
常任理事会記録 平成28年５月 新旧常任理事会 

 

１ 日 時  平成28年５月19日（木）19：00   三役会（新旧）18：00  

２ 場 所  森都心プラザ ６Ｆ会議室Ｂ 

３ 内 容    司会：惠濃善郎 副会長  議事録作成者：阿久根祐子 市Ｐ担部会長 

(1) 開 会   

（2） 出席者 現 19名、新 20 名（現新二重カウント：別紙 27・28年度名簿参照) 

（現）緒方、惠濃、太田、坂本、家入、阿久根、佐土原、林田、宮崎、岡田、田中 

吉山、本田、平林、清田、松本、浦田、岩本、青木 （欠）楠本、甲斐 

（新：推薦名簿による）建山、松島、小田、赤石、上野、冨重、橋口、伊藤、 

堀江、櫛山、岩村、夏木、稲田、溝口、小城 （欠）磯田 

（3）会長挨拶（含：参与紹介） →震災お見舞い 今後心のケアの必要を思う 岩手県宮古市Ｐ会長から

義援金、長崎市Ｐから大量の支援物資 明日は福島県Ｐ会長が来熊予定 多くのご支援に感謝 

5/28（土）今後の方針等を決める重要な市Ｐ定期総会の成功を祈念 参与の方々のご紹介 

（4）参与挨拶 

・教育委員会 緒方 公 主席審議員兼教育政策課長、竹下恒範 指導課長、 →ご欠席 

土井義周 教育政策課主幹 →震災対応でＰＴＡへお礼 校舎等の改修を急ぎたい  

早く日常の生活に戻れますように 

藤田 健 同参事 →お見舞いとお礼 市教委３年目初の担当にがんばりたい 

・小学校長会 木村和仁 西原小学校長 →最大千人の避難者 ＰＴＡの協力に感謝 24校で体育 

館の使用不能に 

   ・中学校長会 徳永光博 竜南中学校長 →ＰＴＡの協力を得て5/2に学校再開 5/22多くの中学校 

で運動会 本校ｽﾛｰｶﾞﾝ「がんばるばい熊本 立ち上がれ竜南！」 東日本震災以来、宮古市河

南中との交流 避難のおばあさんから雑巾のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ こういうときこそできる教育が 

（5）議 事（入る前に、常任理事等自己紹介：27・28年度名簿参照） 

① 審議事項                                    

ア 5/28（土）市Ｐ定期総会要項（案）に関して（各担当、事務局）→一部修正し承認  ＜資料1＞ 

   ※会次第、               p 1 ご来賓名簿・委嘱役員、 p 2･3 表彰者名簿、  

P4 平成27年度会務報告   p 7 役員等候補者推薦名簿、  p 8 平成28年度事業計画案、 

P9 本会計予算案、       p10 積立金予算案、      p11 宣言文（案）  

イ 総会進行・運営役割分担 →役割等決定後、総会当日配付予定            ＜資料2＞ 

ウ 充て職（関係団体委員等）の分担について →全担当一覧を次回配付予定      ＜資料3＞ 

エ 6/25（土）合同研修会について（教養委・市Ｐ担部会） →概要は承認さらに検討  ＜資料4＞ 

オ 6/28（火）会計研修について（総務委） →承認 総会後に発送予定        ＜資料5＞ 

② 協議事項                                     

ア 5/28（土）新旧常任理事会歓送迎会の実施について →昨年に倣い役割分担済      ＜資料6＞ 

イ プール開放に関して（5/16説明会時のまとめ他：健安委）→各区計画し次回再提案  ＜資料7＞ 

ウ 市教委への質問・要望等について（健安委・市Ｐ担部会）→昨年度と同項目で発送  ＜資料8＞ 

エ 11/19（土）市Ｐ研究大会の開催について（教養委）                ＜資料9＞ 

→今後、各区のテーマに沿った講師選定を進めていく 

③ 報告事項 

   ア 各委員会等から   

1）総務 →7/8（金）第2回委員会実施予定   

2）厚生 →市Ｐバレーは中止 代わりの実施の有無・内容等は各区で適宜検討 支援物資配給等 

の活動も可能    3）教養  6）市Ｐ担部会 →特になし 

4）健安 →7/2・10市教委主催研修会担当は決定済 研修テーマに「震災後の心のケア」を検討中   

5）広報 →今年度は123号・124号の発行予定 123号は7/15発行を目指す  

イ 各区Ｐ連より 

 1) 中央区 →総会はせず、定例会で代えたい   

2) 東区 →7月に総会実施予定 人事案のみ書面承認を得た   

3) 西区 →総会予定日までに書面による承認を得る予定 予算案は第1回定例会で諮る  

4) 南区 →人事案のみ文書で承認 6/9中学校で総会開催  



5) 北区 →人事案は年度末総会で承認済 5/24定例会 6/18総会予定                                         

ウ 三役各担当より 

①行事・予算、 ④ﾌﾟｰﾙ検討  →特になし 

②政令市P →4/12県Ｐに日Ｐ・九Ｐ入会申込書を提出 その後両会に届けられた 

③CPﾌﾟﾗﾝ →助成金は減額も振るって応募を 

⑤新聞・三行詩 →県Ｐと連携を継続していく  

エ 会計理事より ４月分会計執行状況 →報告・説明 質疑特になし         ＜資料10＞ 

オ 諸会議等（充て職等における）報告 →特になし 

カ 事務局より 

  ・28年度優良ＰＴＡ文科大臣表彰について（締切：5/25）             ＜資料11＞ 

・緊急「平成28年熊本地震」への募金について（日Ｐより）           ＜資料12＞ 

・6/2（木）震災復興座談会について（熊本市より）               ＜資料13＞ 

・常任理事調べ →回覧（住所・電話番号等の必要に応じた他への伝達よろしいか）  

・事務局とのメール送受信（事務局へメール送信と、事務局からの返信確認を） 

  ・諸会合での会場予約について・・・事務局に事前連絡を  

～今後の予定から 

・ 5/20（金）10:00 新事務所として旧北保健福祉ｾﾝﾀｰの下見 

・ 5/21（土）15:00 日Ｐ臨時総会 （挨拶と震災対応へのお礼：緒方会長） 

・ 5/26（木）19:00 総務委員会（一部）市Ｐ事務局 総会資料(400部)作り 

・ 5/27（金）16:00 九Ｐヒアリング アークホテル２階花水木（現・新会長） 

・ 5/28（土）10:00 市Ｐ定期総会 水前寺共済会館グレーシア １階 芙蓉の間 集合8:30 

・ 6/ 2（木）19:00 震災復興座談会（熊本市主催:市長との懇談）森都心プラザ 6F 会議室Ｄ 

・ 6/ 2（木）20:00 新常任理事会 引き続き、同部屋で （18:00 三役会） 

・ 6/10（金）13:00 九Ｐ協議会 福岡市 会長・事務局長他 

・ 6/24（金）15:00 日Ｐ総会 東京（前・新会長） 

・ 6/25（土）15:00 合同研修会  ＫＫＲホテル熊本 ※懇親会 17:30 同会場にて 5.5千円 

・ 6/28（火）10:00 初級編 13:30 応用編 会計研修会（総務委）  パレア9F 会議室１ 

・ 7/ 2（土）①10:00 ②11:00 市教委主催「危機管理研修会」 市教育センター４階ホール 

・ 7/ 7（木）19:00 常任理事会 森都心プラザ 6F 会議室Ｃ （18:00 三役会） 

・ 7/10（日）①10:00 ②11:00 市教委主催「危機管理研修会」 市教育センター４階ホール 

・ 7/12（火）19:30 県Ｐ共済（Ｐ災安互）説明会 パレアホール（予定） 

※ 県Ｐとの連絡協議会（三役対応） 

（６）＜名義後援ほか＞ →すべて承認                         ＜資料14＞ 

  ①名義後援 「第24回「ｱﾌﾘｶの子どもの日」主催：県ﾕﾆｾﾌ協会 7/8～ 県劇（毎年後援） 

②名義後援 「第27回「こどもの詩ｺﾝｸｰﾙ」主催：熊本朝日放送他 （毎年後援） 

  ③名義後援 「くまもと水検定」主催：熊本市水保全課 （毎年後援） 

（７）その他 

（８）閉 会 

                    ※各種会合での終了時刻の厳守を・・・21:30の予鈴をめどに 

 

平成28年６月 常任理事会の開催について（ご案内） 

  

平成28年６月の熊本市ＰＴＡ協議会常任理事会を、下記のとお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28年６月２日（木） 19時～ 「震災復興座談会」後 （三役会 18時～） 

２ 場 所   森都心プラザ６階 会議室Ｄ 

３ 内 容  ＜中央区＞ 司会：楠本誠二 副会長  議事録作成者：磯田圭輔 常任理事 

・各委員会の６・７・８月行事等について 

・６/25（土）会長理事・市Ｐ担当副会長理事合同研修会、懇親会について 

・６/28（火）会計研修会について 

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


