
常任理事会記録 平成26年７月常任理事会 

 

１ 日 時  平成26年７月３日（木）19：00   三役会 18：00  

２ 場 所  中央公民館４Ｆ-１ 

３ 内 容   ＜中央区＞ 司会：楠本誠二 副会長  記録：阿久根祐子 常任理事 

 (1) 開  会 

（2） 出席者数 20名 →成立  

（3） 会長挨拶 →大雨洪水に注意 中体連選手皆真剣 一方暴走族に中学生も この違いは？ 頑張れ 

る中学生は幸せ ＰＴＡで取り組むべきことは ８月理事会がないため９月事業も審議 

（4） 参与挨拶 

・教育委員会より（野口参事） →市長表敬訪問よろしく 

   ・小学校長会より（松島校長）ご欠席 

   ・中学校長会より（橋爪校長） →市Ｐと校長会との懇談会準備を進めます 

 

（5） 議 事 

① 審議事項 →いずれも承認 

ア 7/31（木）「小中校長会との懇談会」の件（厚生・事務局）             ＜資料１＞ 

   →主題は昨年と同じとし、趣旨という形に変える 司会：寺本 提案：坂本 

イ 8/29（金）確定「市教委との懇談（含:質問事項等）」の件 （健安・市Ｐ担）    ＜資料２＞ 

   →質問等追加：小学運動部活動社会体育へ移行に関して 趣旨やや不明有→原文を生かした 

懇談会司会：宮崎 謝辞：楠本  

ウ 9/ 1（月）「一斉あいさつ運動」の件（事務局） →提案通り承認          ＜資料３＞ 

 エ 9/12（金）「市退職校長会との懇談・懇親会」の件（総務・事務局）        ＜資料４＞ 

    →児童生徒音楽等発表校及びＰＴＡ活動発表校の推薦・協議  

懇談会司会：松本 提案：村上  

オ ＣＰプランの審査結果の件（ＣＰプラン検討委）                 ＜資料５＞ 

   →読書17/30、家族13/20、地域連携15/15 計45/65を承認 7/11該当単Ｐに決定通知発行  

今後区Ｐ毎の割当数を追加募集 申請書の書式を報告書に準じた書きやすいものに 

カ 11/22（土）「共催:第７回くまもと教育・文化ﾌｫｰﾗﾑ」の件（総務・事務局）    ＜資料６＞ 

   →小中学生の発表校・単Ｐの活動報告見込校の検討 美術展作品搬出入に市Ｐの協力を 

    8/2（土）市長と語る会ﾊﾟﾈﾗｰに緒方会長 市Ｐﾊﾞﾚｰ日だが可能な方に参加呼びかけを 

キ 11/29（土）予定 市Ｐ研究大会の件                      ＜資料７＞ 

    →8/8委員会予定 ｽﾏｰﾄﾌｫﾝに関して…課題大 ﾈｯﾄによるいじめ拡大 健安委でも取り上げる  

   

② 協議事項 

 ア 8/２（土）「第44回市Ｐｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会」について（厚生）            ＜資料８＞ 

    →次年度は、実施要項に会場一覧を記載したい 

 イ プール開放状況（健安・事務局） →ｽﾑｰｽﾞに実施中 今後人数増の見込       ＜資料９＞ 

 

③ 報告事項 

ア 各委員会より  

   1）総務委  →会計研131人参加好評 3）教養委 →合同研協力感謝 4）健安委 →6/14委員会 ﾈ 

ｯﾄトラブルを取り上げていく（なりすまし事案概要報告） 5）広報委 →会報119号修正箇所等報

告～7/4午前中 ﾀｲﾄﾙ名変更の声も ﾀｲﾄﾙ背景色黄色に決定 6）市Ｐ担部会 →家庭教育ｾﾐﾅｰ好評                                

    

イ 各区Ｐより 

1）中央区 →6/12定例会 7/17校内担当研 7/18懇親会  2）東区 →7/8定例会  

3）西区 →6/24・27心肺蘇生講習会 7/15定例会 4）南区 →6/22心肺蘇生講習会 7/16定例会  

5）北区 →6/18・7/5心肺蘇生講習会 6/23定例会 

ウ 特別委員会より（行事・予算、政令市P、CPﾌﾟﾗﾝ、ﾌﾟｰﾙ検討） →いずれも報告なし 

 

エ 会計理事より ６月分本会計執行状況 →報告・説明 質疑特になし        ＜資料10＞ 



オ 諸会議等報告（充て職他） 

    →岡田：熊本小児保健研究会 宮﨑：社会を明るくする運動、子ども文化会館運営協議会 阿久根： 

特別支援教育連携協議会 家入：学校保健会 山野：子ども子育て会議 村上：青果物査定委員会 

 

カ 事務局より  ～今後の予定（7・8・9月）～  ※心：心肺蘇生法講習会 危：危機管理研修会 

・  7/ 4（金） 19:00 総務委員会 5F-3 

心  7/ 5（土）10:00 北区Ｐ主催 心肺蘇生法講習会 フードパル 

心  7/ 6（日）13:00・14:30 中央区Ｐ主催 心肺蘇生法講習会 中央公民館地下ホール 

・  7/ 8（火）17:00 県Ｐとの情報懇談会 5F-1 （三役対応） 

・  7/ 9（水） 9:00 市長表敬訪問、終了後 指導課との会 

・  7/ 9（水）18:30 市Ｐﾊﾞﾚｰ 抽選会 中央公民館地下ﾎｰﾙ（厚生委）→延期7/16（水）ﾊﾟﾚｱﾎｰﾙ 

・ 7/11（金）19:00 広報委員会 3F-3 

心  7/12（土）13:00・14:30 東区Ｐ主催 心肺蘇生法講習会 東部公民館 

危  7/13（日）10:00・11:00・13:00・14:00 市教委主催 危機管理研修会 市役所14F大ﾎｰﾙ 

危  7/16（水）18:30・19:15 市教委主催 危機管理研修会 市役所14F大ﾎｰﾙ 

・ 7/31（木）15:00 市小中校長会との懇談会 パレア９Ｆ 第２研修室  

・ 8/ 2（土）13:00 市Ｐソフトバレーボール大会 19会場 129チーム参加 

・ 8/13･14･15（水・木・金）事務所閉局 

・ 8/29（金）15:00 市教委との懇談会 ﾊﾟﾚｱ９Ｆ 第３研修室  

・ 9/ 1（月）市Ｐ主催 市内一斉あいさつ運動 

・ 9/ 2（火）第２回教育文化ﾌｫｰﾗﾑ実行委員会 4F-1 （主として総務担当常任理事） 

・ 9/ 4（木）９月常任理事会（18:00 三役会）4F-1 

・ 9/12（金）市退職校長会との懇談・情報交換会 

※ 10月中 市青少協との懇談・懇親会（三役対応：昨年度は10/11金） 

※ 11/29（土）（予定）市Ｐ研究大会（保健科学大学） 

※ 県高Ｐ連との懇談（・懇親）会・・・（三役対応：今後協議） 

 

（6）名義後援他依頼 →いずれも承認                           ＜資料11＞ 

①名義後援 「第 25回熊本市人権教育研究大会」 主催:熊本市人権教育研究会 8/19（毎年後援） 

②名義後援 「第 41回ＴＫＵ親と子の粘土大会」 主催：（株）テレビ熊本 （毎年後援） 

③名義後援 「WRO(ﾜｰﾙﾄﾞﾛﾎﾞｯﾄｵﾘﾝﾋﾟｯｸ) 2014熊本大会」 主催：同実行委  （毎年後援） 

④新名義後援 「第 67 回全国へき地教育研究大会熊本大会」 主催：文科省、県・関係市町村教委 

  ⑤※名義後援 「日本国際童謡館 20周年記念コンサート」 主催：NPO法人日本国際童謡館 

  ⑥単Ｐ配付 「第 3回熊日親子手作り新聞ｺﾝｸｰﾙ」チラシ 主催：熊日 後援：市Ｐ協 ～9/12 

  ⑦常任理事配付 「県 PTA指導者研修会」主催：県教委 8/2、9/6「親の学び」ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ他 単Ｐ配付済 

  ⑧常任理事配付 「小学校制服・標準服展示会」チラシ 主催：光多制服ＫＫ 制服の意義を考える 

  ⑨常任理事配付 「県鍼灸マッサージ師大会・公開講座」チラシ 主催：同大会実行委 健康を考える 

 

（7）その他 

（8）閉 会 

 

               ９月常任理事会の開催について（ご案内） 

 

９月の熊本市ＰＴＡ協議会常任理事会を、下記の通り開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内

申し上げます。 

記 

１ 日 時   平成26年９月４日（木）  ○三役会 18時～  ○常任理事会 19時～ 

２ 場 所   中央公民館 ４Ｆ－１室 

３ 内 容  ＜東区＞ 司会：磯田圭輔 副会長  記録：山野佳子 市Ｐ担部会長 

・ 各委員会の９・10・11月行事等について  ・9/12（金）退職校長会との教育懇談・情報交換会 

・ 11/29（土）市Ｐ研究大会の実施について  ・その他    ※総会要項は毎回是非ご持参を 


