
常任理事会記録 平成28年７月常任理事会 

 

１ 日 時  平成28年７月7日（木）19：00   三役会 18：00  

２ 場 所  森都心プラザ ６階 会議室Ｃ 

３ 内 容   ＜南区＞ 司会：松島雄一郎 副会長  記録：浦田久美子 市Ｐ担当部会長 

（1） 開  会 

（2） 出席者数 20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、櫛山、岩村、夏木、稲田、溝口 （欠席）堀江 

（3） 会長挨拶 →市Ｐ総会他諸行事も無事終了 今後区Ｐ・単Ｐのさらなる充実を 健康にご留意を 

（4） 参与挨拶 

・教育委員会より（藤田 様）・小学校長会より（木村校長） ご欠席 

   ・中学校長会より（徳永校長） →保護者の皆さまへの感謝 中体連会場確保に苦労も、白熱・一生懸命な姿に感動 

（5） 議 事 

① 審議事項 

ア 8/ 3（水）15時 小中校長会との懇談会の件（厚生・事務局）                        ＜資料１＞ 

    →○司会：磯田 ○現状報告 市Ｐ：楠本、小：嶋﨑校長、中：志垣校長、当日の出欠変更は事務局へ 

 イ  8/25（木）・1/10（火）「市Ｐ一斉あいさつ運動」の件（事務局） →原案承認           ＜資料２＞ 

 ウ 8/26（金）市教委との懇談・懇親会（含:質問事項等）」の件（健安・市Ｐ担）             ＜資料３＞ 

       →○懇談会司会：伊藤、謝辞：建山、懇親会司会：浦田、乾杯：建山  

○当日の出欠変更・質問への意見等は事務局へ 

② 協議事項 

 ア 「会報第123号」の発行について（広報委） →修正意見等は事務局へ ～7/10         ＜別紙資料＞ 

 イ プール開放関連（健安・事務局） →開放39校の状況紹介、フォロー研お礼他           ＜資料４＞ 

ウ ＣＰプランの審査の件（ＣＰプラン推進委）→各区ごとに審査、来週結果報告・・全46校承認    ＜資料５＞ 

    →推進委員 中央:小田、東:冨重、西:赤石、南:岩村、北:溝口 ○読書ﾌﾟﾗﾝのみ助成金支給：7/20～7/28 

エ  7/12（火） 県Ｐ共済説明会の件（事務局）                         ＜資料６＞ 

    →受付 中央:上野･磯田、東:佐土原･橋口、西:建山･伊藤、南:松島･岩村、北:夏木･稲田 

オ 11/19（土）予定 市Ｐ研究大会の件（教養委） →第２分科会演題を再検討 趣旨文は検討中    ＜資料７＞ 

カ 11/20（日）「共催:第９回くまもと教育･文化ﾌｫｰﾗﾑ」の件（総務・事務局） →総務委:北区担当  ＜資料８＞ 

      ○ＰＴＡ活動の発表校:主に北区から選定 ○開会行事･ｲﾍﾞﾝﾄ班:家入･夏木、美術展班:稲田･溝口 

③ 報告事項 

ア 各委員会より                      

1）総務 →6/28(火)会計研 初級100人・応用50人 41人Ｗ受講 連続受講者も 夜間を望む声も 学校への 

活動支援金の使途明確に 2）厚生 →8/1委員会 福島からの文集を刷り増し配付検討  

3）教養・6）市Ｐ担 →6/25(土)合同研へのお礼 4）健安 →研究ﾃｰﾏを｢子どもの心のｹｱ｣とし講演会を予定 

7/9(土)委員会  5）広報 →123号発行 9/9(金)後期編集会議（予定）                               

イ 各区Ｐより 

1）中央区 →6/23(木)定例会 7/3(日)危機・心肺研 9(土)校内副会長情報交換会 15(金)会長市Ｐ担交流会 

2）東区 →7/9(土)長嶺中で危機・心肺講習会150人見込み 7/15(金)区Ｐ総会 区Ｐ会費徴収せず 

3）西区 →6/28(火)危機・心肺講習会 7/21(木)理事会 

4）南区 →6/9(木)区Ｐ総会 7/10(日)心肺・危機講習会 7/20(水)運営委 7/29(金)懇親会 

5）北区 →6/18(土)危機・心肺講習会、区Ｐ総会 7/21(木)定例会 

ウ 三役各担当より（6/20臨時三役会、6/25臨時予算委等、報告）                ＜資料９なし＞ 

   →①復興座談会後：子どものｹｱに関する研修希望の際は声掛けを ②ﾌﾟｰﾙ修了証必要な単Ｐは申し出を  

③総合保障制度が２千人超 ④全国広報誌ｺﾝｸｰﾙに熊日の上位10校を応募 ⑤事務局移転：北区の保健 

福祉ｾﾝﾀｰ跡に８月中、業者に依頼予定 ⑥市長表敬訪問：先方のご都合に従う ⑦義援金の一部を全 

単Ｐに基本額+会員数に応じてや、各区に定額分配等の予定 ⑧8/20・21日Ｐ徳島大会へ支援お礼と 

復興ｱﾋﾟｰﾙのため三役が参加 ⑨9/15・16政令市Ｐ仙台大会に会長・事務局長参加予定 ⑩九ブロ宮崎 

大会への参加呼びかけ ⑪7/8県Ｐ・市Ｐ連携協議会開催予定  

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10＞ 



オ 諸会議等報告（充て職他） ※新規依頼 「食物ｱﾚﾙｷﾞｰ対応ﾏﾆｭｱﾙ検討委：15人」小中１名 →小田・上野 

→ （岩村・櫛山）学校給食会物資検討委員会 （橋口）熊本博物館協議会 （浦田）民生委員推薦会 

（佐土原）道徳教育推進協議会 （家入）社会教育振興事業団評議員会 

カ 事務局より   

～今後の予定（7・8・9月）～                             

・ 7/ 8（金）17:30 第１回県Ｐ・市Ｐ連携協議会 アークホテル 三役対応 

・ 7/ 9（土）①13:30 ②15:30 東区担当 ①危機・心肺、②心肺・危機 長嶺中体育館 

・ 7/ 9（土）18:30 健安委員会 茂平 駕町店  

・ 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階大研修室 

※ 7/10（日）13:00 市教委主催「専属監視員必須・資格取得講習会」 教育センター４Ｆ大研修室 

・ 7/10（日）13:30 南区担当 心肺・危機研 万年青（おもと）会館 

・ 7/12（火）19:30 県Ｐ共済（Ｐ災安互）説明会 鶴屋東館10階 パレアホール 

・ 7/14（木）10:00 日Ｐ広報誌コンクール審査 東京 坂本会長 

・ 7/22（金）終業式 

・ 7/27（水）13:00 日Ｐ協議会連絡会 東京 会長･事務局長  

・ 7/28（木） 9:30 日Ｐ厚生委員会 東京 会長 

・ 8/ 1（月）18:00 厚生委員会 コシーナ･ウチダ 

・ 8/ 3（水）15:00 校長会との懇談会 鶴屋東館９階 会議室２（担当：厚生委） 

・ 8/ 5（金）18:30 総務委員会 国際交流会館 ５階和室 

・ 8/19（金）17:30 日Ｐ徳島大会 レセプション 徳島市 会長・事務局長 

・ 8/20･21（土･日）日Ｐ徳島大会 分科会13:00・全体会9:00 三役･事務局長 計８名参加予定 

・ 8/25（木）「市Ｐ一斉あいさつ運動」２学期始業式朝 

・ 8/26（金）15:00 市教委との教育懇談会 国際交流会館（18:00 懇親会 場所・会費 未定） 

・ 9/ 1（木）９月常任理事会（18:00 三役会） 森都心プラザ６階 会議室Ｃ 

・ 9/ 2（金）13:00 九ブロ理事会他 会長･三役より･事務局長 計４人 宮崎市 

・ 9/14（水）16:00 県Ｐ理事・市Ｐ常任理事合同研修会・懇親会 メルパルク 5500円 

・ 9/15･16（木･金）指定都市PTA情報交換会仙台大会 ①14:00分科会 ②9:30全体会 会長･事務局長 

（今後の予定行事等） 

・ 市長表敬訪問（昨年度 7/21）・・・実施の有無も含め今後検討 

・ 10/29･30（土・日）九ブロみやざき大会 ①分科会、②全体会 →申し込み締切7/22(金) 

・ 10～11月 市青少協との懇談・情報交換（三役対応：昨年度は10/9金） 

・ 10～11月 高Ｐ連・県Ｐとの懇談・情報交換会（三役対応：昨年度は11/26木）市Ｐが担当 

（6）名義後援他依頼 →いずれも承認                                 ＜資料11＞ 

①名義後援・単Ｐ配付 「熊日新聞コンクール・親子新聞の部」主催：熊日 ～9/18（毎年後援・配付） 

②名義後援 「第 27回 熊本市人権教育研究大会」 主催：同研究会 8/23（火）（毎年後援） 

③名義後援 「熊本の子どもたちをサーカスにご招待」 夏休みに 1600人招待 詳細は今後 

④単Ｐ配付 「しっとっと？国のお仕事」 主催：九州農政局 8/3・4(水木) 合同庁舎   

⑤単Ｐ配付 「一緒に食べたらもっとおいしい☆（共食）」、「いただきます」 農林水産省より 

（7）その他  

（8）閉 会 

               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28年９月１日（木）  ○三役会 18時～  ○常任理事会 19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９・10・11月行事等について  ・11/19（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 


