／１０学年集会 １０月第２回学年集会 記念祭手伝い、 

応援グッズ作成 

 第２学年    ４／２６  〃  １０月   〃    記念祭手伝い 

   第１学年    ５／２４  〃  １０月   〃    記念祭手伝い、   

  研修委員会  ９／２９（木）神戸大学への見学会  

 時報委員会  １０月と３月に「ゆうゆう」発行 

 厚生委員会  １０／８（土）ミュージックセラピー講座（体験型研修）７０

名募集  

  

（3）その他 

①学校より本年の教育活動について 

  伊勢田先生よりプレゼンを使用しての教育活動の説明 

②記念祭について（文化祭９月３日（土）・９月４日（日）・体育祭９月６

日（火）） 

       ・高津グッズの販売について 

本年度の販売グッズ  マフラータオル 

高津せんべい   箱入り及び袋入り 

   オリジナルシャープペンシル  

  本年度は予約販売はなし。当日販売のみ 

  販売場所が２箇所になる。（食堂、もう１箇所は未定） 

  各実行委員さんへ販売のお手伝いの依頼 

・記念祭（体育祭）での熱中症対策についての説明 

 石田事務長より 体育祭時に生徒にペットボトル２本寄付 

         ミストを活用 



      ③本部役員からの連絡・報告 

        ６／４ 高風クラブ総会    ６／１５ 大阪府立高等学校 PTA 総会 

                ７／３ 近畿地区高等学校 PTA 連合会大会（大阪大会） 

                ７／９ 第５ブロック PTA 協議会 

                ８／２５，２６ 全国高等学校 PTA 連合会大会（千葉県） 

   ④その他 

    石田事務長より 

     ・実行委員会等の参加時の交通費の請求について 

     ・熱中症対策の一環としてクラブへ温度計を配布する 

     ・カラスによる被害及び注意喚起（校内に巣がある） 

        

 ４ 閉会挨拶  仲村副会長 

  

※ 第２回実行委員会は、１０月８日（土）を予定 

 

 

  



平成 28 年度 PTA 指名委員会公示 

平成２８年度ＰＴＡ役員 

 

平成２8 年度ＰＴＡ役員候補者の公示 

会 長      前園 幸 （第３学年） 

副会長      諏訪 直美（第３学年） 

 同       仲村 吉泰（第２学年） 

 同       村井 容子（第２学年） 

書 記      粂  恵子（第２学年） 

 同       岸田 知子（第１学年） 

会 計      首藤 清美（第２学年） 

 同       岡田 珠美（第１学年） 

会計監査委員長  東郷 俊也（第１学年） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

会計監査委員   大槻 康子（第３学年） 

会計監査委員   毛利 章子（第２学年） 

会計監査委員   御田 泰弘（第１学年） 

 

PTA 規程により、上記の方を公示しますが、このほかに立候補される方は５月９日（月）

までに指名委員長に届けてください。 


