
常任理事会記録 平成27年７月常任理事会 

 

１ 日 時  平成27年７月２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：惠濃善郎 副会長  記録：甲斐あずさ 常任理事 

 ※市退職校長会より 教育文化フォーラムについて（共催・協力依頼）             ＜資料10参照＞ 

 ※市教委健康教育課より 小運動部活動の今後について（概要説明と意見募集）          ＜当日配付＞ 

 (1) 開  会 

（2） 出席者数 19 名 →成立 緒方、楠本、惠濃、太田、坂本、家入、阿久根、佐土原、林田、宮﨑  

岡田、田中、甲斐、吉山、本田、平林、松本、浦田、岩本（欠）清田、青木 

（3） 会長挨拶 →合同研が充実、努力に感謝 （開会前の２件にもそれぞれコメント） 

（4） 参与挨拶 

・教育委員会より（境  様） →ご欠席 

   ・小学校長会より（松永校長） →健康で充実した１学期で終えたい 

   ・中学校長会より（森 校長） →中体連 あきらめない心で頑張っている 送迎等ＰＴＡに感謝 

（5） 議 事 

① 審議事項 

ア 7/21（火）15時半 市長表敬訪問について（総務・事務局）                 ＜資料１＞ 

   →○集合時刻を15分早めて15:15とする。 ○市Ｐからの説明者：坂本副会長 

イ 7/24（金）16時 県Ｐ・市Ｐ常任理事合同研修・懇親会（政令市Ｐ推進委）          ＜資料２＞ 

   →○市Ｐが幹事 ○全体会を長くし両組織内容等の周知を図る ○詳細は7/7連携協議会で検討 

ウ 8/ 3（月）18時 小中校長会との懇談・交流会の件（厚生・事務局）                   ＜資料３＞ 

   →○司会：岩本厚生委員長 ○市Ｐ説明：家入副会長 ○校長会の役割依頼 

 エ  8/28（金）市教委との懇談・交流会（含:質問事項等）」の件（健安・市Ｐ担）           ＜資料４＞ 

    →○謝辞・乾杯：惠濃副会長 ○市教委への質問等：7/7までに事務局まで 

 オ 9/ 1（火）「一斉あいさつ運動」の件（事務局） →承認 来週発送                    ＜資料５＞ 

カ ＣＰプラン審査結果の件（ＣＰプラン推進委）                       ＜資料６＞ 

   →〇読書23/30、家族20/20、地域連携15/15 計58/65承認 ○助成金の支給時期を 

さらに分かり易く記載する ○今回の課題等を今後推進委で検討 

  ② 協議事項 

 ア 8/１（土）「第45回市Ｐｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会」について（厚生委） →説明・周知        ＜資料７＞ 

 イ 「会報第121号」の発行について（広報委） →写真の確認 修正点等7/7までに事務局へ  ＜別紙資料８＞ 

 ウ プール開放関連（健安・事務局） →○危機管理研担当等確認 ○開放状況等説明       ＜資料９＞ 

エ 11/ 8（日）「共催:第８回くまもと教育・文化ﾌｫｰﾗﾑ」の件（総務・事務局）         ＜資料10＞ 

   →児童生徒の発表校及びＰＴＡ発表校の推薦を各区で検討し９月に報告 

オ 11/28（土）予定 市Ｐ研究大会の件（教養委） →テーマ・分科会数等の提案・承認     ＜資料11＞ 

 カ 平成27年度 熊本市青少年善行表彰の候補者の推薦について（事務局） →８月中に      ＜資料12＞ 

③ 報告事項 

ア 各委員会より                      

1）総務 →6/25会計研 11/8教育文化ﾌｫｰﾗﾑに区Ｐから２名参加依頼  2）厚生 →ﾊﾞﾚｰ大会お世話になりま

す  3）教養 →6/20合同研無事終わる お礼  4）健安 →6/13委員会：「交通ルールについて」をテーマ

に今後研究予定  5）広報 →7/10委員会：後期122号編集会議  6）市Ｐ担 →合同研へのお礼                                         

イ 各区Ｐより 

1）中央区 →6/11定例会 7/17懇親会 

2）東区 →7/9定例会 7/11心肺蘇生法講習会 

3）西区 →7/17定例会 10月に研修会実施 

       4）南区 →6/7心肺蘇生法講習会 7/14定例会 

5）北区 →6/11定例会 6/19区長表敬訪問 6/24･7/8心肺蘇生法講習会 

ウ 三役各担当より（行事・予算、政令市Ｐ、CPﾌﾟﾗﾝ、ﾌﾟｰﾙ検討、新聞・三行詩）          ＜資料13＞ 

  →○惠濃副会長（6/10三役会議長）から報告・説明  

○次年度市Ｐ総会5/21（土）、５月常任理事会4/28（木）に実施する 



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14＞ 

オ 諸会議等報告（充て職他） 

 ※新規依頼 市放課後子ども総合プラン運営推進委員 １名 →岡田常任理事を推薦             ＜資料15＞ 

   →宮崎：青果物査定委員会 林田：社会教育振興事業団評議員会 浦田：子ども・子育て会議  

甲斐：物資購入委員会 田中：社会を明るくする運動熊本市推進委員会  

阿久根：特別支援教育連携協議会、民生委員推薦会 

カ 事務局より  ～今後の予定（7・8・9月）～ 

心  7/ 4（土）10:00 北区Ｐ主催 心肺蘇生法講習会 フードパル熊本 

心  7/ 5（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/ 7（火）17:30 県Ｐ・市Ｐ連携協議会 5F-3 （三役対応） 

・  7/ 7（火）19:00 厚生委員会（市Ｐﾊﾞﾚｰ大会抽選会準備）3F-3 

・  7/ 8（水）18:30 市Ｐﾊﾞﾚｰ 抽選会 地下ホール（厚生委担当） 

・  7/10（金）19:00 広報委員会 5F-3 

危  7/11（土）10:00・10:45・11:30 市教委主催 危機管理研修会 ウェルパル１Ｆ 

心  7/11（土）13:30・15:00 東区Ｐ主催 心肺蘇生法講習会 東部公民館 

危  7/12（日）10:00・10:45・11:30 市教委主催 危機管理研修会 市役所14F大ﾎｰﾙ 

危  7/17（金）18:30・19:15 市教委主催 危機管理研修会 市役所14F大ﾎｰﾙ 

・  7/21（火）15:30 市長表敬訪問 （15:15 市役所1階ロビー集合） 

・  7/21（火）16:15 臨時三役会 市役所14階レストラン （市長表敬訪問終了後） 

・  7/24（金）16:00 水前寺共済会館グレーシア 県Ｐ・市Ｐ常任理事 合同研修・交流会 

・ 8/ 1（土）市Ｐソフトバレーボール大会 19会場 

・ 8/ 3（月）18:00 市小中校長会との懇談・交流会 ﾒﾙﾊﾟﾙｸ 

・ 8/13･14（木･金）閉局 

・ 8/21･22（金･土）日Ｐ札幌大会 熊本市Ｐから12名参加予定 

・ 8/28（金）15:00 市教委との教育懇談会 国際交流会館 

・ 9/ 1（火）「一斉あいさつ運動」 

・ 9/ 3（木）９月常任理事会（18:00 三役会）4F-1 

※ 市教委主催「専属監視員必須・資格取得講習会」・・・①7/5(日)13時 市役所14Ｆ 

②7/11(土)13時 ｳｪﾙﾊﾟﾙ１Ｆ ③7/15(水)13時 教育ｾﾝﾀｰ４Ｆ 

※ 10～11月中 県高Ｐ連との懇談・交流会（三役対応：昨年度は10/28火） 

※ 10～11月中 市青少協との懇談・交流会（三役対応：昨年度は11/12水 

（6）名義後援他依頼 →すべて承認                                      ＜資料16＞ 

①名義後援 「WRO(ﾜｰﾙﾄﾞﾛﾎﾞｯﾄｵﾘﾝﾋﾟｯｸ) 2015熊本大会」 主催：同実行委・熊大工学部他（毎年後援） 

②名義後援・単Ｐ配付 「第 4回熊日親子手作り新聞ｺﾝｸｰﾙ」主催：熊日 ～9/12（毎年後援・配付） 

   ③単Ｐ配付 「九Ｐ福岡市大会」２次案内 10/24･25(土･日) 4.5千円 〆～7/21 市Ｐ事務局へ 

④単Ｐ配付 「第 45回全国性教育研究大会熊本大会」主催：同協議会 8/3･4(月･火)（市Ｐ後援済） 

⑤単Ｐ配付 「しっとっと？国のお仕事」 主催：九州農政局 8/5･6(水木) 合同庁舎   

（7）その他 東南アジア青年の船事業について（太田副会長）                          ＜資料17＞ 

（8）閉 会 

※各種会合での終了時刻の厳守を →21:30までに 

 

               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27年９月３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  ＜西区＞ 司会：太田和樹 副会長  記録：平林泰良 常任理事 

・各委員会の９・10・11月行事等について  ・11/28（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 


