
令和４年度事業計画詳細（内容・参加依頼数等） 

 

※ 内容の詳細は状況により変更することもあります。詳細は事前に届く開催要項を必ず確認してください。 

月 日 曜日 開始 終了 会場等 事業名 内容 対象 

４ ７ 木 19:00 21:00 中央公民館 旧年度役員会 
・予算，事業計画の確認，役員の推薦，その

他総会に係ることの協議等 

旧年度市Ｐ役員 

５ 

 

14 土 

13:00 14:00 

文化会館 

新年度役員予定者会 
・事業計画，自己紹介，県Ｐ評議員，運営委

員会分担（新役員）等 

新年度市Ｐ役員予定者 

14:30 16:00 定期総会 
・事業報告，事業計画，役員，運営委員，そ

の他の決議。 

各単Ｐ代議員 3人 

旧市Ｐ役員 

16:00 16:30 表彰式 
・優良ＰＴＡ個人，団体表彰 

・令和３年度広報紙コンクール表彰 

広報紙コンクール入賞 PTA 

優良個人・団体被表彰者， 

17:30 18:00 

ホテル 

さつき苑 

第 1回会長・副会長 

情報交換会 

・情報交換，顔合わせ 

※さつき苑の懇親会会場で行う。 

各単Ｐ役員 3人まで 

18:00 20:30 懇親会 

・懇親会 各単Ｐ役員３人まで 

教育委員会事務局職員，教

育長，教育委員 

20 金 19:00 21:00 
中央公民館 

 

第 1回運営委員会 

全体会 

各委員会 

・委員会分担及び委員会ごとの協議 

●総務委員会（会長，副会長３） 

※役員のみで構成 

・運営に関する諸案の協議 

●研修広報委員会（副会長７，幹事１） 

・研修会ごとの役割分担，詳細の協議 

●研究大会準備委員会（副会長２） 

・研究大会の今後のあり方について協議 

新年度運営委員 

新年度役員 



月 日 曜日 開始 終了 会場等 事業名 内容 対象 

６ 

３ 金 19:00 21:00 中央公民館 
担当役員研修会① 

（広報紙担当者） 

・情報交換 

・コロナ感染状況悪化の場合は，閲覧とコメ

ント投稿 

各単Ｐ広報紙担当者１人ま

で 

 

９ 木 19:00 21:00 
中央公民館 

 
担当役員研修会② 

ＷＥＢを活用したＰＴＡ活動 

・リモートミーティングの使い方。その他Ｗ

ｅｂによるＰＴＡ活動の効率化。 

・全体会後各会場に分かれ模擬リモート会議

を実施 

・研修の様子を後日配信 

各単Ｐ１人 

 

16 木 19:00 21:00 
中央公民館 

 
担当役員研修会③ 

ＳＤＧs～ＰＴＡにできること～ 

・講師案 鹿屋市政策推進課職員 

・研修の様子を後日配信 

各単Ｐ１人 

 

23 木 19:00 21:00 
中央公民館 

 
担当役員研修会④ 

ＩＣＴ教育の現状 

・ギガスクールの詳細 

・学校での取組内容・成果・課題等 

・家庭での情報通信端末使用に関する注意点 

・研修の内容を録画し後日配信 

各単Ｐ１人 

高校・養護校は希望者 

 

30 木 19:00 21:00 中央公民館 第 1回役員会 ・運営委員会協議事項の承認，その他協議等 市Ｐ役員 

７ 28 木 19:00 21:00 中央公民館 第２回総務委員会 ・運営に関する協議 市Ｐ連総務委員会担当役員 

８ 

 

18 木 19:00 21:00 中央公民館 第３回総務委員会 ・運営に関する協議 市Ｐ連総務委員会担当役員 

25 木 19:00 21:00 文化会館 保護者研修会 

対象（小・中） 

・テーマ 不登校について 

・後日配信 

計 180人 

別表参加依頼数のとおり 

９ 
８ 木 19:00 21:00 中央公民館 第２回役員会 ・事業に関する協議等 市Ｐ連役員 

15 木 19:00 21:00 中央公民館 第４回総務委員会 ・運営に関する協議等 市Ｐ連総務委員会担当役員 



月 日 曜日 開始 終了 会場等 事業名 内容 対象 

10 
13 木 19:00 21:00 中央公民館 第３回役員会 ・事業に関する協議等 市Ｐ連役員 

20 木 19:00 21:00 中央公民館 第５回総務委員会 ・運営に関する協議等 市Ｐ連総務委員会担当役員 

11 

10 木 19:00 21:00 中央公民館 会長研修会 未定 各単Ｐ会長 1人 

17 木 19:00 21:00 文化会館 高校ＰＴＡ研修会 

・対 象 高校 1年～2年生の保護者（３年

生保護者は希望者） 

・テーマ 高校卒業後のマネープラン 

奨学金，進学等に必要な資金等 

・後日配信 

高校Ｐ各 20人～30人まで 

養護学校希望者 

24 木 19:00 21:00 中央公民館 第６回総務委員会 ・運営に関する協議等 市Ｐ連総務委員会担当役員 

12 
1 木 ～２月程度 配信 

特別支援教育関係 

研修会 

・テーマ 公立高校の特別支援教育について 

・市Ｐ連で取材・編集し後日配信 

配信のため人数制限なし 

８ 木 19:00 21:00 中央公民館 第４回役員会 ・事業に関する協議等 市Ｐ連役員 

1 

12 木 19:00 21:00 中央公民館 第７回総務委員会 ・運営に関する協議等 市Ｐ連総務委員会担当役員 

未定 19:00 21:00 鹿屋市役所 
教育委員会との 

意見交換会 

テーマに沿った意見交換 

 

各単Ｐ代表者，教育委員会 

市Ｐ役員 

26 木 19:00 21:00 中央公民館 第５回役員会 ・事業に関する協議等 市Ｐ役員 

２ 

２ 木 19:00 21:00 中央公民館 広報紙コンクール 

審査員 

会長，研修広報委員会担当役員，学校代表副

会長（校長）教育委員会，研修広報委員 3人 

研修広報委員会 

教育委員会・学校代表副会

長 

９ 木 19:00 21:00 中央公民館 第８回総務委員会 ・運営に関する協議等 市Ｐ連総務委員会担当役員 

16 木 19:00 21:00 中央公民館 第６回役員会 ・代表者会に付託する事項の協議等 市Ｐ役員 

３ 

２ 木 19:00 21:00 中央公民館 代表者会 
・市Ｐ連会長選出，幹事選出 

・次年度事業計画等について協議 

各単Ｐ代表者１人 

 

９ 木 19:00 21:00 中央公民館 第９回総務委員会 ・次年度運営に関する協議等 市Ｐ連総務委員会担当役員 

30 木 13:30 15:00 中央公民館 会計監査 ・会計監査 輪番監査人，市Ｐ担当役員 



＜その他＞ 

● 鹿屋市「親と子の 20分間読書」運動推進ＰＴＡ委嘱について 

次年度も本年度同様に教育委員会と共催で小・中学校に委嘱ＰＴＡを募る。 

・委嘱ＰＴＡは計画書（報告書）を提出し，顕著な活動を教育委員会が表彰する。 

・委嘱は希望とし，上限数を設けない。 

 

● 研究大会 

・令和４年度の研究大会は開催しない。 

・研究大会の今後のあり方について検討する。 

 

● 単位ＰＴＡ活動報告について 

令和５年２月末頃，輪番ＰＴＡがホームページ上で活動報告を行う。 

 

（ＰＴＡ活動報告輪番表） 

令和４ 

田崎小 西原小 西原台小 

大姶良中 花岡学園 鹿屋高 

鹿屋東中   

令和５ 
野里小 大姶良小 南小 

高隈中 輝北中 鹿屋農業高 

令和６ 
西俣小 高隈小 大黒小 

串良中 細山田中 串良商業高 

令和７ 
輝北小 串良小 細山田小 

上小原中 吾平中 鹿屋中央高 

 


