
 平成３１年度 京都「おやじの会」連絡会（第１回） 

～わが子の父親から地域のおやじへ～ 

京都「おやじの会」連絡会 

★今年度活動テーマ 

「見せましょう！おやじの背中」 
 
【日  時】  平成31 年4 月18 日（木） 19：30～ 

【場  所】  元生祥小学校1 階103 号室      

 

（１） 挨拶  

（２）前回の議事確認 （事務局より） 

 

（３）検討事項 

①平成３１年度年間活動について 

 ・今年度も総会，O-1グルメグランプリを開催することが決定。 

 ・その他のイベントについては，今後検討し，計画していく。 

 

 ②平成３１年度全市「おやじの会」総会・情報交流会の開催について  

   ○日時と内容の検討 

   ・総会の開催時期はいつにするか。また，形式はどうするか。 

（６月下旬～７月上旬の場合※例年通り） 

   ・新しい会長が合同事業等の制度を夏休み前に知ることができる。 

   ・形式や講師等の調整を行うのが現段階からではタイトなスケジュール。 等 

   （その他の日程の場合） 

   ・現状の総会では，決算報告や承認事項がないため，例年の日程にこだわる必要はないのでは。 

   ・他のイベントとかぶってしまう恐れがあるのではないか。あえて変える必要もないように思う。 

   →（結論）例年通り，６月下旬～７月上旬の間で行う。また，形式についても例年と同様。 

        講師は，少年鑑別所の所長で調整する。 
 

（４）報告事項 

①平成３１年度「『おやじの会』実施計画書及び予算書」 

②平成３１年度京都市中小企業融資制度の実施について 

③各単位おやじの会からの報告 

・山科「おやじの会」連絡会 

→６月８日総会を実施予定 

・南浜地域おやじの会 

→入学式にシャッター押します隊を実施，他県にも同様の活動か広まっているとのこと 

・岩倉北小おやじの会 

→今年度よりおやじの会が発足した 

 

 次回の連絡会の日程    ５月１５日（水） 場所・時間…元生祥小学校 １９：３０～ 



 令和元年度 京都「おやじの会」連絡会（第２回） 

～わが子の父親から地域のおやじへ～ 

京都「おやじの会」連絡会 

★今年度活動テーマ 

「見せましょう！おやじの背中」 
 

【日 時】  令和元年５月１５日（水） １９：３０～ 

【場 所】  元生祥小学校１階１０３号室       

 

 

（１）開会挨拶  
 

（２）前回の議事確認 （事務局より） 
 

（３）検討事項 

   令和元年度全市「おやじの会」総会・情報交流会の開催について  

    ・日時：令和元年６月２８日（金）１８時３０分～ 

・講師（講演）：京都少年鑑別 所長 

・会場：からすま京都ホテルまたはルビノ京都堀川，その他ホテルを検討中。 

    ・案内チラシは５月下旬～６月上旬に各校園及びおやじの会会長に配布予定。 

    ・ＯＫ企業にも案内し，研修会と兼ねて実施。 

 

（４）報告事項 

○各単位おやじの会からの報告 

・北区おやじ・おふくろの会・・・北区ふれあい祭りへのブース出展（５月２６日） 

    ・紫野おやじの会・・・ペットボトルロケット（６月９日） 

・嵯峨野おやじの会・・・代表者が変更 

    ・第四錦林おやじの会・・・左京ふれあい祭りへのブース出展の依頼※ 

 

（５）その他 

○令和２年度京都市立学校教員採用選考試験に係る協力依頼※ 

○健康長寿のまち・京都いきいきポイント手帳 

  

 次回の連絡会の日程    ６月１２日（水） 場所・時間…元生祥小学校 １９：３０～ 



 令和元年度 京都「おやじの会」連絡会（第３回） 

～わが子の父親から地域のおやじへ～ 

京都「おやじの会」連絡会 

★今年度活動テーマ 

「広げよう！おやじの絆」 
 

【日 時】 令和元年６月１２日（水） １９：３０～ 

【場 所】 元生祥小学校１階１０３号室       

 

 

 

（１）開会挨拶  

（２）前回の議事確認 （事務局より） 

（３）検討事項 

  令和元年度全市「おやじの会」総会の開催について  

    ・開催日時：６月２８日（金）１８:３０～ （受付 １８:００開始） 

    ・会場：ホテル日航プリンセス京都 

    ・講演：「少年鑑別所の業務と非行少年の特徴について」京都少年鑑別所長  小林 剛 氏 

・情報交流会の座席については，支部ごとに固まらないよう，当日くじ（ＡＢＣ・・・）にて決定する。 

 

（４）報告事項 

○各単位おやじの会からの報告 

・勧修おやじの会・・・夏祭り実施（７月２７日） 

・山科おやじの会・・・今年の会長は，百々おやじの会会長が務めることに決定。 

・北区おやじ・おふくろの会連絡会・・・北区民ふれあいまつりブースへの参加者は３３０名（５月２８日）。 

・深草おやじの会・・・深草商店街のイベントに協力，出展（７月２７日） 

・嵯峨野おやじの会・・・学校運営協議会（環境整備部会：おやじの会担当）が活動（６月２８日）。 

 

（５）その他 

・山本シュウ講演会（６月３０日）の案内 

・楽只学区自主防災会総合防災訓練（６月２３日）の案内 

 次回の連絡会の日程    ７月１０日（水） 場所・時間…元生祥小学校 １９：３０～ 



 令和元年度 京都「おやじの会」連絡会（第４回） 

～ わが子の父親から地域のおやじへ ～ 

京都「おやじの会」連絡会 

★今年度活動テーマ 

「広げよう！おやじの絆」 
【日 時】  令和元年７月１０日（水） １９：３０～ 

【場 所】  元生祥小学校１階１０３号室       

 

 

（１）開会挨拶 （会長より） 

（２）前回の議事確認 （事務局より） 

（３）検討事項 

  ①令和元年度全市「おやじの会」総会・情報交流会の振り返りについて  

     ・講演時間，各おやじの会からの報告時間が短かった。 

     ・会場の立地や講演・発表内容はとても良かった。 

     ・参加者の多くは学びの機会を求めているように感じた。                   など 

 

（次年度に向けての意見） 

     ・前年度（２月あたり）から内容の検討を進めていきたい。 

・限られた時間の中で，講演を中心とするか，報告を中心とするかの検討は大切。 

       ・親子で話題となる内容が良いのではないか。 （家庭での話題の提供）         など 

 

   ②第７回Ｏ-１グルメグランプリについて 

    ○日程：１２月１４日（土） 

○場所：国立京都国際会館 

    ・移動投票箱の在り方について改めて検討する必要があるのではないか。 

     

（連絡会からの出展について） 

・本連絡会も出展することはできないか今後検討を進めていきたい。 

・おやじＴシャツのグランプリが開催できれば面白いのではないか。 

・協力いただける人数に合わせて内容の検討を進めていきたい。 

 

（４）報告事項 

○各単位おやじの会からの報告 

    ・紫野小おやじの会・・・スプラトューン（色水で陣取り）を実施（７月２７日） 

    ・陵ヶ岡小おやじの会・・・流しそうめんを実施（７月１３日） 

    ・梅津北小おやじの会・・・流しそうめんを実施（７月２７日） 

・大宮小おやじの会・・・半日キャンプを実施（７月１４日） 

・深草小おやじの会・・・合同パトロールを実施（７月２４日） 

・花山中おやじの会・・・部活動体験を実施（８月３１日） 

 

（５）その他 

・今後，会議出席者（充て職）から内容の周知を図っていく。 

・ＨＰ等（Facebook についても再度検討）の更新を進めていく。 

 次回の連絡会の日程    ８月２２日（木） 場所・時間…元生祥小学校 １９：３０～ 



 令和元年度 京都「おやじの会」連絡会（第５回） 

～ わが子の父親から地域のおやじへ ～ 

京都「おやじの会」連絡会 

 

★今年度活動テーマ 

「広げよう！おやじの絆」 
 
【日 時】  令和元年８月２２日（木） １９：３０～ 

【場 所】  元生祥小学校１階１０３号室       

 

 

（１）開会挨拶 （会長より） 

 

（２）前回の議事確認 （事務局より） 

 

（３）検討事項 

    第７回Ｏ-１グルメグランプリについて 

    ・連絡会の啓発ブースを投票箱付近に設ける。 

    ・移動投票箱はなくす方向で検討を進める。 

・投票箱は１か所のみの設置とし，より目立つ工夫をする。 

・Ｏ－１グルメグランプリ参加ブースがわかりやすいように工夫する。 

    ・当日スタッフの荷物置き場の確認が必要。 

 

 

（４）報告事項 

○各単位おやじの会からの報告 

  梅津北小学校・・・流しそうめんを実施（７月２７日） 

嵯峨野小学校・・・ザリガニ釣りを実施し，７０名程度が参加（７月２８日） 

紫野小おやじの会・・・学校キャンプを実施予定（８月２４日～２５日） 

花山中おやじの会・・・部活動見学会を実施予定（８月３１日） 

      

 

（５）その他 

 

 

 

 次回の連絡会の日程    ９月２７日（金） 場所・時間…元生祥小学校 １９：３０～ 

１１月の連絡会の日程   1１月 ６日（水） 場所・時間…元生祥小学校 １９：３０～ 

  ※１１月の連絡会の前に「Ｐフェス模擬店説明会」（１８：３０～１９：３０）を実施予定 



 令和元年度 京都「おやじの会」連絡会（第６回） 

～ わが子の父親から地域のおやじへ ～ 

京都「おやじの会」連絡会 

★今年度活動テーマ 

「広げよう！おやじの絆」 
 
【日 時】  令和元年９月２７日（金） １９：３０～ 

【場 所】  元生祥小学校１階１０３号室       

 

 

（１）開会挨拶 （会長より） 
 

（２）前回の議事確認 （事務局より） 
 

（３）検討事項 

   第７回Ｏ-１グルメグランプリについて 

   ・申込時点で「模擬店に参加を希望するが，Ｏ－１グランプリに参加を希望しない団体」についても，改 

めて，Ｏ－１グランプリへの参加を促す。 

・当日の役割分担は，執行部にて作成する。 

   ・開票作業は全員で行う。 

・人員が十分集まるのであれば，「移動投票箱」を実施しても良いのではないか。 

・連絡会のことをアピールできるよう幹事が統一の帽子，ウィンドブレーカー等を着用することを検討。 

 

   各単位おやじの会の支援について 

   ・幹事の所属する学校の「おやじの会」の活動を視察し，その内容を「おやじのちから」に掲載すること 

    を検討。 

 

   ＨＰの更新について 

   ・次回の連絡会開催に関するメールには，「ＨＰに前回の議事録が掲載されている」旨を記載する。 

   ・Facebook の活用については，管理体制が整っていないため当面の間，実施しない。 

 

（４）報告事項 

○各単位おやじの会からの報告 

     花山中おやじの会・・・小中合同部活動体験を実施（８月３１日） 

     紫明小おやじの会・・・ベイブレード大会を実施予定（９月２８日） 

     吉祥院小おやじの会・・・防災キャンプを実施予定（１０月２６～２７日） 

     伏見南浜小おやじの会・・・防災キャンプを実施予定（１０月２６～２７日） 

 

（５）その他 

第２回京都市男女共同参画市民会議運営懇談会における会議内容の報告 

おやじのちから第２号の発行 

 

 次回の連絡会の日程    １０月１６日（水） 場所・時間…元生祥小学校 １９：３０～ 

 



 令和元年度 京都「おやじの会」連絡会（第７回） 

～ わが子の父親から地域のおやじへ ～ 

京都「おやじの会」連絡会 

 

★今年度活動テーマ 

「広げよう！おやじの絆」 
 
【日 時】  令和元年１０月１６日（水） １９：３０～ 

【場 所】  元生祥小学校１階１０３号室       

 

 

（１）開会挨拶 （会長より） 
 

（２）前回の議事確認 （事務局より） 
 

（３）検討事項 

   第７回Ｏ-１グルメグランプリについて 

   ○日程：１２月１４日（土）１０：００～１５：００ 

○場所：国立京都国際会館 イベントホール 

   ○京都「おやじの会」連絡会からの出展 

   ・模擬店に申し込まれた団体のうち，「Ｏ－1 グルメグランプリに『不参加』」で申請している団体には， 

可能な限り「Ｏ－１グルメグランプリに『参加』」いただくよう促す。 

・模擬店の出展数に応じて，ブースの配置を変更する必要がある。なお，ブースの配置（案）について 

は，執行部にて作成。 

   ・模擬店の片づけ作業については，「閉会式終了後」とする。 

・当日着用のポロシャツ（貸与）については，事務局にて購入（デザインは，これまでと同様）。 

   ・貴重品は各自管理を原則とする。そのうえで，会場設置のロッカーが使用可能であれば，その利用 

も検討する。(貴重品入れの袋等は事務局にて準備) 

    

 

（４）報告事項 

○各単位おやじの会からの報告 

    ・大宮小おやじの会・・・みそのばし 801 フェスティバル 2019 に参加予定（焼きそば等の販売）（10 月20 日） 

・紫野小おやじの会・・・逃走中（合同事業）を実施予定（11 月9 日） 

・深草小おやじの会・・・100 円商店街に参加予定（11 月23 日） 

・北区おやじ・おふくろの会・・・北区つながるフェスタに参加予定（北区役所に協力）（11 月30 日） 

 

（５）その他 

    ・ウィングスフォーラム２０１９の案内（京都市男女共同参画市民会議運営懇談会関係） 

 

 次回の連絡会の日程  １１月６日（水） 場所・時間…元生祥小学校 １９：３０～ 

 



 令和元年度 京都「おやじの会」連絡会（第８回） 

～ わが子の父親から地域のおやじへ ～ 

京都「おやじの会」連絡会 

 

★今年度活動テーマ 

「広げよう！おやじの絆」  
【日 時】  令和元年１１月６日（水） １９：３０～ 

【場 所】  元生祥小学校１階１０３号室       

 

（１） 開会挨拶 （会長より） 

 

（２） 前回の議事確認 （事務局より） 

 

 

（３）検討事項 

   第７回Ｏ-１グルメグランプリについて 

   ・今年度も「金，銀，銅賞」及び「京都「おやじの会」連絡会会長賞」を設ける。 

   ・先日の大雨被害に係る募金箱については，ＰＴＡでも設置しないため見送る。 

   ・投票箱の管理をしていただく幹事については，適宜，各ブース（特に込み合っているブース）の列の整 

列に対応（フォロー）いただきたい。なお，「最後尾プラカード」は，出展者が適宜利用する。 

    

京都「おやじの会」連絡会の充実に向けて 

・今後，規約の改正を検討していく。（会長の任期や議決権の明文化など） 

   ・各校おやじの会から連絡会への参加メンバーを増やすため，Ｏ－１参加者も含めた「打ち上げ兼忘年 

会」を検討する 

   ・例年実施している忘年会（１２月の連絡会の後の飲み会）では，開催時刻も遅く，参加しにくい幹事もい

る。そのため，実施時期や時間帯についても再度検討のうえ，後日メール等でお知らせする。 

    

（４）報告事項 

○各単位おやじの会からの報告 

・岩倉北小学校おやじの会・・・おやじの会の活動を再開（再開後初の活動として運動会をサポート） 

・大宮小学校おやじの会・・・みそのばし 801 フェスティバル 2019 に参加し，焼きそば等の売上金の一部を募金（10 月 20 日）  

・山科中学校おやじの会・・・山科おやじフェスタにてけん玉大会等の実施（10 月 27 日），山科区民まつりに参加予定（11 月 23 日）  

・紫野小学校おやじの会・・・逃走中（合同事業）を実施予定（11 月9 日） 

 ・深草小おやじの会・・・100 円商店街に参加予定（11 月23 日） 

 

（５）その他 

   京都市はぐくみプラン（京都市子ども・若者総合計画）（案）に対する意見の募集について 

 

 

 次回の連絡会の日程   １２月１８日（水） 場所・時間…元生祥小学校 １８：３０～ 

 



 令和元年度 京都「おやじの会」連絡会（第９回） 

～ わが子の父親から地域のおやじへ ～ 

京都「おやじの会」連絡会 

 

★今年度活動テーマ 

「広げよう！おやじの絆」 
 
【日 時】  令和元年１２月１８日（水） １８：３０～ 

【場 所】  元生祥小学校１階１０３号室       

 

（１） 開会挨拶 （会長より） 

 

（２） 前回の議事確認 （事務局より） 

 

 

（３）検討事項 

    第７回Ｏ-１グルメグランプリ（１２月１４日）の振り返りについて 

    ・移動式投票箱については，より目立つ工夫が必要ではないか。また，ぶら下げた際に，投票箱と子

どもの視線の位置が重なるため，改善の余地があるのではないか。 

    ・リユース食器回収ブースを２か所設けていたが，設置場所の間隔が近かった。１か所でも対応でき 

たのではないか。 

    ・京都「おやじの会」連絡会の投票ブースの担当者（人員）が多すぎたのではないか。 

    ・金銀銅賞について，メダル授与ではなく，他の物（トロフィー等）でも良いのではないか。 

    ・金銀銅・会長賞以外に，新たな賞を設定してもよいのではないか。 

    ・啓発ファイルは小さく（Ａ４→Ａ５）した方が参加者も持ち帰りやすかったのではないか。 

    ・飲食のためのスペースが狭かったのではないか。 

    ・オープニングセレモニーの際，既にブースを開始していた団体（模擬店以外）があったのはいかが 

なものか。 

 

 

（４）報告事項 

○各単位おやじの会からの報告 

伏見南浜小学校おやじの会・・・防災キャンプを実施（１０月） 

 

 

（５）その他 
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 令和元年度 京都「おやじの会」連絡会（第１０回） 

～ わが子の父親から地域のおやじへ ～ 

京都「おやじの会」連絡会 

 

★今年度活動テーマ 

「広げよう！おやじの絆」 
 
【日 時】  令和２年１月１５日（水） １９：３０～ 

【場 所】  元生祥小学校１階１０３号室       

 

 

（１）開会挨拶 （会長より） 
 

（２）前回の議事確認 （事務局より） 
 

（３）検討事項 

   ①今年度（令和2 年1 月～3 月）の取組について 

    ・連絡会の幹事が，自校以外のおやじの会の取組に参加（見学）される（した）場合は，電子メールに

て情報提供してほしい。それら活動については，今後の「おやじのちから」に掲載していきたい。 

 

   ②令和2 年度の総会（報告会）について 

    ・テーマ及び講師については自由。「おやじ」らしくないテーマでも良い。それらテーマ等に関して候補

がある場合は，電子メールにて情報提供してほしい。 

 

③令和2 年度の役員について 

    ・立候補される場合は，電子メールにてその旨お知らせいただきたい。なお，次回の連絡会にて，次

年度役員を決定する。 

 

（４）報告事項 

○各単位おやじの会からの報告 

     紫野小学校おやじの会・・・１/２成人式（１月２５日） 

     大原野小学校おやじの会・・・もちつき（少年補導委員会の凧揚げと共催）（１月２６日） 

（池田東小学校おやじの会・・・熱気球体験（１月２５日）） 

     嵯峨小学校おやじの会・・・卒業式お別れ子ども会にてポップコーンの提供（３月１日） 

                      卒業生向けコンサート（３月３日） 

     宇多野小学校おやじの会・・・もちつき（１月１１日），しめ縄づくり（１月２２日） 

      

（５）その他 
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令和元年度 京都「おやじの会」連絡会（第１１回） 

～ わが子の父親から地域のおやじへ ～ 

京都「おやじの会」連絡会 

★今年度活動テーマ 

「広げよう！おやじの絆」 
 
【日 時】  令和２年２月１２日（水） １９：３０～ 

【場 所】  元生祥小学校２階２０３中会議室       

 

（１）開会挨拶 （会長より） 
 

（２）前回の議事確認 （事務局より） 
 

（３） 検討事項 

① 令和2 年度の総会（報告会）について 

時期：令和２年６月下旬 

会場：ホテル日航プリンセス京都 

       内容：オリンピックイヤーであるため，オリンピック関係者等から「これまでの親からの支援」など 

           に関する講演 

           （その他候補，「薬物に関する最新情報」や「防災」「老後の備え」「キャッシュレス」など） 

    

 

② 令和2 年度の役員について 

・現体制で承認 

 

（４）報告事項 

○各単位おやじの会からの報告 

      ・北区おやじおふくろの会・・・元気な子どもの絵画展を実施（２月１８日～２１日） 

      ・広沢小学校おやじの会・・・オータムコンサートを実施（秋ごろ） 

PTA 主催のコンサートを実施（２月１日） 

  

（５）その他 

○おやじのちから４号の内容 

・O-1 グルメグランプリ 

・宇多野小学校おやじの会「しめなわづくり」 

・幹事がこれまで見学等してきた取組（逃走中，深草100 円商店街） 

 

 

 次回の連絡会の日程   ３月１８日（水） 場所・時間…元生祥小学校 １９：３０～ 

 


