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月 日 行事名 主催者名 開催地 参加者の範囲・人数

4 7 第１回常任委員会・運営委員会 仁比山小ＰＴＡ 仁比山小学校 PTA本部役員・代議員・教職員60名

10 入学式 仁比山小小学校 仁比山小学校 本部役員 5名（自粛のため欠席）

5 15 神埼地区新旧役員合同会議 神埼地区ＰＴＡ 東脊振小学校 PTA役員 3名

25 神埼市ＰＴＡ連絡協議会総会 神埼市ＰＴＡ ※書面審議

27 神埼地区ＰＴＡ定期総会 神埼地区ＰＴＡ ※書面審議

6 県ＰＴＡ定期総会 県ＰＴＡ ※書面評決

13 交通教室 仁比山小学校 〃 1年生保護者

23 第２回常任委員会・運営委員会 仁比山小ＰＴＡ 仁比山小学校 本部役員・代議員・教職員60名

未定 交通安全マスコット配布 仁比山ＰＴＡ 仁比山小学校 PTA役員15名

未定 第１回市P連絡協議会役員会 神埼市ＰＴＡ 未定 PTA役員３名

未定 廃品回収 仁比山小ＰＴＡ 学校・各地区 PTA役員・保護者・教職員180名

26 単Ｐ会長会 地区ＰＴＡ 千代田西部小学校 ＰＴＡ会長

7 未定 給食献立委員会 神埼市 共同調理場 学年活動部・教職員2名

未定 地区子育て懇談会 市社会教育課 各地区公民館 保護者・教職員100名

9 授業参観（水泳大会） 仁比山小学校 仁比山小学校 PTA会員50名

未定 県Ｐ母親研修会 県ＰＴＡ 佐賀市文化会館 ＰＴＡ母親委員

27～8/5 個人懇談 仁比山小学校 仁比山小学校 全保護者

8 未定 保健安全委員会 仁比山小学校 仁比山小校長室 PTA役員３名　教職員５名

未定 地区巡回指導 〃 仁比山小校区 PTA役員・教職員20名

未定 献立委員会 神埼市教委 共同調理場 学年活動部・教職員2名

22 除草作業（本部、父親委員） 仁比山小ＰＴＡ 仁比山小学校 PTA父親委員、PTA本部

23 PTA除草作業 〃 仁比山小学校 PTA役員・保護者・教職員180名　児童219名

未定 第２回市P連絡協議会役員会 神埼市ＰＴＡ 未定 PTA役員３名

9 1 第３回常任委員会・運営委員会 〃 仁比山小学校 PTA本部役員・代議員・教職員60名

未定 献立委員会 神埼市教委 共同調理場 学年活動部・教職員2名

未定 地区ＰＴＡ母親委員会 神埼地区ＰＴＡ 千代田西部小学校 ＰＴＡ母親委員長、地区副委員長

26 体育大会各地区テント設営 〃 仁比山小運動場 各地区担当者50名

27 仁比山小体育大会（雨天時順延) 仁比山小学校 仁比山小運動場 保護者・教職員200名　全児童219名

未定 青少年健全育成講演会 市社会教育課 神埼中央公民館 PTA役員・教職員20名

10 未定 給食献立委員会 神埼市教委 共同調理場 学年活動部・教職員2名

上旬 ソフトバレー練習 地区ＰＴＡ 東脊振小学校 PTA役員・教職員20名

未定 第３回市P連絡協議会役員会 神埼市ＰＴＡ 未定 PTA役員３名

24 市郡連母親ミニソフトバレー大会 神埼地区ＰＴＡ 未定 ＰＴＡ役員5名

未定 単Ｐ会長会 地区ＰＴＡ 千代田西部小学校 ＰＴＡ会長

10 29 家庭教育学級 仁比山小学校 仁比山小学校 ＰＴＡ会員50名
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11 未定 給食献立委員会 神埼市教委 共同調理場 学年活動部・教職員2名

4 教育の日記念式典、教育講演会 神埼市教委 はんぎーホール PTA役員、教職員

27 バザー準備 仁比山小ＰＴＡ 仁比山小体育館 PTA役員・保護者・教職員40名

28 授業参観、バザー 〃 仁比山小体育館 PTA役員・保護者・教職員180名　児童219名

28 親子のつどい 仁比山小・ＰＴＡ 仁比山小学校 PTA 全会員・全児童

未定 仁比山祭り 仁比山小学校 仁比山小学校 PTA役員・保護者180名　全児童219名

未定 第４回市P連絡協議会役員会 神埼市ＰＴＡ 未定 PTA役員３名

12 上旬 第４回常任委員会・運営委員会 仁比山小ＰＴＡ 仁比山小学校 PTA本部役員・代議員・教職員60名

11 授業参観、学級懇談会 仁比山小ＰＴＡ 仁比山小学校 保護者

下旬 PTA地区巡回指導 神埼地区ＰＴＡ 校区 PTA役員６名

1 上旬 PTA地区巡回指導 〃 校区 PTA役員６名

未定 給食献立委員会 神埼市教委 共同調理場 学年活動部・教職員1名

未定 単Ｐ会長会 地区ＰＴＡ 千代田西部小学校 ＰＴＡ会長

2 未定 第５回常任委員会・運営委員会 仁比山小ＰＴＡ 仁比山小学校 PTA本部役員・代議員・学校60名

未定 交通安全マスコット 仁比山小ＰＴＡ 仁比山小学校 PTA役員30名

未定 神埼市青少年主張大会 神埼市社会教育課 神埼中央公民館 PTA本部役員・教職員5名

未定 給食献立委員会 神埼市教委 共同調理場 学年活動部・教職員1名

未定 地区ＰＴＡ母親委員会 神埼地区ＰＴＡ 千代田西部小学校 ＰＴＡ母親委員長、地区副委員長

3 未定 単Ｐ会長会 地区ＰＴＡ 千代田西部小学校 ＰＴＡ会長

未定 市Ｐ連絡協議会役員会 神埼市ＰＴＡ 未定 PTA役員３名

19 卒業証書授与式 仁比山小学校 仁比山小学校 PTA本部役員10名　全児童219名

下旬 新旧役員引継会 仁比山小ＰＴＡ 仁比山小学校 新旧本部役員・教職員　80名

下旬 給食エプロン・配膳台カバー修理 〃 仁比山小学校 学年活動部・給食委員・学級委員15名

下旬 学年会計監査 〃 仁比山小学校 各学級委員長・副委員長・教職員15名

下旬 PTA会計監査 〃 仁比山小学校 会計監査員・教職員3名

下旬 学校給食献立委員会 〃 仁比山小学校 学年活動部・教職員１名

＊必要に応じ本部役員会を臨時に行うことがあります。

＊父親活動部による除草作業は適宜行う予定です。

＊県PTA・地区PTA連合会の行事は除いています。


