
常任理事会記録 
平成28年10月常任理事会 

 

１ 日 時  平成28年10月６日（木）19：00   三役会 18：00  

２ 場 所  中央公民館４Ｆ-１ 

３ 内 容   ＜北区＞ 司会：家入 淳 副会長   記録：浦田久美子 市Ｐ担部会長（南区） 

  ※ 市退職校長会より（吉田会長・川原事務局長  11/20(日)教育・文化ﾌｫｰﾗﾑへの協力依頼）＜別紙ﾁﾗｼ＞ 

(1) 開  会 

（2） 出席者数 18 名 →成立 坂本、惠濃、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、 （欠）楠本、建山、溝口 

（3） 会長挨拶 →台風被害がなく幸い 寒暖の差健康留意 家庭を大切に早めの会議終了を 

（4） 参与挨拶 

・教育委員会（藤田様）・小学校長会（木村校長）・中学校長会（徳永校長）→いずれもご欠席 

（5） 議 事 

① 審議事項 →いずれも承認 

ア 11/19（土）市Ｐ研究大会の実施について（教養委） 一部修正し、次週発送     ＜資料1＞ 

イ 義援金の活用について（検討委） →検討委・三役会で再確認後、次週発送     ＜資料2＞ 

② 協議事項 

 ア 11/22（火：翌日祝）教育文化ﾌｫｰﾗﾑ反省会・退職校長会との会（総務委）      ＜資料3＞ 

     →常任理事参加は②からだが、①も可能ならばご参加を 

 イ 今年度プール開放状況（健安委）                        ＜資料4＞ 

     →39校開放 平均開放日数8日 詳細は一覧参照 今後ﾌﾟｰﾙ検討委で検討予定 

 ウ 中学生九州サミットin水俣                           ＜資料5＞ 

     →今年度からの九Ｐ新事業 まずは常任理事学校での呼びかけを ～10/13（木） 

③ 報告事項 

ア 各委員会より  

  1）総務委員会  →10/17（月）第2回教育文化ﾌｫｰﾗﾑ実行委 役割分担は総務委で割当予定 

  2）厚生委員会 →10/3（月）支援物資必要校で引き取り 

  3）教養委員会 →11/19（土）研究大会に向け準備 委員会の実施 

  4）健安委員会 →３学期に委員向け講演会実施予定 講師は合志市のｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ予定 

  5）広報委員会 →9/9（金）委員会 124号役割分担打合せ 今号は、市Ｐ研究大会が主      

  6）市Ｐ担部会 →特になし 

イ 各区Ｐより 

  1) 中央区 →9/15（木）定例会 義援金配付 2/4（土）講演会・懇親会予定 

   2) 東区 →9/16（金）定例会 義援金配付 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研講師：岡田氏予定 任意加入に関して 

   3) 西区 →9/27（火）連絡会 義援金配付 10/15（土）研修会・交流会 

    4) 南区 →9/27（火）運営委員会 義援金配付 2/5（日）研修会 

    5) 北区 →9/8（木）定例会 義援金配付 9/23（金）懇親会 10/27（木）臨時例会 

ウ 三役各担当より（9/30臨時三役会報道他） →口頭で概要報告 

エ 会計理事より ９月分会計執行状況 →報告・説明 質疑特になし            ＜資料6＞ 

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評価委員会 （松島）市学校保健会理事会 

    （佐土原）市教委事務事業点検評価会議 （岩村）市健康くまもと21推進会議（がん撲滅） 



カ 事務局より                                    

・ 教育文化ﾌｫｰﾗﾑ 出品希望：その後４人５点 保護者・先生方への声掛けを  ～10/15まで 

   ・ 中２生男女を対象とする、日Ｐ主催：国内研修参加者募集文書、10/3発送済み     ＜資料7＞ 

   ・ 区Ｐへの義援金分配 →口座番号を事務局まで  

   ・ 10/29･30（土･日）宮崎大会参加予定者一覧（市Ｐから61人） 

 ～今後の予定（10・11・12・1月）～ 

・10/ 7（金）18:30 青少協との懇談・懇親会 三役対応 場所：ごちそう のら家  

・10/14（金）19:00 九Ｐ理事会 15（土）午前 日Ｐ委員会 東京 会長 

・10/15（土）14:00 西区Ｐ研修会・交流会 会長出席 

・10/17（月）10:00 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）・事務局 

・10/26（水）19:00 臨時三役会 事務局にて 

・10/29･30(土日)九ブロ宮崎大会 市Ｐから 67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）19:00 常任理事会 場所 森都心プラザ会議室Ｄ 18 時 三役会 同室 

・11/18（金）13:30 日Ｐ年次表彰式 ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ 会長・受賞者(個人:緒方前会長・広報紙:隈庄小) 

・11/19（土）13:00 市Ｐ研究大会 熊本保健科学大学  ※直前に下見予定 

・11/20（日）13:15 くまもと教育文化ﾌｫｰﾗﾑ 菱形小PTA発表 鶴屋東館10階 ﾊﾟﾚｱﾎｰﾙ 

・11/22（火）18:00 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）16:50 高Ｐ連・県Ｐ連との懇談・懇親会 三役対応 市民会館会議室７・菜な 

・12/ 1（木）18:00 常任理事会 ﾊﾟﾚｱ 9 階会議室３ 三役会 なし 19:30 忘年会 場所（   ） 

・12/ 2（金）14:00 九ブロ理事会・事務局長会 大分市 

・12/ 6（火）10:30 ふれあい読書（県Ｐとの共催）ＣＰプラン担当委員 パレア 

・12/29（木）～1/ 3（火）年末年始 事務局閉局予定 

・ 1/10（火）３学期始業式朝 市Ｐ主催あいさつ運動 

・ 1/12（木）１月常任理事会 場所（未定）（18:00 三役会） 

（6）名義後援他依頼 →すべて承認                             ＜資料8＞ 

①名義後援 「平成28年度 日本教育会熊本県支部講演会」 主催:日本教育会熊本県支部 H29.1/14（土） 

②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：熊本市教育委員会 

③単Ｐ配付 県から「平成28年度熊本県青少年健全育成県民ﾌｫｰﾗﾑ」 主催：熊本県 12/3（土）14:00 

④単Ｐ配付 がん検診・・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ1部、小ﾊﾟﾝﾌ3部（理事のみ） 

⑤単Ｐ配付 第64回 熊本小児保健研究会 11/5(土)熊大病院 ﾃｰﾏ「熊本地震 何が起こってどうしたの

か～子どもたちの日常を戻すために～」（名義後援済み） 

⑥理事配付 子ども会ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾌｪｽﾀin熊本市 

⑦単Ｐ配付 ﾕﾆｾﾌｾﾐﾅｰ2016 ～ﾈｯﾄ社会で安心して生きていくためには～子どもの権利条約とｽﾏﾎ世代 

（7）その他 

（8）閉 会 

11月常任理事会の開催について（ご案内） 

 平成28年11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11月10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Ｄ 

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 

・11/19（土）市Ｐ研究大会の件 ・11/20（日）教育文化ﾌｫ-ラムの件 ・次年度プール開放の件 

・各委員会の11・12・１・２月行事等  ・その他      ※総会資料は毎回是非ご持参を 


