
        平成２８年９月２６日 

 旭川市内小・中学校 

学 校 長       様 

ＰＴＡ会長  様

事 務 局 長  様 

                               旭川市ＰＴＡ連合会

 会長 佐々木 直人 

「旭川市・市教委との教育懇談会」並びに「懇親会」開催のご案内 

 仲秋の候、貴職におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 また、日頃より旭川市ＰＴＡ連合会に対しまして温かいご支援・ご協力を賜り、心より感謝申

し上げます。 

 さて、本年度の「旭川市・旭川市教育委員会との教育懇談会」並びに「懇親会」につきまして、

下記の通り開催いたしますのでご案内申し上げます。時節柄、何かとご多用のことと存じますが、

是非ご出席くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、貴ＰＴＡの中で 旭川市ＰＴＡ連合会の役員（顧問・会長・副会長・常任理事・理事・

監事）をされている方の参加につきましても、特段のご配慮をいただきますようお願い申し上げ

ます。 

記 

１ 日  時 平成２８年１０月２８日（金） 教育懇談会 １８：００～１９：３０ 

懇 親 会 １９：３０～２１：００ 

２ 場  所 旭川トーヨーホテル（旭川市７条通５丁目） 

３ 懇親会費 ４，０００円（１名）申込時に下記口座宛お振り込みください。 

４ 申 込 先     下記参加申込書に必要事項をご記入の上、１０月 ７日（金）までに、 

       旭川市ＰＴＡ連合会事務局宛 E-mailまたは FAXでお申し込みください。 
 E-mail : kyokupta@potato.ne.jp  FAX : ２３－２９１７

５ 参 加 者 参加対象は、校長先生、ＰＴＡ会長、市Ｐ連役員となっておりますのでよろしく 

お願いいたします。

『教育懇談会・懇親会』参加申込書 

（単Ｐ名）           学校ＰＴＡ 

役職名 氏   名 懇談会に 懇親会に 市Ｐ連役職名

校   長 出席 ・ 欠席 出席 ・ 欠席

ＰＴＡ会長 出席 ・ 欠席 出席 ・ 欠席

市Ｐ連役員 出席 ・ 欠席 出席 ・ 欠席

市Ｐ連役員 出席 ・ 欠席 出席 ・ 欠席

市Ｐ連役員 出席 ・ 欠席 出席 ・ 欠席

※ 懇談会と懇親会それぞれの枠ごと、出席・欠席いずれかに○印をおつけください。 
※ 切り取らずにこの用紙のまま FAXしてください。 

・旭川信用金庫 本店  普通預金 

・口座番号 ０１４０７８８   

・旭川市ＰＴＡ連合会 徴収会計 会長 佐々木 直人 



                              平成２８年９月２６日 

旭川市内小・中学校 

Ｐ Ｔ Ａ 会 長 様 

 旭川市ＰＴＡ連合会 

三役・常任理事・理事・監事 各位 

                            旭川市ＰＴＡ連合会

会 長 佐々木 直人 

「旭川市・市教委との教育懇談会」並びに「懇親会」開催のご案内 

 仲秋の候、貴職におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 また、日頃より旭川市ＰＴＡ連合会に対しまして温かいご支援・ご協力を賜り、心より

感謝申し上げます。 

 さて、本年度の「旭川市・旭川市教育委員会との教育懇談会」並びに「懇親会」につき

まして、下記の通り開催いたしますのでご案内申し上げます。時節柄、何かとご多用のこ

とと存じますが、是非ご出席くださいますようお願い申し上げます。 
 なお、懇談会及び懇親会のご出欠につきましては、貴ＰＴＡ事務局長様にご連絡をとっ

ていただきますようお願いいたします。学校への申込は、下記申込書にて１０月５日（水）

までにお願いいたします。 

※  懇親会費につきましては、貴ＰＴＡとご相談いただき、対応されますようお願い  

いたします。 

記 

１ 日 時  平成２８年１０月２８日（金） 

教育懇談会 …………………… １８：００ ～ １９：３０ 

懇  親  会 …………………… １９：３０ ～ ２１：００

２ 場 所  旭川トーヨーホテル（旭川市７条通５丁目）

 教育懇談会 …… ２Ｆ「丹頂の間」

懇 親  会 …… ３Ｆ「翡翠の間」

３ 会 費  ４，０００円  

『教育懇談会・懇親会』参加申込書

（ 役職名 ）    お 名 前  懇談会出欠 懇親会出欠 

（     ） 出席 ・ 欠席 出席 ・ 欠席 

※ １０月５日（水）迄に、単Ｐ事務局宛ご連絡ください。 



学　　校　　名 連Ｐ役職 氏　　　名

1 顧　問 高　野　達　也

2 顧　問 大谷地　裕　明

3 永山西小学校 顧　問 水　戸　博　三

4 中央中学校 顧　問 本　間　正　彦

5 明星中学校 顧　問 村　井　為　敦

6 中央中学校 会　長 佐々木　直　人

7 東鷹栖中学校 副会長 本　間　公　浩

8 啓北中学校 副会長 鈴　木　玲　子

9 緑が丘小学校 副会長 朝　倉　奈津江

10 光陽中学校 副会長 井　上　敦　子

11 広陵中学校 副会長 樫　木　志乃ぶ

12 春光小学校 副会長 冨　樫　真紀子

13 東明中学校 副会長 松　村　三　香

14 神居東中学校 副会長 安　藤　英　樹

15 六合中学校 副会長 五十嵐  　　  稔

16 忠和中学校 副会長 佐　藤　ゆかり

17 忠和中学校 副会長 榎　本　明　彦

18 旭川中学校 副会長 森　山　千　秋

19 明星中学校 副会長 安　倍　あずさ

20 明星中学校 副会長 上　原　弘　成

21 附属中学校 副会長 松　本　朋　代

22 新富小学校 副会長 星　　　英　樹

23 緑が丘中学校 常任理事 嵯　城　俊　明

24 東鷹栖中学校 常任理事 澤　田　友　和

25 豊岡小学校 常任理事 川　辺　ひろみ

26 台場小学校 常任理事 前　野　晃　康

27 愛宕中学校 常任理事 和　田　達　哉

28 旭川第二中学校 常任理事 米　林　あかね

29 高台小学校 常任理事 谷　口　友　哉

30 永山南中学校 常任理事 津久井　偉　峰

31 広陵中学校 理　事 小野寺　康　充

32 六合中学校 理　事 東　　　邦　子

33 春光小学校 理　事 大　橋　恭　久

34 啓北中学校 理　事 金　井　康　則

35 近文第一小学校 理　事 蝦　名　雅　弘

36 末広小学校 理　事 橋　本　理　恵

37 東町小学校 理　事 山　本　善　彦

38 新町小学校 理　事 岳　　　真紀子

39 中央中学校 理　事 矢　三　隆　司

40 新町小学校 理　事 本　間　　　学

41 知新小学校 理　事 佐　藤　慎　吾

旭川市ＰＴＡ連合会　全役員一覧



42 知新小学校 理　事 橋　本　　　学

43 豊岡小学校 理　事 上　野　明　美

44 豊岡小学校 理　事 今　野　万位子

45 神楽岡小学校 理　事 平　間　寿　一

46 千代ヶ岡小学校 理　事 椿　　　亜也子

47 神楽中学校 理　事 板　谷　純　幸

48 神楽中学校 理　事 今　　　寛　彦

49 神楽岡小学校 理　事 佐　藤　英　春

50 西御料地小学校 理　事 上　林　里　美

51 旭川小学校 理　事 五十嵐　　　勉

52 旭川第一小学校 理　事 小檜山　百　合

53 愛宕東小学校 理　事 岩　間　聖　人

54 旭川中学校 理　事 藤　平　歩　実

55 愛宕東小学校 理　事 内　田　貴　弘

56 愛宕小学校 理　事 近　藤　美　保

57 旭川第三小学校 理　事 小　関　聖　人

58 旭川第二小学校 理　事 松　田　幸　恵

59 東陽中学校 理　事 新　井　康　浩

60 東光中学校 理　事 前　森　和　実

61 神居東小学校 理　事 久　木　健　宏

62 神居小学校 理　事 小　竹　香　織

63 忠和小学校 理　事 鈴　木　稔　朗

64 神居東小学校 理　事 川　上　克　徳

65 台場小学校 理　事 新　村　謙　明

66 忠和中学校 理　事 本　間　由　広

67 愛宕中学校 監　事 猪　俣　和　美

68 永山中学校 監　事 涌　島　　　繁

69 嵐山小中学校 理　事 有　木　祥　次

70 江丹別小中学校 理　事 松　井　朝　子

71 附属中学校 理　事 福　居　裕　二

72 北門中学校 理　事 齋　藤　ひろみ

73 春光台中学校 理　事 加　藤　敏　貴

74 春光台中学校 理　事 坂　口　美保子

75 大町小学校 理　事 鶴　間　雅　之

76 永山西小学校 理　事 川　原　稔　幸

77 永山小学校 理　事 若　嶋　久美子

78 永山南小学校 理　事 泉　　　昌　成

79 正和小学校 理　事 杉　本　英　樹

80 永山中学校 理　事 菅　原　達　朗

81 東五条小学校 理　事 武　田　　　仁

82 愛宕中学校 監　事 猪　俣　和　美

83 永山中学校 監　事 涌　島　　　繁

84 北星中教頭 監　事 武　田　　　聡


