
常任理事会記録 

平成29年１月常任理事会 

１ 日 時  平成29年１月12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   ＜西区＞ 司会：建山洋孝 副会長   記録：堀江美穂 常任理事  

 ※ 小中学生総合保障制度について 福岡からコーリン社 →○28年度加入2,176件（S755 A168 B343 C192  

E718） ○29年度案内：4月上旬各学校に送付 2・3月に校長会・区P・単Pでの説明を 

 (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、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）小田 

（3） 会長挨拶 →市Ｐでの任期はあと5ヶ月。ﾊﾞﾄﾝﾀｯﾁがスムーズにいくよう、共に最後まで頑張りましょう。 

（4） 参与挨拶 

・教育委員会より（藤田様） →ご欠席 

   ・小学校長会より（木村校長） →あと49日で卒業式 自転車と車との事故 ヘルメット着用とあご紐を結んでい

たことで奇跡的に軽傷 基本順守の必要性を痛感 

   ・中学校長会より（徳永校長） →本日私立高校入学願書提出 感動的な卒業式を迎えたい それを見て後輩たち

が続いていく 特定の場所での中高生のたむろが気になる。 

（5） 議 事 

① 審議事項 

ア CPｽｷﾙｱｯﾌﾟﾌﾟﾗﾝ(上限2万)・特別活動費(同2万)申請（東区Ｐ、健安委） →すべて承認       ＜資料1＞ 

イ 復興ＳＰﾌﾟﾗﾝ12月分申請 ４件（ＳＰﾌﾟﾗﾝ検討委）                           ＜資料2＞ 

   →出水南小分は全額承認 他３校分は事前審査の時間が取れず、２月審議に持ち越し 

② 協議事項 

ア 2/25（土）予定 会長理事懇談・懇親会の実施について（三役）→審議に上げ、一部修正後承認  ＜資料3＞ 

イ 29年度プール開放の件（プール検討委） →○1/31（火）第２回検討委で次年度実施要領等決定  ＜資料4＞ 

○2/13（月）単Ｐ向け説明会・情報交換会案内は市教委から発送済（市Ｐからではないので他文書にまぎ 

れてないか確認を）  ○現行制度の成立経緯や危機管理意識等を次世代へしっかりと伝えていきたい 

ウ 3/10（金）予定 校内ﾌﾟﾙﾝﾄ研の実施について（健安委）  →1/18打合せ後、案内状発送予定     ＜資料5＞ 

エ 市Ｐロゴマーク公募の件（三役） →次年度再提案 時間をかけて取り組みたい         ＜資料6＞ 

オ 団体賠償・傷害保険制度の件（三役）→○訂正：小校長会1/23（月）に ○区Ｐ・単Ｐでの説明を 

○説明会期日・資料の必要部数等を事務局に報告を    ＜資料7＞ 

③ 報告事項 

ア 各委員会等より   

1）総務 2）厚生 6）市Ｐ担部会 →特になし 3）教養 →市Ｐ研究大会報告書を編集中 4）健安 →1/14講 

演会実施 3/10ﾌﾟﾘﾝﾄ研準備中 5）広報 会報124号 →現在編集中 日Ｐ・九ブロ大会等の記事も予定                           

イ 各区Ｐより 

 1) 中央区 →2/4（土）講演会・懇親会 2/16（木）定例会 

  2) 東区 →1/21（土）ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研・研修会 2/17（土）年度末総会 

3) 西区 →1/14（土）健安委研修会 ２月後半～３月 理事会予定 

4) 南区 →2/5（日）研修会 2/10（金）後期総会 

5) 北区 →1/17（火）定例会 1/21（土）研修会 3/4（土）ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研・年度末総会 

ウ 三役各担当より（12/21三役会報道他） →①12/2大分での九ブロ理事会報告          ＜資料8＞ 

②12/22～中学生九州サミットin水俣報告 ③義援金使途の現状報告 ④次年度行事予定（案）提示 

⑤次年度予算編成に向け、近年の予算変遷紹介 ⑥市Ｐ細則見直しの件 ⑦プール開放しくみの変遷・今 

後の日程紹介 ⑧H29年度「ひのくに大会」計画の進捗状況報道 ＜期日＞H29.11.23（祝）  

＜会場＞グランメッセ・熊本テルサ他 ＜大会名＞「熊本はひとつ 震災復興 ひのくに大会」  

＜ﾃｰﾏ＞「創ろう子どもの未来 守ろう子どもの生命(いのち) 踏み出そう新たな一歩を PTAの絆をもとに」 

      ⑨日Ｐ広報誌ｺﾝｸｰﾙ賞状を各区研修会で ⑩会長理事懇談会開催の件 ⑪PTAの歴史・意義等をまとめたい 

エ 12月分本会計・特別会計執行状況報告（会計理事） →報告・説明 質疑特になし             ＜資料9＞ 



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 （佐土原）道徳教育推進協議会 

    （佐土原・磯田）市小中一貫教育検討委員会 

カ 事務局より 〇1/10挨拶運動 ○春のあんしんネット一斉行動                ＜資料 10＞ 

        〇単Ｐ研助成金応募状況 ○ＣＰﾌﾟﾗﾝ報告書提出状況 〇今後の予定（案） 

 ～今後の予定（１・２・３月）～ 

・ 1/14（土）14:30 健安委講演会 森都心ﾌﾟﾗｻﾞ６階会議室Ａ SSW 古閑智子氏 

・ 1/21（土）10:00 北区Ｐ研修会 フードパル、 

・ 1/21（土）13:30 東区Ｐ研修会 図書館ホール（10:00ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研） 

・ 1/31（火）18:30 第２回プール検討委 市教委７階会議室 三役+健安委常任理事（西区） 

※ 1月中に 単Ｐ研（〆1/23）審査予定（教養委） →その後、1/27（金）に決定 →2月理事会へ  

※ 1月中に 行事・予算委（総務担当副会長・各委員長・会計理事・市Ｐ担部会長・事務局）→2月理事会へ 

・ 2/ 2（木）19:00 ２月常任理事会 大江公民館２階 Ｃ会議室 18:00 三役会  

・ 2/ 3（金）13:30 九ブロ幹部研修会 鹿児島県 会長以下４人参加 

・ 2/ 4（土）15:30 中央区Ｐ講演会 テルサ 

・ 2/ 5（日）15:30 南区Ｐ研修会 ニュースカイホテル 

・ 2/ 8（火）10:30 日Ｐ事務局長会 東京 

・ 2/10（金）19:00 南区Ｐ年度末総会 ニュースカイホテル 

・ 2/13（月）19:00 市教委主催 プール開放事業単Ｐ説明会及び情報交換会 パレアホール 

・ 2/14（火）～2/23（木）単Ｐ研・ＣＰﾌﾟﾗﾝ（除:読書）助成金支給 予定 

・ 2/17（金）19:00 東区Ｐ年度末総会 テルサ 

・ 2/25（土）15:00 会長理事懇談・懇親会 山本屋  

※ 2月中旬～ ＣＰプラン検討委員会（次年度募集要項等策定）予定 →３月理事会へ 

・ 3/ 2（木）19:00 ３月常任理事会 場所（未定）（18:00 三役会） 

・ 3/ 4（土）16:00 北区Ｐ年度末総会 ユウベル菊南 

・ 3/10（金）10:00 プリント研修会 予定：鶴屋東館９階 会議室１（健安委）  

※ 3/11（土）10:00 中学校卒業式 

※ 3/23（木）10:00 小学校卒業式 

※ 3/24（金）    小中学校修了式 

※ 2/ 2（木）14:00 市教委主催 プール開放事業警備会社説明会 教育ｾﾝﾀｰ？ 

※ 3/18（土）14:00 熊日新聞ｺﾝｸｰﾙ（ＰＴＡ新聞の部：熊日･県Ｐ･市Ｐ共催） 表彰式 熊日本社 

※ 3/27（月）    「いじめ防止標語コンテスト」表彰式 東京（1/12現在 小52、中13 計65） 最終700点 

（6）名義後援他依頼 →すべて承認                                  ＜資料11＞ 

①名義後援 「H28 子どもの命と権利を守る活動推進協議会ｼﾝﾎﾟｼﾞｭｰﾑ」主催：同協議会（市Ｐも参加） 

②名義後援 熊本地震支援活動 日帰りﾊﾞｽﾂｱｰ in ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ」主催：県法人会連合会 

③単Ｐ配付 平成 28年度「家庭の日の集い」 主催：県・県教委 3/5（日）14:00～ 県庁新館 201室 

④常任理事会配付 「復興ミーティング‘17」主催：熊本市（復興総務課）参加者募集 

⑤常任理事会配付 「休日乳がん検診のお知らせ」 市健康づくり推進課 区Ｐ研修会等でも・・ 

（7）その他 

（8）閉 会 

２月常任理事会の開催について（ご案内） 

平成29年２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29年２月２日（木）  ○常任理事会 19時～ （三役会 18時～）   

２ 場 所   大江公民館２階 Ｃ会議室 

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

・単Ｐ研修会助成金審査結果について   ・次年度行事・予算について 

・各委員会の２・３・４月行事等について ・その他      ※総会資料は毎回是非ご持参を 


