
平成27年１月常任理事会 

 

１ 日 時  平成27年１月８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  17 名 →成立   緒方、楠本、磯田、村上、家入、岡田、川添、阿久根、田中義、鈴木 

松本、松永、寺本、塚本、田中敦、阪本、田上 （欠）坂本、山野、宮﨑、前渕 

 

（3） 会長挨拶 →1/7の始業式 今回もあいさつ運動お世話になった 寒い中に元気に登校 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞに留

意を 〆の学期、次年度への準備が始まる 日Ｐ会費を県Ｐを通して12月末に支払済 

（4） 参与挨拶 

・教育委員会より（野口様） →あいさつ運動で元気をもらった 1/20（火）ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ清水公民館 

   ・小学校長会より（松島校長） →1/7朝多くの参加を得た 始業式でﾉｰﾍﾞﾙ賞受賞の話題 目標を持っ 

て頑張ろうと話した ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ感染の時期 気を付けたい 

   ・中学校長会より（橋爪校長：ご欠席） 

（5） 議 事 

① 審議事項 

ア 次年度市Ｐ事務局雇用の件 →承認                       ＜資料1＞ 

イ ＣＰｽｷﾙｱｯﾌﾟﾌﾟﾗﾝ助成金（上限２万円）申請（中央区Ｐ・東区Ｐ） →承認     ＜資料2＞ 

ウ 特別活動費（上限３万円）申請（中央区Ｐ・東区Ｐ） →承認                   ＜資料3＞  

 エ 3/4（水）校内プリント研の実施について（総務委） →承認 1/9付発送済     ＜資料4＞ 

 オ 「ﾈｯﾄ社会と向き合う、家庭のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」（健安委） →承認 1/9付発送済      ＜資料5＞ 

     → 別紙ｱﾝｹｰﾄ（意見等募集）前文に今後の予定を記載  

単Ｐへの依頼と併せ市教委からもｱﾄﾞﾊﾞｲｽをいただく →1/9依頼済 

② 協議事項 

③ 報告事項 

ア 各委員会等より  1）総務 4）健安 6）市Ｐ担部会 →特になし 

 →2）厚生 各区で次年度ﾊﾞﾚｰ会場校を決め3月中に提出を（４月最初の委員会で提示したいため） 

 3）教養 単Ｐ研申請現在27校 呼びかけを 締切1/16 1/29審査 

 5）広報 会報原稿依頼中 2/5･6までに揃え２月理事会で紹介予定 ﾈｯﾄｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝも掲載したい 

日Ｐ関連：現状報告程度または県Ｐ大会の紹介いずれにするか検討する 

    

イ 各区Ｐより 

 1) 中央区 →1/31中央区Ｐ研究大会に向けて準備中 

 2) 東区 →12/11定例会 東区役所と一緒にまちづくりﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ実施 1/24東区Ｐ研修会 

 3) 西区 →特になし 

  4) 南区 →2/13年度末総会 

  5) 北区 →北区Ｐ研修会 ２月に総会予定 

 

ウ 特別委員会より 1）行事・予算、2）政令市P、3）CPﾌﾟﾗﾝ、4）ﾌﾟｰﾙ検討 ＜ﾌﾟｰﾙ検討委：資料6＞ 

→1）1/21（水）委員会実施予定 

 2）12月末に日Ｐに10円納入済み 

 3）ﾎﾟｽﾀｰの確認後印刷予定 申請書様式を採点しやすいよう検討中 →３月理事会で提案 

4）第２回検討委の報告 1/22業者向け説明会への出席：磯田副会長 2/12説明会に常任理事 

はできるだけ参加する 受付は常任理事の市Ｐ担部会で担当（欠席の時は他で変わる）  

 

エ 12月分本会計・特別会計執行状況 →報告・説明 質疑特になし                ＜資料7＞ 

    

オ 諸会議等報告（充て職他） 

  →（楠本）県青少年安全安心ネット利用促進連絡会 後の名義後援の説明も兼ねて 



カ 事務局より                                  ＜資料8＞ 

    〇単Ｐ研助成金（1/16申込締切：1万円上限）1/8 現在申請 27 支給日：2/17火～2/26木を予定 

〇26年度末～27年度 予定行事等について 

      〇1/15（木）14時「ﾈｯﾄとﾓﾗﾙ」講演会（講師：桑崎剛氏）国際交流会館  →出席予定５人 

 

～今後の予定（１・２・３月）～  →ｺﾞｼｯｸはその後追加 

・ 1/21（水）19:00 行事・予算委（総務担当副会長・各委員長・会計理事・市Ｐ担部会長・事務局）→２月理事会 

・ 1/24（土）午前  北区Ｐ研修会 フードパル、午後 東区Ｐ研修会 市青年会館 

・ 1/27（火）19:00  教養委 市Ｐ研究大会の反省・収録集編集の件 5F-3 

・ 1/28（水）18:00  県Ｐ三役との懇談・情報交換会 4F-1（三役対応：事前打合せ会計画中） 

・ 1/29（木）19:00  単Ｐ研（〆1/16）審査（教養委） 事務局にて →２月理事会で提案 

・ 1/31（土）午後  中央区Ｐ研究大会 熊本大学教育学部 

・ 2/ 5（木）19:00 ２月常任理事会 18:00 三役会 4F-1 

・ 2/12（木）19:00  （市教委主催）27年度プール開放説明・情報交換会 市役所14Ｆ大ホール 

・ 2/17（火）～2/26 （木）単Ｐ研助成金支給 

・ 2月中 ＣＰプラン検討委員会（次年度募集要項等策定）予定 →３月理事会で提案 

・ 3/ 4（火）10:00 プリント研修会 ﾊﾟﾚｱ９階第１会議室（総務委） 

・ 3/ 5（木）19:00 ３月常任理事会 18:00 三役会 4F-1 

 

（6）名義後援他依頼 →いずれも承認                            ＜資料9＞ 

①名義後援 「第２回 青少年が考えるｽﾏﾎ安心活用ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ」 主催：同実行委員会 1/17（土）13:30   

 

②名義後援 「ｽﾏﾎ安心活用のための講演会」 主催：同実行委 2/7（土）13:30 城彩苑 講演会 

 

③名義後援 「第17回熊本市人権ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」 主催：熊本市人権教育研究会 H27.2/21（土）13:30   

 

④名義後援 「ｵﾊｲｴくまもと第６回とっておきの音楽祭」 主催：ｵﾊｲｴくまもと 3/22（日）11時 

      

⑤名義後援 「教育創生ﾌｫｰﾗﾑＩＮ熊本」主催：一般社団法人倫理研究所 6/28（日）13時 県劇演劇ﾎｰﾙ 

 

⑥名義後援「ﾏﾏと子どもの防災ｶﾌｪ」 主催：全労済熊本県本部 共催:ﾜｲﾔｰﾏﾏ・ﾏﾏそら 2/1（日）10時 

 

⑦単Ｐ配付 平成 26年度「家庭の日の集い」 主催：県・県教委 3/1（日）13:30～県庁地下大会議室 

 

⑧単Ｐ配付 「第５回くまもとおやじｻﾐｯﾄ in あらお」 主催：荒尾第一小 PTA 2/22（日）12:00～ 

 

⑨常任理事配付 県立美術館より 細川ｺﾚｸｼｮﾝ・美術館ｺﾚｸｼｮﾝ 

 

（7）その他 →特になし 

（8）閉 会 

 

２月常任理事会の開催について（ご案内） 

  

平成27年２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27年２月５日（木）  ○常任理事会 19時～ （三役会 18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 

・単Ｐ研修会助成金審査結果について   ・次年度行事・予算について 

・各委員会の２・３・４月行事等について ・その他  ※総会資料は毎回是非ご持参を 


