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荒 井 学 園   新 川 高 等 学 校 



 

月 日 曜 会務・事業 内　　　　　　容

組織役員の選出

平成26年度事業、決算報告

平成27年度事業、予算案審議

教育振興会運営の審議

平成26年度事業、決算報告

組織役員の選出

平成27年度事業、予算案審議

学年懇談会 進路・高校生活などについて

5 21 木 「１７歳の挑戦」推進委員会

2 火 県高校安全振興会総会 総会〔電気ビル〕 愛宕会長出席

16 火 「夏のさわやか運動」協力 挨拶運動（校門前）1６日(火）～１９日（金）の4日間  Ｐ23名協力

17 水 新川地区高校ＰＴＡ指導者研修会
研修会〔魚津高校〕

　Ｐ愛宕会長・岡田副会長・佐々木副会長・石原副会長　出席

　Ｔ宮野校長・林　出席

22 月 私学ＰＴＡ連絡協議会 総会〔森林水産会館〕　役員選出、事業計画、予算審議　　愛宕会長出席

7 15 水 『ＰＴＡだより』発行 第124号

9 9 水 係り役員打ち合わせ会 研修視察・地区懇談会について

16 金 ＰＴＡ研修視察 富山市岩瀬方面　P17名　Ｔ7名参加

20 火 「秋のさわやか運動」協力 挨拶運動（校門前）20日（火）～23日（金）の4日間　　Ｐ12名協力

学校保健委員会 テーマ「自然災害、その時私たちができること」

ＰＴＡ地区懇談会
4地区（学校開催）テーマ「我が家のしつけとルール」
懇談会P29名　懇親会P16名参加

12 17 木 『ＰＴＡだより』発行 第125号

金 第２回役員会 事業・会計中間報告

　　〔新年役員会〕 学校からのお知らせ〔各部〕

2 29 月 『ＰＴＡだより』発行 第126号〔卒業記念号〕

平成２７年度事業、決算報告

組織役員の選出

平成２８年度事業、予算案審議

教育振興会運営の審議

5 6 第１回役員会

6

10

24 土

1 22

金

平成27年度  ＰＴＡ・教育振興会　会務・事業報告

5 8 金 第１回役員会

5 16 土
ＰＴＡ総会



 

地区役員

地区名 生徒名 学年 出身校

佐渡 可津美 輝正 2年4組 朝日

勝原 秀典 迅登 2年2組 朝日

出村 順子 心 2年1組 朝日

上林 理恵 稜 3年1組 入善西

神戸 由美子 光生 2年4組 入善西

木村 篤 淳 1年1組 入善

松倉 美樹 頼人 3年4組 桜井

本島 直美 遥奈 3年2組 高志野

堀内 ひとみ 美沙樹 2年1組 桜井

亀谷 清美 優香 2年4組 高志野

  佐々木 智之 雄将 2年3組 宇奈月

清水 美和子 聖花 1年2組 魚西

藤宇 裕子 澪 1年4組 魚東

中川 かおり 和 2年1組 魚東

東海 裕慎 ケニスウェイン 2年5組 魚東

岡田 幸子 莉英/珠衣 1年4組/2年5組 魚西

村本 香子 有里 1年3組 雄山

魚躬 千恵 美佳 2年5組 堀川

高田 一二美 優美 2年3組 上市

稲場 光子 連太朗 3年3組 早月

又市 香寿美 侑也 2年1組 滑川

清水 和樹 １年１組 早月

澤田 絹子 龍成 １年２組 鷹施

大西 美津子 風馬 １年３組 上市

飛彈 富美子 夏輝 １年４組 鷹施

小澤 英子 瑞生 ２年１組 魚西

桑原 由美子 康浩 ２年２組 桜井

真下 勝 奈々 ２年３組 魚東

寺西 芳和 祐太 ２年４組 上市

清水 春夫 雄斗 ２年５組 早月

谷越 ひとみ 尚輝 ３年１組 魚東

草 弓子 大詩 ３年２組 入善

加藤 智恵美 智裕 ３年３組 朝日

碓井 小百合 穂乃香 ３年４組 上市

平成２８年度　ＰＴＡ役員

入善

黒部

 役員氏名

新潟
朝日

3年

魚津

中新川
滑川
富山

クラス役員　　

1年

2年



 

役　職 生徒名 学年 出身校

会　長 東海 裕慎 ケニスウェイン 2年 魚東

副会長 佐渡 可津美 輝正 2年 朝日

副会長 上林 理恵 稜 3年 入善

副会長 佐々木 智之 雄将 2年 宇奈月

副会長 岡田 幸子 莉英/珠衣 1年/2年 魚西

副会長 高田 一二美 優美 2年 上市

書　記 町野 俊裕

書　記 林 栄

会　計 松倉 美樹 頼人 3年 桜井

会　計 柏原 穣

監　事 本島 直美 遥奈 ３年 高志野

監　事 清水 美和子 聖花 １年 魚西

顧　問 河内 昭夫

顧　問 吉野 喜一

顧　問 森 孝良

顧　問 籏智 清二

顧　問 大江 敏行

顧　問 大崎 利明

顧　問 野澤 義晴

顧　問 石黒 富行

顧　問 中川 幸明

顧　問 野崎 努

顧　問 清河 久夫

顧　問 熊野 忠一

顧　問 角間 志津子

顧　問 山本 隆

顧　問 金塚 昌宣

顧　問 有倉 誠一

顧　問 愛宕 彰

平成２８年度ＰＴＡ組織役員候補者一覧表（案）

役員氏名

(学校）

(学校）

(学校）



 

月 日 曜 会務・事業 内　　　　　　容

組織役員の選出

平成27年度事業、決算報告

平成28年度事業、予算案審議

教育振興会運営の審議

平成27年度事業、決算報告

組織役員の選出

平成28年度事業、予算案審議

地区懇談会

学年懇談会 進路・高校生活などについて

19 木 インターンシップ推進委員会

下旬 第1回委員会
各委員会での顔合わせ、事業内容の確認
以降、随時必要に応じて委員会を開催

上旬 県高校安全振興会総会 総会〔電気ビル〕 

13 月 「夏のさわやか運動」協力 挨拶運動（校門前）1３日(月）～１５日（水）の3日間

15 水 新川地区高校ＰＴＡ指導者研修会
研修会〔魚津高校〕

20 月 私学ＰＴＡ連絡協議会 総会〔森林水産会館〕　役員選出、事業計画、予算審議

18 火 「秋のさわやか運動」協力 挨拶運動（校門前）18日（火）～20日（金）の3日間　　

学校保健委員会

ＰＴＡ地区懇談会 4地区（学校開催）

第２回役員会 事業・会計中間報告

　　〔新年役員会〕 学校からのお知らせ〔各部〕

平成２８年度事業、決算報告

組織役員の選出

平成２９年度事業、予算案審議

教育振興会運営の審議

5 上旬 第１回役員会

6

10
29 土

1 20

月

5

金

平成28年度  ＰＴＡ・教育振興会　会務・事業計画

6 金 第１回役員会

14 土

ＰＴＡ総会



 

１．組織構成

役員会

委員会
（旧係）

２．役員会説明
　　地区役員　任務内容

地区懇談会のとりまとめ。地域との連絡係。

　　クラス役員　任務内容
学年懇談会のとりまとめ。3年生は卒業記念品の選定。

３．委員会説明
ＰＴＡ全会員対象に、公募する。期の途中からでの参加も可能とする。

　　コミュニティビジネス委員会(n.club)
目的 ・生徒が学業以外の生きる力(起業力、国際力)を身につける。

・生徒が地元のよさを理解し、地域との繋がりをもつ。
事業案 ・新川高校生によるビジネスプランコンテスト

・地域の課題発見、ビジネスプラン構築に向けた研修会など（旧ＰＴＡ研修視察）

　　広報委員会(n.press)
目的 ・新川高校の活動を告知し、地域から選ばれる学校を目指す。

・活動を告知することにより、多くの地域応援者を募る。
事業案 ・新川高校Facebookの運営

・学校広報であるn.pressの運営（旧学校だより）

　　※　上記は、あくまでも事業案であり、今後の委員会で事業内容を確認していきます。

ＰＴＡ役員組織について

会長

執行部会

副会長、書記、会計、監事

コミュニティビ
ジネス委員会

委員長、副委員長、委員

広報委員会

委員長、副委員長、委員

担当役員

地区役員、クラス役員



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 金 第１回役員会 事務局・組織役員 全役員

14 土 ＰＴＡ総会・学年懇談会 事務局・組織役員 全役員・全保護者

19 木 インターンシップ推進委員会 事務局 会長・組織役員

下旬 第1回委員会 事務局・組織役員 全役員・全保護者

上旬 県高校安全振興会総会 会長・校長

13 月 「夏のさわやか運動」協力 事務局 全役員

15 水 新川地区高校ＰＴＡ指導者研修会 会長・組織役員・校長

20 月 私学ＰＴＡ連絡協議会 会長・組織役員・校長

18 火 「秋のさわやか運動」協力 事務局 全役員

学校保健委員会 事務局 全役員・全保護者

ＰＴＡ地区懇談会 事務局・会合係 全役員・全保護者

1 20 金 第２回役員会〔新年役員会〕 事務局・組織役員 全役員

《参　考》

○ＰＴＡ地区懇談会　10月29日（土）

・会場　　新川高校　（校内で地区ごとに分かれて懇談会を実施する。）

《その他》

〇3年のクラス役員は、卒業記念品の検討を行う。

役員の任務確認

月 日 曜 事　　　業 企画担当係 出席対象者

5

6

10
29 土



新川高等学校ＰＴＡ会則 

  

第１章  総 則 

第１条 本会は、新川高等学校ＰＴＡと称し、事

務所を新川高等学校内に置く。 

 

第２条 本会は、生徒の保護者と教職員とをもっ

て組織する。 

 

第３条 本会の目的は、会員相互の協力により、

学校と家庭、社会との連携を密にして、生徒の学

力向上、生活指導及び福祉の増進に努め、あわせ

て会員間の教養親睦を図ることにある。 

 

   第２章  事 業 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次

の事業を行う。 

１．教育の振興改善に関する事項 

２．学校の施設設備の改善に関する研究調査 

３．教育上必要と認められる奨学、厚生、保健衛

生、体育に関する事項 

４．学校、家庭、社会三者一体教育への協力提携

に関する事項 

５．会員の教養と親睦に関する事項 

６．その他、本会の目的達成に必要な事項 

 

   第３章   役 員 

第５条 本会に次の役員をおき、その任期は１か

年とする。ただし再任を妨げない。中途交替のと

きは、残任期間とする。なお、任期満了しても新

役員の選出があるまで在任する。 

１．会 長   １名     

２．副会長  若干名 

３．顧 問  若干名     

４．役 員  若干名 

５．監 事  若干名     

６．書 記  若干名 

７．会 計  若干名 

第６条 役員の任務は、次の通りとする。 

１．会長は、本会を代表し会務の運営を統括する。 

２．副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは

代行する。 

３．顧問は、本会の諮問に応じ、会議に出席して

意見を述べる。 

４．役員は、役員会を構成し会務の企画、運営に

当たる。 

５．監事は、本会の会務及び会計状況を監査する。 

６．書記は、本会の諸記録の作成、保持に当たる。 

７．会計は、会計事務の処理に当たる。 

 

第７条 役員の選任は、次の通りとする。 

１．会長、副会長、監事は総会において選出する。 

２．顧問は、会長の推薦による。 

３．役員は、会員中より選出する。 

４．書記及び会計は、会長が委嘱する。 

 

   第４章   総 会 

第８条 総会は年ｌ回開く。ただし必要に応じ臨

時総会を開くことができる。 

第９条 総会の議決は、出席会員の過半数によっ

て決定する。 

第 10 条 総会は、次の事項を行う。 

１．役員の選出及び選任 

２．前年度の事業報告及び決算の承認 

３．予算及び事業計画の審議並びに決定 

４．会則の改廃 

５．その他、必要な事項 

 

   第５章   役員会 

第 11 条 役員会は会長、副会長、顧問及び役員を

もって組織する。役員会の決議は、出席者の過半

数によって決定する。 

第 12 条 役員会は必要に応じて会長が召集する。 

第 13 条 役員会の決定した事項は、次の総会で報

告する。 

 

第６章   会 計 

第 14 条 本会の運営費は、会費、寄付金、雑収入

などをもってこれに当てる。 

第 15 条 本会の会計年度は、４月１日より翌年３

月末日までとする。 

以上 


