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      平成３０年５月１９日(土) 岡山県立津山工業高等学校体育館 



  平成３０年度 岡山県立津山工業高等学校ＰＴＡ総会 

 

１ 期 日  平成３０年５月１９日(土) 

 

２ 場 所  岡山県立津山工業高等学校 新体育館 

 

３ 日 程  ８：２０～ ９：００ 授業参観受付(１号館玄関) 

       ８：３５～ ９：２０ １校時の授業参観 

       ９：３０～１０：００ ＰＴＡ総会受付（新体育館前） 

       １０：００～１１：３０ ＰＴＡ総会（新体育館） 

       １１：４５～１２：１５ クラス懇談（各教室） 

       １２：３０～      進路相説明会（60周年記念館） 

 

４．総会次第 
 

(１) 開会あいさつ（会長）  

(２) 校長あいさつ  

(３) 議事   

1) 議長選出  

     2) 平成２９年度ＰＴＡ事業報告  

     3) 平成２９年度ＰＴＡ会計並びに教育振興費決算報告  

     4) 平成２９年度ＰＴＡ会計並びに教育振興費会計監査報告  

     5) 役員改選  

     6) 会長挨拶  

     7) 平成３０年度ＰＴＡ事業計画案  

     8) 平成３０年度ＰＴＡ会計並びに教育振興費会計予算案  

     9) その他  

 (４) その他報告事項  

     1) 平成３０年度学校経営計画について    

2) 交通安全教育の徹底等について             

      3) 冷暖房費、進路指導費、部活動推進費の決算･予算について  

     4) 出席停止について                                        

 5) 日本スポーツ振興センターへの加入について                

     6)  全国高P連賠償責任補償制度への加入について          

     7) 進路課より  

     8) 図書課より  

9) ＰＴＡ会則  

10） 熊本復興支援について  

11） その他  

 (５) 閉会あいさつ(副会長)  
 



平成２９年度ＰＴＡ事業報告 

月  日 事 業 内 容 場  所 備   考 

４月２１日（金） 平成２８年度会計監査 本校 評議員会事前打ち合わせ 

２１日（金） 評議員会 本校 総会議案の審議 

２５日（火） 三役会 本校 監事 

５月２０日（土） 
授業参観、ＰＴＡ総会、 

講演、クラス懇談、進路相談会 
本校 

授業参観 134名(16.2％） 

総会出席 100名（11.8％） 

２３日（火） 美作地区高Ｐ連定期委員会 津山高校 会長、校長 

６月 ８日（木） 新役員会 本校 
各部会の年間計画 

地区別保護者会の計画等 

２３日（金） 
岡山県高Ｐ連及び安全互助会

総会・研修室 

ピュアリティま

きび 
会長、校長 

７月 ８日（土） 
美作地区高等学校ＰＴＡ役員

懇談会 
津山国際ホテル ９名参加 

１３日（木）

～１４（金） 

第 59回中国・四国地区高等学

校ＰＴＡ連合会大会(山口大会） 
山口市 会長、副会長、副校長 

２２日（土） 
広域特別補導 

（補導部会、土曜夜市） 

津山商店街 

アルネ津山 
 

２９日（土） 
広域特別補導 

（補導部会、土曜夜市） 

津山商店街 

イオン津山 
 

８月  ５日(土)～ 

６日（日） 

広域特別補導 

（補導部会、納涼祭） 

納涼祭会場 

中央商店街 

鶴山公園 

 

８日（火） 
オープンスクール保護者相談

会 
本校 会長他 

２３日（水） 

～２５日（金） 

第 67回全国高等学校ＰＴＡ連

合会大会（静岡大会） 
浜松市 会長、副校長 

２７日（日） 清掃奉仕活動 校内 約１１０名参加 

９月１３日（水） 総務部会 測量実習室 ＰＴＡ新聞第 18号編集 

２０日（水） 評議委員会 本校 峰南祭について 

１０月 ９日（月） 峰南祭体育の部 本校 
ＰＴＡ種目玉入れ、 

校内補導、模擬店 

１８日（水） 総務部会 測量実習室 ＰＴＡ新聞第 18号編集 

２６日（木） 
平成２９年度ＰＴＡ会計 

前期分の監査 
事務室 監事 

１１月 １日（水） 科別保護者会 本校 ５０名参加（11.6％） 

 ７日（火） ＰＴＡ新聞第 18号発行   

１１日（土） 峰南祭文化の部 本校 一般公開、模擬店参加 



１４日（火） 
岡山県高等学校ＰＴＡ指導者

研修会 

ピュアリティま

きび 
会長、副会長 2名 

１２月 ２日（土） 広域特別補導（歳末） 
イオン津山、中

尾商店街アルネ 
 

 ６日（水） 学校保健委員会 本校  

９日（土） 保護者対象進路相談会 本校  

１月１９日（金） 総務部会 本校 
ＰＴＡ新聞第 19号編集 

来年度の活動計画等 

１９日（金） 文化体育部会 本校 来年度の活動計画等 

２２日（月） 
第 36回幼・小・中・高ＰＴＡ

連合会研修大会 

岡山シンフォニ

ーホール 

会長、副会長、役員１名、

教頭 

２月 ７日（水） 評議員会 本校 来年度の活動計画等 

３月 １日（木） ＰＴＡ新聞第 19号発行 本校  

 １７日（土）

～１８日（日） 
小川工業高校との交流 本校  

 



平成３０年度 ＰＴＡ事業計画 

 

１．会議の開催 

 

  (１) 総     会       ５月１９日(土) 

  (２) 新 役 員 会       調整中  

  (３) 地区別または科別保護者会  検討中 

  (４) 評 議 員 会       適宜 

  (５) 部会、その他        適宜 

 

２．事業計画 

 

  (１) 美作地区高等学校ＰＴＡ連合会定期委員会         ５月２８日(月) 

  (２) 岡山県高等学校ＰＴＡ連合会及び安全互助会役員会     ６月 ５日(火) 

  (３) 岡山県高等学校ＰＴＡ連合会及び安全互助会総会      ６月１８日(月) 

  (４) 美作地区高等学校ＰＴＡ役員懇談会            ６月３０日(土) 

  (５) 第60回中国･四国地区高等学校ＰＴＡ連合会大会（愛媛大会） ７月１８日(水) 

                                  中止 

  (６) 第68回全国高等学校ＰＴＡ連合会大会（佐賀大会）     ８月２０日(月) 

                                   ～２１日(火) 

  (７) 岡山県高等学校ＰＴＡ指導者研修会           １１月 ６日(火) 

  (８) 第37回岡山県幼･少･中･高ＰＴＡ連合会研修大会       １月２３日(水) 

  (９) その他 

 

３．教育活動の後援 

 

  (１) 施設･設備の後援 

      施設･設備の整備、庭園の管理など 

  (２) 教育振興の後援 

      授業、実習、図書、保健衛生など 

  (３) 生徒指導の充実 

      峰南祭などの学校行事 

  (４) その他 


