
常任理事会記録 平成28年６月 常任理事会 

 

１ 日 時  平成28年６月２日（木）20：00頃   三役会18：00  

２ 場 所  森都心プラザ６階 会議室Ｄ 

３ 内 容    ＜西区＞ 司会：建山洋孝 副会長  議事録作成者：堀江美穂 常任理事 

 ※ 19:00～ 大西市長（副市長・教育長他）との復興座談会 

（1）開 会     

（2）出席者 21名 →成立 坂本、楠本、惠濃、建山、松島、家入、浦田、小田、赤石、上野、磯田 

佐土原、冨重、橋口、伊藤、堀江、櫛山、岩村、夏木、稲田、溝口 

（3）会長挨拶 →震災お見舞い 前段の復興座談会へのお礼 地域の力を高め対応してまいりましょう 

（4）参与挨拶 →前段の復興座談会のため、今回はご欠席 

・教育委員会（土井様・藤田様） ・小学校長会（木村校長） ・中学校長会（徳永校長） 

（5）議 事 

① 審議事項                                    

 ア 単Ｐ研修会助成金申請の件（教養・事務局） →原案のとおり承認 次週発送    ＜資料１＞ 

  ② 協議事項 

ア 6/25（土）会長理事・市Ｐ担当副会長理事合同研修会の件（教養・市Ｐ担）    ＜資料２＞ 

    →○テーマ「緊急時の対応と地域とのつながりを考える」   ○6/7会場下見 

○当日集合：教養委理事・市Ｐ担当は13:30、他常任理事・受付担当・広報は14:00 

     ○全体研修での説明：惠濃、懇親会司会：磯田、乾杯：惠濃、万歳：冨重 

イ ８月下旬 市教委との懇談・懇親会の件（進め方他）（健安・市Ｐ担）→次週発送  ＜資料３＞ 

ウ 特別活動費からの区Ｐ・委員会への補助金申請について（総務・事務局） →確認 ＜資料４＞ 

エ プール開放に関して（研修会時の担当・業務、提出書類一覧、開放予定：健安）  ＜資料５＞ 

    →○市教委主催危機管理研会場責任者 7/2（土）伊藤・磯田、7/10（日）楠本・赤石 

     ○単Ｐへの案内には施設に迷惑をかけないよう電話番号を記載しない 

〇危機・心肺の順序を記入する  〇各区で開放校とおよその出席見込み数を尋ねる 

○大学生等直接雇用の場合、7/2・10午後の「資格取得講習会」を受講のこと 案内発送 

〇単Ｐへの両研修案内及び提出書類一覧を次週発送・ＨＰ掲載予定 

〇市Ｐからの「修了証」は、今年は「危機」と「心肺」の２種類発行する 

③ 報告事項 

ア 各委員会より                    

1）総務 →6/28（火）会計研に向け、6/23（木）19時 資料製本 事務局にて 

2）厚生 →市Ｐバレーの中止を総会で報告 支援物資の整理等業務も可 

3）教養 →11/19（土）市Ｐ研究大会講師選定中 7/7常任理事会でテーマ等提案予定 

4）健安 →プール関連事業を計画通り進める 市教委への質問集約も市Ｐ担と共に行う 

5）広報 →昨日、印刷所担当者と打合せ 7/15発行予定 7/7常任理事会で提案 

6）市Ｐ担 →特になし                            

   イ 各区Ｐより 

1）中央区 →総会審議事項は書面決議とした 6/23（木）定例会 会費30円を20円に減額 

2）東区 →7/15（金）錦ヶ丘中ﾊﾟｿｺﾝ室で総会実施 各校５千円の会費を今年は徴収せず 

3）西区 →７月中旬に理事会予定 予算等決定する 

  4）南区 →6/9（木）力合中で総会 会費30円を25円に減額 

5）北区 →5/24（火）臨時定例会 6/18（土）通常通りの総会実施 会費も通常通り 

ウ 三役各担当より 

①行事･予算(総務：家入)、 ②日Ｐ･県Ｐ、任意加入(楠本) →坂本会長より・・5/27九Ｐ役員と 



の会に出席、6/10九Ｐ総会・6/24日Ｐ総会に出席予定  ③CPﾌﾟﾗﾝ･ふれあい読書(惠濃)   

④プール開放(健安：建山)、  ⑤新聞･三行詩(広報：松島)） →三行詩募集中 

エ 会計理事より ５月分会計執行状況 →（赤石）報告・説明 質疑特になし    ＜資料６＞ 

オ 諸会議等報告（充て職等における）  

→（稲田・夏木）物資購入委員会、（磯田）子どもの命と権利を守る活動推進協議会 

カ 事務局より →報告・説明 常任理事会の交通費は年度末に一括支給                          

・ＣＰプランの概要、充て職の確定案、常任理事等一覧 他              ＜資料７＞ 

・市Ｐ細則について                              ＜別紙資料＞ 

～今後の予定～ （太字はプール関係） 

・ 6/ 7（火）10:00 合同研会場下見 ＫＫＲホテル熊本 

・ 6/10（金）13:00 九Ｐ協議会 福岡市 会長・事務局長他 

・ 6/18（土）10:00 北区主催 危機・心肺研 ﾌｰﾄﾞﾊﾟﾙ 

・ 6/23（木）19:00 総務委員会 会計研資料作成 事務局 

・ 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）①初級編 10:00 ②13:30 応用編 会計研修会（総務委）パレア9F 会議室１ 

・ 6/28（火）19:00 西区主催 危機・心肺研 森都心プラザ ５階 多目的室 

・ 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/ 3（日）①13:30 ②15:30 中央区主催 ①危機・心肺、②心肺・危機 出水南中体育館 

・ 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/ 9（土）①13:30 ②15:30 東区主催 ①危機・心肺、②心肺・危機 長嶺中体育館 

・ 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 

・ 7/10（日）13:30 南区主催 心肺・危機研 万年青会館 

・ 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） 

※ 区Ｐ総会 東区：7/15(金)19時 錦ヶ丘中ﾊﾟｿｺﾝ室、 南区：6/9(木)19:30 力合中武道場、 

北区：6/18(土)18時 ﾒﾙﾊﾟﾙｸ、 

（6）名義後援他依頼                                  ＜資料８＞ 

①名義後援 「第23回 汀女顕彰俳句大会」主催：画図校区まちづくり委員会 参加対象：小学生以 

上～一般の方まで 表彰式：12/6（日） （毎年後援）  →承認 

②常任理事配付 「平成28年度 熊本市子どもフォーラム実施要項」主催：市教委 共催：市Ｐ 

（7）その他 

（8）閉 会                ※各種会合での終了時刻の厳守を・・・21:30までには 

 

 

平成28年７月常任理事会の開催について（ご案内） 

  

平成28年７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７月７日（木） 19時～  （三役会 18時～） 

２ 場 所   森都心プラザ６階 会議室 Ｃ 

３ 内 容    ＜中央区＞ 司会：楠本誠二 副会長  記録：磯田圭輔 常任理事 

・ 各委員会の７・８・９月行事等について     

・ 28年度あいさつ運動実施の件（①8/25（木）、②1/10（火））       

・ 教育懇談会等（市小中校長会、市教委、市退職校長会、市青少協、県高Ｐ連）実施の件   

・ 11/19（土）予定の市Ｐ研究大会の件  ・その他   ※総会資料は毎回是非ご持参を 


