
常任理事会記録 平成27年４月常任理事会 

 

１ 日 時  平成27年４月２日（木）19：00   三役会 18：00  

２ 場 所  中央公民館４Ｆ-１ 

３ 内 容   ＜南区＞ 司会：坂本隆生 副会長  記録：塚本和美 常任理事 

 (1)  開  会 

（2） 出席者数 18 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、塚本、田中敦、阪本、田上 （欠）宮﨑、鈴木、寺本 

 

（3） 会長挨拶 →現ﾒﾝﾊﾞｰによる最後の会、定期総会まではよろしく 参与の教育政策課さんへのお礼 

（4） 参与挨拶  

・教育委員会より（野口 様から境 様に交代） →（野口様）26年度異動1年目で市Ｐ担当に 皆さん

の頑張りに敬意 （境 様）市教委2年目頑張ります どうぞよろしく 

   ・小学校長会・中学校長会より（いずれも未定） 

（5） 議 事 

① 審議事項 

ア ＣＰスキルアッププラン申請（西区） →承認                      ＜資料1＞ 

イ 備品（印刷機）購入の件（行事・予算委） →Ａ社に決定               ＜資料2＞ 

ウ 27年度CPﾌﾟﾗﾝ募集について(CPﾌﾟﾗﾝ推進委) 一部修正し承認 ｼｰﾄは5月まで変更可    ＜資料3＞ 

 

② 協議事項 

ア 4/13（月）県ＰＴＡ共済研修会の実施について（役割分担等）                      ＜資料4＞ 

   →(進行)県Ｐ共済 叶事務局長 (受付)中央：幸野、東：山野、西：松永、南：塚本、北：田上 

イ 4/20（月）プール開放説明会役割分担、今後の進め方等：健安委）           ＜資料5＞ 

   →4/20(受付) 中央：阿久根、東：山野、西：  、南：塚本、北：田上、(ﾏｲｸ)坂本・磯田 

    区Ｐ主催心肺蘇生法講習会の日程を4/15までに決め事務局へ 4/20の会で一覧表配付予定 

ウ 5/16（土）定期総会次第・進行役割分担                                          ＜資料6＞ 

   →現役員による役割仮決定 残りは4/30の新旧常任理事会で決定予定 受付役次回持ち寄り 

 

③ 報告事項 

ア 各委員会より 

1）総務 3）厚生  5）広報 →特になし  

2）教養  H26.11/29（土）市Ｐ研究大会報告書の件 →気づき等4/9までに       ＜資料7＞ 

4）健安  新入児童生徒家庭へのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ配付について →各校声掛け、活用推進を   ＜資料8＞ 

6）市Ｐ担部会 →市Ｐ担の役割・責任の重さ等の再認識を 今後三役会で検討 

                                                     

イ 各区Ｐより 

 1) 中央区  →4/7定例会・役員選考 4/25定期総会 

 2) 東区 →3/27役員選考 4/18新旧引継ぎ会 5/1定期総会 

 3) 西区 →3/19理事会 4/10新旧理事会 5/8定期総会          ＜CPｽｷﾙｱｯﾌﾟﾌﾟﾗﾝ報告:資料9＞ 

  4) 南区 →3/28ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研 4/10運営委員会 5/15定期総会      ＜CPｽｷﾙｱｯﾌﾟﾌﾟﾗﾝ報告:資料10＞ 

  5) 北区  →3/8年度末総会・ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研・役員選考 3/27新旧引継ぎ会 3/29役員会 4/25定期総会 

 

ウ 特別委員会より 

1)政令市P →県Ｐとの共同開催等（今後要検討）①新聞ｺﾝｸｰﾙ：熊日との三者で ②日Ｐ・文科省主

催：三行詩ｺﾝｸｰﾙ ③県Ｐふれあい読書中間発表会にCP読書ﾌﾟﾗﾝ被助成校の参加呼びかけ 

④県Ｐ・市Ｐ常任理事の合同研修・懇談会 ⑤その他（H32九ﾌﾞﾛ熊本大会、その他） 

2)行事・予算 →４月中に開催予定  3)CPﾌﾟﾗﾝ 4)ﾌﾟｰﾙ検討 →上記提案のとおり 

エ ３月分本会計執行状況、26年度本会計・積立金会計決算書（案）（会計理事）       ＜資料11＞ 

      →報告・説明 質疑特になし 



オ 諸会議等報告（充て職他） →充て職の現状調べ、お早目に 

  →（磯田）歯科保健推進協議会：ﾌｯ化物洗口 （阿久根）熊本博物館協議会：再開延期も内容充実 

 

カ 事務局より  

○熊本市ＰＴＡ協議会 年間行事・事業 及び 単Ｐへの発送文書 一覧 →ご利用を     ＜資料12＞ 

   ○年度当初の会合等への出席は、各区Ｐで該当者への連絡をよろしく 

   ○市Ｐ会長表彰申請現在なし →声掛け等を ○委員会の引き継ぎよろしく 会場予約等、連絡を 

 

～今後の予定（４・５・６月）～   

・ 4/ 3（金）13:30・4/4（土）10:00 会計監査 事務局 

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

・ 4/14（火）19:00 役員選考委  5F-1     

・ 4/15（水）14:00 市Ｐ担当副会長部会  5F-1  

・ 4/20（月）19:00 次年度プール開放事業説明会 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） 

・ 5/ 7（木）17:30 県Ｐ三役との会（第７回） 19:30 市Ｐ新旧三役会（事務引継ぎ） 

・ 5/16（土）13:30 市Ｐ定期総会 市立図書館 18:00 新旧常任理事懇親会 ﾎﾃﾙｷｬｯｽﾙ 6.2千円 

  ・ 6/ （ ）    会計研修会（総務委） パレア予定 

・ 6/20（土）13:30 合同研修会  市民会館大会議室他  18:00 懇親会 交通ｾﾝﾀｰﾎﾃﾙ（  ）円 

 

※各区Ｐ定期総会の予定 

 （北 区）4/25（土）18:30（KKRﾎﾃﾙ）    （中央区）4/25（土）19:00（ﾆｭｰｽｶｲﾎﾃﾙ）  

 （東 区）5/ 1（金）18:30（熊本ﾃﾙｻ）   （西 区）5/ 8（金）18:00（ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ）  

 （南 区）5/15（金）19:00（ﾆｭｰｽｶｲﾎﾃﾙ） 

  

（6）名義後援他依頼 →いずれも承認                            ＜資料13＞ 

①名義共催  「第9回ﾘﾋﾞﾝｸﾞ熊本 交通安全ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」 主催：(株)熊本ﾘﾋﾞﾝｸﾞ新聞社 新入児への手帳 

②新名義後援 「第26回 こどもの詩（ﾎﾟｴﾑ）ｺﾝｸｰﾙ」 主催：熊本朝日放送 小中学生両親をﾃｰﾏに作詩 

 

（7）その他 

（8）閉 会                

 

 

５月新旧常任理事会の開催について（ご案内） 

  

平成27年５月の熊本市ＰＴＡ協議会新旧常任理事会を、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４月30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  ＜北区＞ 司会：家入 淳 副会長  議事録作成者：田上和美 常任理事 

・5/16（土）定期総会に関して       ・常任理事等充て職選定について 

・27年度市Ｐ協議会役員推薦候補について  ・27年度会長委嘱役員（参与）について 

        ・27年度事業計画及び予算案について    ・各委員会の5・6・7月行事等について  

・その他                      

※総会資料は毎回是非ご持参を 


