
常任理事会記録 
平成28年９月常任理事会 

 

１ 日 時  平成28年９月１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   ＜中央区＞ 司会：楠本誠二 副会長  記録：磯田圭輔 常任理事 

  ※ 子ども支援課から（子ども医療費助成の拡大の件）池田課長・上村主幹 →区Ｐにも出向きたい 

 (1) 開  会 

（2） 出席者数 20名 →成立 坂本、楠本、惠濃、建山、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 （欠）松島 

（3） 会長挨拶 →昨夜の地震に驚く 様々な局面を乗り切ろう。 

（4） 参与挨拶 

・教育委員会（藤田参事） →ご欠席 

   ・小学校長会（木村校長） →厳しい暑さも夏休み無事終了 プール開放・あいさつ運動のお礼 

   ・中学校長会（徳永校長） →中３生交通事故 共通テスト開始 懇談会での力強い応援に感謝 

（5） 議 事 

① 審議事項 →審議の後いずれも承認 

ア ＣＰ(ｽｷﾙｱｯﾌﾟ)ﾌﾟﾗﾝの募集について（各区理事の資質向上）（CPﾌﾟﾗﾝ推進委）     ＜資料１＞ 

イ 義援金の現状と取り扱い（三役）                        ＜資料２＞ 

   →○各区定例会の日時・場所 中央：9/15(木)19:00五福公民館 東：9/16(金)19:30託麻公民館  

西：9/27(火)19:00西部公民館 南：9/27(火)19:30火の君文化ｾﾝﾀｰ  

北：9/8(木)19:00北部公民館  ○検討委：小田・冨重・赤石・岩村・夏木(ﾁｰﾌ)9/14会合 

ウ 複合機購入の件（行事・予算担当：総務委） →機種Ｂを選定 義援金30万円活用  ＜資料３＞ 

エ いじめ防止標語コンテスト（三役・事務局） →本市Ｐも参加する         ＜資料４＞ 

② 協議事項 

   ア  9/14（水） 県Ｐ理事・市Ｐ常任理事 合同研修会及び懇親会の件（三役）    ＜資料５＞ 

      →出欠予定 研修会：○15 △5 ×1 懇親会：○15 △4 ×2 

イ 11/19（土）「熊本市Ｐ研究大会」大会ﾃｰﾏ等について（教養委） →今後さらに検討 ＜資料６＞ 

 ウ 11/20（日）「くまもと教育・文化ﾌｫｰﾗﾑ」（含:CP教育文化ﾌﾟﾗﾝ）の件（総務委）  ＜資料７＞ 

    →○ﾌｫｰﾗﾑ司会：夏木 ○PTA発表校は9/8北区定例会で検討 ○CP教育文化ﾌﾟﾗﾝは次週発送 

③ 報告事項 

ア 各委員会等より  

  1）総務委員会 →8/5（金）委員会 17名参加 有意義 

2）厚生委員会 →8/1（月）委員会 8/8（月）支援物資仕分け 8/30（火）福島   ＜資料８＞ 

からのﾒｯｾｰｼﾞ作成 支援物資のﾊﾞｻﾞｰ等での活用・ﾒｯｾｰｼﾞへの返信等協議 

3）教養委員会 →9/2（金）委員会  

4）健安委員会 →プール開放無事終了 今後の研修会を今後検討 

5）広報委員会 →前期会報発行へのお礼 9/9（金）委員会 各区研修会取材予定 日程案内を 

6）市Ｐ担部会 →8/27（土）県Ｐ主催家庭部会研修会に参加 市Ｐでも検討したい 

イ 各区Ｐより 

  1）中央区：9/15（木）定例会  2）東区：9/16（金）定例会  3）西区：9/27（火）定例会 

4）南区：9/27（火）定例会   5）北区：9/8（木）定例会、9/23（金）懇親会 

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９＞ 

1）日Ｐ徳島大会報告  2）日Ｐ表彰者推薦 →前会長 緒方玲子氏を推薦  

3）広報誌コンクール結果 →隈庄小「くまんしょ」企画賞を受賞 

   エ 会計理事より ７・８月分本会計執行状況 →（赤石）報告・説明 質疑特になし  ＜資料10＞ 



オ 諸会議等報告（充て職他） 

   →橋口：市学校給食共同調理場民間委託業務評価委員会   冨重：市民ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀ推進委員会 

惠濃：市歯科保健推進協議会  小田：熊本市立図書館協議会  岩村：健康くまもと21推進会議  

磯田・冨重：市学校給食会食肉審査会  佐土原：市学校給食会評議員会 

惠濃：内閣府「熊本地震を踏まえた応急対策・生活支援策検討ワーキンググループ」  

上野・小田：学校給食運営検討委員会  佐土原・磯田：市小中一貫教育検討委員会  

キ 事務局より →２件追加                                   

・区Ｐ研修会補助金（10万円：代表幹事領収印が必要）→開催日の連絡と終了後「報告書」を  ＜資料11＞ 

・28年度 市青少年善行表彰候補者の推薦について                  ＜資料12＞ 

・国内研修旅行 →市内中２男女１名沖縄に派遣 市Ｐから各人へ５万円の補助承認  ＜資料※1＞ 

・北九州市Ｐからヒマワリの苗、兵庫県篠山市城東小からヒマワリの種届けられる   ＜資料※2＞ 

～今後の予定（9・10・11月）～ →２件の行事追加 

・ 9/ 2（金）13時 九ブロ協議会 宮崎市 会長・事務局等５人 ※閉局 

・ 9/ 2（金）19時 教養委 パレア会議室２ 

・ 9/11（日）９時 事務局引っ越し 業者に依頼 （電話移設：9/10土） 

・ 9/14（水）県Ｐ理事・市Ｐ常任理事合同研修会 16:00 懇親会 17:30 メルパルク 5,500 円 

・ 9/15･16(木金)政令市Ｐ情報交換会仙台大会 会長・事務局長 

・ 9/16（金）プール開放実施後報告書（開放校 39校）及び、アンケート調査（全小）提出締切 

・10/ 6（木）19時 常任理事会 場所：新都心ﾌﾟﾗｻﾞ６階 会議室Ｃ 18時 三役会 同室 

・10/ 7（金）18:30 青少協との懇談・懇親会 場所（未定） 三役対応 

・10/15（金）日Ｐ会長会・委員会 東京 10/14～会長 

・10/17（月）10時 第２回 教育文化ﾌｫｰﾗﾑ実行委員会 文教会館 会長・総務委（北区） 

・10/29･30(土日)九ブロ宮崎大会 65人参加 10/28～会長・事務局長 

・11/ 9（水）～15（火）教育文化ﾌｫｰﾗﾑ美術展 鶴屋東館８階ふれあいｷﾞｬﾗﾘｰ 

・11/10（木）19時 常任理事会 場所（未定） 18時 三役会 同室 

・11/18（金）日Ｐ年次表彰式 ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ 会長・受賞者（緒方前会長・隈庄小） 

・11/19（土）13:00 市Ｐ研究大会 熊本保健科学大学  ※事前の挨拶・下見 

・11/20（日）13:15 くまもと教育文化ﾌｫｰﾗﾑ 帯山西小・植木北中・○○PTA発表 ﾊﾟﾚｱﾎｰﾙ 

・11/22（火）16:30 ①教育文化ﾌｫｰﾗﾑ反省会 ②退職校長会との懇談・懇親会 対象:全常任理事 

・11/28（月）16:30 高Ｐ連・県Ｐ連との懇談懇親会 三役対応 

（6）名義後援他依頼 →すべて承認                            ＜資料13＞ 

①名義後援 「13回ｽﾍﾟｼｬﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽ日本・熊本地区大会」 主催：NPO法人ｽﾍﾟｼｬﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽ日本・熊本  

②名義後援 「第 64回熊本小児保健研究会」 主催：熊本小児保健研究会 11/5（土）熊大付属病院 

③名義後援 「ユニセフセミナー」 主催：熊本県ユニセフ協会 10/16（日）9:30 ﾊﾟﾚｱ第 1研修室 

④名義後援 「子育てセミナー・子育て教室・子ども倫理塾」 主催：一社団法人 倫理研究所 

⑤単Ｐ配付 「ふれあい出前事業」 担当：市生涯学習課 （毎年配付） 

⑥単Ｐ配付 「女の子に必要な支援について考えるｼﾝﾎﾟｼﾞｭｰﾑ」 市男女共同参画ｾﾝﾀｰ （毎年配付） 

⑦理事会配付 「家庭教育地域リーダー養成講座」 熊本市 （毎年後援） 

（7）その他 

（8）閉 会 

10月常任理事会の開催について（ご案内） 

 平成28年10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10月６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  ＜北区＞ 司会：家入 淳 副会長   記録：溝口宙司 常任理事 

・11/19（土）市Ｐ研究大会の実施について  ・プール開放検討委員会の件 

・各委員会の10・11・12月行事等について   ・その他     ※総会資料は毎回是非ご持参を 


