
常任理事会記録 平成27年２月常任理事会 

 

１ 日 時  平成27年２月５日（木）19：00   三役会 18：00  

２ 場 所  中央公民館４Ｆ-１ 

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

 (1)  開  会 

（2） 出席者数 20名 →成立 緒方、楠本、磯田、村上、坂本、家入、山野、岡田、川添、宮﨑、阿久根 

田中義、松本、松永、前渕、寺本、塚本、田中敦、阪本、田上 （欠）鈴木 

（3） 会長挨拶 →各区Ｐ研修会が工夫・充実しており感心。日Ｐへの会費納入も済み新聞も届いた。ﾌﾟｰﾙ

開放・ＣＰﾌﾟﾗﾝ等々、政令市Ｐとなり３年目、発展し確実に前進しています。 

（4） 参与挨拶 

・教育委員会より（ご欠席） 

   ・小学校長会より（松島校長） →ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ落ち着く。心のｱﾝｹｰﾄ等調査実施 一人一人の内面に寄り

添い課題等を年度内に解決したい。 

   ・中学校長会より（橋爪校長） →会長の「政令市Pとして確実に発展・・」というお言葉力強い。入

試真っ只中 卒業式練習・準備開始 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞにも注意中。 

（5） 議 事 

① 審議事項 

ア ＣＰｽｷﾙｱｯﾌﾟプラン助成金（上限２万円）申請（北区・東区） →承認          ＜資料1＞              

イ 特別活動費（上限３万円）申請（北区・西区） →承認                ＜資料2＞ 

ウ 単Ｐ研修会助成金審査の件（1/29審査：教養委） →要検討②以外承認         ＜資料3＞ 

    →①定員付き案内、今回は承認 今後は全員が参加しやすい内容が望ましい 

     ②複数合同の研修会、趣旨と異なり不承認 CP地域連携ﾌﾟﾗﾝや単一校からの申請を促す 

エ 本年度市Ｐ研究大会報告書の件（教養委） →提案の様式で約500部作成の件承認    ＜資料4＞ 

オ 次年度行事・予算案の件（行事・予算特別委） →行事案承認 予算最終案は再審議  ＜資料5＞ 

カ 「ﾈｯﾄ社会と向き合う家庭のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」（健安委）                 ＜資料6＞ 

    →変更点等説明 家庭への配付は特別活動費から支出：承認 基本事項番号は不要の意見  

③の「・・見つける力」を「・・に気づく力」に変更 最終案をHP常任理事ｺｰﾅｰで提案 

キ 日Ｐ・九Ｐ関連（政令市Ｐ特別委）                        ＜資料7＞ 

     →九P負担金：県Ｐと児童生徒数割で分担 2/13（金）県Ｐに納入済み 27年度予算：12万円 

県Ｐとの連携・協力：できる事業から進める 日Ｐ入会申込書：継続提示していく 

 

② 協議事項 

ア 市Ｐ会報 第120号について（広報委） →現状確認 2/10までに未原稿提出      ＜資料8＞ 

イ 2/12（木）次年度ﾌﾟｰﾙ事業説明会・情報交換会の件（ﾌﾟｰﾙ検討特別委）         ＜資料9＞ 

     →常任理事 可能な範囲で参加  

受付 中央：阿久根・幸野、東：山野、西：前渕、南：塚本、北：田上  18時集合 

③ 報告事項 

ア 各委員会より 

3）教養 →委員ｱﾝｹｰﾄ結果報告 他委員会等 →特になし           ＜教養委：資料10＞ 

                                                     

イ 各区Ｐより 

 1) 中央区 →1/31研究大会・ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研          ＜区Ｐ連研・ｽｷﾙｱｯﾌﾟﾌﾟﾗﾝ研報告：資料11＞ 

 2) 東区 →1/24研修会・ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研 2/20年度末総会                    

 3) 西区 →2/6三役会 ３月上旬理事会予定            ＜区Ｐ連研修会報告：資料12＞ 

  4) 南区 →2/13年度末総会 3/18役員選考会 3/28ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研                             

  5) 北区 →1/24研修会 2/3定例会、3/8ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研          ＜区Ｐ連研修会報告：資料13＞ 

 

ウ 特別委員会より →CPﾌﾟﾗﾝ：2/19会合予定  ※他委員会は別記以外なし 

 

エ １月分本会計執行状況 →報告・説明 質疑特になし                      ＜資料14＞ 

 



オ 諸会議等報告（充て職他）         ＜（鈴木）熊本市食の安全安心・食育推進会議 資料15＞ 

   →（楠本）ｽﾏﾎ安心活用実行委員会  （家入）熊本市学校保健会  

（阿久根）熊本市特別支援教育連携協議会 

 

カ 事務局より 

1）年間交通費の確認を →3/5（木）に年間通信費と併せて支給（印鑑を）         ＜資料16＞ 

   2) 市Ｐ会長表彰申請（①個人・②団体・③善行）                    ＜資料17＞ 

3) 単Ｐ調査（会長理事・市Ｐ担当副会長理事調べ、会員数等調べ）            ＜資料18＞ 

 

～今後の予定（２・３・４月）～ 

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

・ 2/17（火）19:00 広報委員会 5F-3 

・ 2/17（火）～2/26 （木）単Ｐ研助成金支給 

・ 2/19（木）19:00 CPﾌﾟﾗﾝ検討委員会（次年度募集要項等策定） 事務局 →３月理事会で提案 

・ 3/ 4（水）10:00 校内ﾌﾟﾘﾝﾄ研修会 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 

・ 4/  （ ）？    会計監査（３月末に大方済ませておく） 

・ 4/ 2（木）19:00 常任理事会 4F-1（18:00 三役会） 

・ 4/13（月）19:00 県Ｐ共済（Ｐ災安互）研修会 ﾊﾟﾚｱﾎｰﾙ（鶴屋東館10F） 

・ 4/14（火）19:00 役員選考委  5F-1     

・ 4/15（水）午後  市Ｐ担当副会長部会  5F-1  

・ 4/20（月）19:00 次年度ﾌﾟｰﾙ開放事業説明・情報交換会 市役所14階大ﾎｰﾙ 

・ 4/21（火）19:00 総務委（南区）  5F-1 、厚生委（北区）  5F-2    

・ 4/22（水）19:00 教養委 （中央区） 5F-1 、健安委（東区）  5F-2     

・ 4/23（木）19:00 広報委 （西区） 5F-1 、宣言文起草委  5F-2 

・ 4/30（木）19:00 新旧常任理事会（通常５月開催分） 4F-1（18:00 三役会） 

 

（6）名義後援他依頼 →いずれも承認                            ＜資料19＞ 

①名義後援 「第23回生命尊重講演会」 主催：熊本県いのちの懇談会 5/31（日）２時 ﾊﾟﾚｱﾎｰﾙ 

 

②名義後援 「子どもたちの3.11ﾕﾆｾﾌ東日本大震災報告写真展」 主催:熊本県ﾕﾆｾﾌ協会 3/10～20 ９時 

 

③単Ｐ配付 日Ｐ新聞 H26.12.19発行 第346号 市Ｐの12/18付日Ｐ加入に伴い 各単Ｐへ４部ずつ 

 

④常任理事配付 「子どもたち自身が考えるｽﾏﾎのﾙｰﾙづくりとは？」 主催：ｽﾏﾎ安心活用実行委 

 

（7）その他 →ﾌﾟﾘﾝﾄ研 土日や夜間開催は無理か？ ・・講師のご都合や参加しやすさの点で難しかろう 

 

（8）閉 会           ※各種会合での終了時刻の厳守を・・・遅くとも21:30の予鈴をめどに 

 

３月常任理事会の開催について（ご案内） 

  

平成27年３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３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  ＜西区＞ 司会：村上隆史 副会長  記録：前渕洋子 常任理事 

・各委員会の３・４・５月行事等について   

・年度末・年度始めの諸計画等について 

・その他                     ※総会資料は毎回是非ご持参を 


