
【4月】

市Ｐ連

日 活動名

1 執行部会

4 第11回役員会

12 平成24年度会計内部監査

15 平成24年度会計外部監査

20 広報紙づくり講習会

他団体

日 活動名

6 第28回三重県幼・小・中学校広報紙コンクール審査会

17 家庭教育学級説明会

【5月】

市Ｐ連

日 活動名

1 執行部会

平成25年　第61回日本ＰＴＡ全国研究大会　第8分科会実行委員会　総会　

第14回「Let's talk　すずかの子ども」第1回実行委員会

9 第12回役員会

18 平成25年度鈴鹿市ＰＴＡ連合会総会

31 平成25年　第61回日本ＰＴＡ全国研究大会　第8分科会実行委員会　第2回実行委員会　

他団体

日 活動名

10 鈴鹿市地産地消推進協議会

15 平成25年　第61回日本ＰＴＡ全国研究大会　第8回実行委員会　　

県Ｐ　新・旧評議員会

平成25年度鈴鹿市青少年育成市民会議総会

21 学校給食献立検討委員会

24 第1回大木中ブロックＰＴＡ連絡協議会

26 第17回交通安全フェア

28 社会教育委員会　情報交換会

29 平成25年度　暴力追放鈴鹿市民会議総会

30 平成25年度　三重県交通安全母の会連合会　通常総会

31 平成25年度三重県ＰＴＡ連合会年次総会

【6月】

市Ｐ連

日 活動名

11 第14回「Let's talk　すずかの子ども」第2回実行委員会

12 執行部会

13 第1回役員会

平成25年　第61回日本ＰＴＡ全国研究大会　第8分科会　弁当試食会　

平成25年　第61回日本ＰＴＡ全国研究大会　第8分科会　第3回実行委員会　

20 第1回幼稚園代表者会

25 第1回中学校代表者会

27 第1回小学校代表者会

他団体

日 活動名

10 三重県教育関係団体懇談会（六者懇）親睦会

2013年度　三重県教職員組合鈴鹿支部定期大会
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平成25年　第61回日本ＰＴＡ全国研究大会　実行委員会　総会　

17 学校給食物資サンプル検討委員会

19 県Ｐ連　第1回常任幹事会

21 鈴鹿市交通安全都市推進協議会専門部会

23 第1回鈴峰中学校区PTA連絡協議会

24 学校給食物資選定委員会・学校給食物資サンプル検討委員会

27 鈴鹿市立図書運営委員会

【7月】

市Ｐ連

日 活動名

6 第8分科会　亀山市文化会館打ち合わせ

10 執行部会

11 第2回役員会

16 第8分科会司会者と打ち合わせ

23 第8分科会実践発表校リハーサル・第1回鈴鹿市部会

29 第8分科会実行委員会

他団体

日 活動名

3 学校給食試食会

5 鈴鹿市交通安全都市推進協議会総会

6 郡市Ｐ連交流会

10 平成２５年度　第６１回日本ＰＴＡ全国研究大会みえ大会　第１回実行委員会

鼓ヶ浦中学校ブロック会議

鈴鹿バルーンフェスティバル組織委員会

17 第1回鈴鹿市青少年対策推進本部推進会議

20 平成25年度　三重県ＰＴＡ安全互助会総会

25 第1回天栄中ブロック交流会

【8月】

市Ｐ連

日 活動名

5 執行部会

6 第14回「Let's talk　すずかの子ども」第2回実行委員会

8 第3回役員会

第8分科会実行委員会

平成２５年度　第６１回日本ＰＴＡ全国研究大会みえ大会　第2回実行委員会

20 第8分科会事前説明会

22 第8分科会前日準備・リハーサル

23 平成２５年度　第６１回日本ＰＴＡ全国研究大会みえ大会　第8分科会

24 平成２５年度　第６１回日本ＰＴＡ全国研究大会みえ大会　全体会

他団体

日 活動名

22 鈴鹿市交通安全都市推進協議会専門部会

【9月】

市Ｐ連

日 活動名
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3 執行部会

5 第4回役員会

30 執行部会

他団体

日 活動名

6 学校給食物資サンプル検討委員会

12 学校給食物資サンプル検討委員会

14 鈴鹿バルーンフェスティバル2013

17 学校給食物資選定（給食費検討）委員会

20 第1回中学校ランチサービス事業推進委員会

28 平成25年度第61回日本PTA全国研究大会みえ大会第3回実行委員会

【10月】

市Ｐ連

日 活動名

3 第5回役員会

9 第2回幼稚園代表者会

16 第2回小中学校合同代表者会

他団体

日 活動名

2 鈴鹿市放課後子どもプラン運営委員会

4 大木中ブロックＰＴＡ連絡協議会

10 第2回家庭教育委員会

24 第55回全国社会教育研究大会三重大会

29 平成25年度三重県幼小中・高ＰＴＡ研修会

【11月】

市Ｐ連

日 活動名

5 執行部会

第6回役員会

平成25年度第61回日本PTA全国研究大会みえ大会第8分科会解散総会　会計監査

12 平成25年度第61回日本PTA全国研究大会みえ大会第8分科会解散総会

19 第14回「Let's talk　すずかの子ども」第3回実行委員会

30 第14回「Let's talk　すずかの子ども」

他団体

15 鈴鹿市交通安全対策会議
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14 学校給食物資サンプル検討委員会

17 平成25年度子どもたちの輝く未来づくりに向けた集い

学校給食物資サンプル検討委員会

学校給食物資選定（給食費検討）委員会

第2回中学校ランチサービス事業推進委員会

21 鈴鹿市交通安全都市推進協議会専門部会

24 第41回三重県教育県民集会

26 第１回鈴鹿市子ども・子育て会議

【12月】

市Ｐ連

日 活動名

2 執行部会

5 役員会

他団体

学校給食物資選定委員による施設状況調査

鼓ヶ浦中学校ブロック会議

9 大木中ブロック連絡協議会

13 第3回鈴鹿市中学校ランチサービス事業推進委員会

16 学校給食献立検討委員会

18 学校給食試食会

21 県Ｐ第5回常任幹事会

27 鈴鹿市中学校ランチサービス事業推進委員会答申

【1月】

市Ｐ連

日 活動名

9 役員会

18 広報紙コンクール審査会

27 執行部会

他団体

12 成人式

18 第2回鈴峰中ブロックＰＴＡ連絡協議会

23 第3回鈴鹿市立図書館運営委員会

【2月】
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市Ｐ連

日 活動名

4 役員会

12 第3回幼稚園代表者会

19 第3回小中学校合同代表者会

他団体

13 第3回家庭教育委員会

21 平成25年度社会教育実践広場


