
常任理事会記録 
平成29年２月常任理事会 

 

１ 日 時  平成29年２月２日（木）19：00   三役会 18：00  

２ 場 所  大江公民館２Ｆ 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 

  ※ 市地域活動推進課より（木村様・福永様） →2/25(土)ｼﾝﾎﾟｼﾞｭｰﾑ案内 市ＰHP参照   ＜説明資料＞ 

(1)  開  会 

（2） 出席確認  17 名 →成立  坂本、楠本、惠濃、建山、松島、家入、小田、上野、磯田、佐土原 

冨重、橋口、伊藤、堀江、岩村、夏木、溝口 （欠）浦田、赤石、櫛山、稲田 

（3） 会長挨拶 →今年度も残り1ヶ月 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞに留意し諸行事遂行と次年度準備を 本日の審議宜しく 

（4） 参与挨拶 

・教育委員会より（藤田参事） →ご欠席 

   ・小学校長会より（木村校長） →今冬のｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞは急に拡大 被災した体育館改修が卒業式に間に合 

うか この４月から名実ともに教職員も市職員になる 小運動部活動もH31年度から変わる 

   ・中学校長会より（徳永校長） →不思議だが３年生は学級閉鎖なし 気合か心の持ち方か 明日前期 

試験 面接練習をした 日頃から自分の思いを自分の言葉で伝えることが大切 

（5） 議 事 

① 審議事項     

ア 次年度市Ｐ事務局雇用の件（三役） →承認                     ＜資料1＞ 

イ CPｽｷﾙｱｯﾌﾟﾌﾟﾗﾝ・特別活動費(いずれも2万円) 助成金申請（中央区・北区） →承認    ＜資料2＞  

ウ 熊本地震復興SPﾌﾟﾗﾝ：１月応募分審査４件・案内文一部修正案（1/25SPﾌﾟﾗﾝ検討委）  ＜資料3＞ 

    →協議後４件承認 食に関しては、それが主ではなく活動に付随するものならば可とする 

案内文はさらに検討し再提案する 

エ 単Ｐ研修会助成金審査の件（1/27審査：教養委）                   ＜資料4＞ 

    →31単Ｐに助成金支給決定 「基準」に、同一校複数事業経費合算を可とする内容追加予定 

     承認校には明日結果通知予定（支給期間：2/14～2/23） 

オ 次年度行事・予算案の件（1/26行事・予算特別委）                  ＜資料5＞ 

    →事業案は承認 予算案は義援金使途も含め今後三役会で検討予定 

② 協議事項 

ア 2/13（月）次年度ﾌﾟｰﾙ事業説明・情報交換会の件（ﾌﾟｰﾙ検討特別委）          ＜資料6＞ 

    →H29年度見直し案紹介 2/13受付担当確認 6～7月区P主催ﾌｫﾛｰ研計画依頼（4/6に確定） 

各区日程等が決まるごとに偏りをなくすため事務局から各区Ｐに知らせていく 

区Ｐ開催時に教師ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰも必要か？→健康教育課に尋ねる 

イ 小中学生総合保障制度の件                            ＜資料7＞ 

     →2～3月にかけて各区での説明会実施 訂正：南区16:00を16:30に 北区16:00を17:00に 

③ 報告事項 

ア 各委員会より 

1）総務 6）市Ｐ担部会 →特になし  2）厚生 →ﾊﾞﾚｰ大会計画に関し各区体育館の稼働状況を 

委員長に報告のこと  3）教養 →市Ｐ研究大会記録を次回提案予定  4）健安 →1/14研修会 

が充実 報告書を後日作成  5）広報 →2月中完成を目指す 各区で分担校正 2/22委員会 

イ 各区Ｐより  1) 中央区  →2/4講演会 2/16定例会   2) 東区 →2/17総会 

3) 西区 →3月上旬定例会予定  4) 南区 →2/5研修会 2/10総会 3/25スキルアップ研修会 

5) 北区 →2/14定例会 3/4総会・ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研            ＜北区Ｐ研修会報告：資料8＞ 

ウ 三役各担当より(1/31三役会報道他)  →11/23ひのくに大会講師推薦依頼（2/9までに）＜資料9＞ 

エ １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） →（冨重）市民ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀ実行委員会 （上野）市土曜授業検討会議 

   （磯田）こどもの命と権利を守る活動推進協議会 （夏木）市放課後子どもﾌﾟﾗﾝ運営推進委員会 



カ 事務局より 

1）年間交通費の確認を →3/2（木）に年間通信費と併せて支給（印鑑を）       ＜資料11＞ 

     2) 市Ｐ会長表彰申請（①個人・②団体・③善行）                  ＜資料12＞ 

3) 単Ｐ調査（会長理事・市Ｐ担当副会長理事調べ、会員数等調べ）           ＜資料13＞ 

～今後の予定（２・３・４月）～ 

・ 2/ 3（金）13:30（会長11時）九ブロ幹部研修会 鹿児島県 会長以下４人出席 

・ 2/ 4（土）15:30 中央区Ｐ講演会 テルサホテル 

・ 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 事務局にて 

・ 2/17（金）19:00 東区Ｐ年度末総会 テルサホテル 

・ 2/22（水）13:00 日Ｐ厚生委員会 東京 会長 

・ 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 大江公民館 会議室Ａ（18:00 三役会） 

・ 3/ 4（土）16:00 北区Ｐ年度末総会 菊南温泉ユウベルホテル 

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

※ 3/11（土）中学校卒業式  ○3/23（木）小学校卒業式  ○3/24（金）小中学校修了式 

※ 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 市Ｐから21校 712選抜/4256応募（小17校674点、中4校38点） 

※ 4月上旬  会計監査（３月末に大方済ませておく） 

・ 4/ 6（木）19:00 常任理事会 会場未定（18:00 三役会） 

・ 4/13（木）19:00 役員選考委  ﾊﾟﾚｱ会議室6（鶴屋東館10F） 

・ 4/14（九）19:00 市Ｐ担当副会長部会（新旧常任理事）市Ｐ事務局 

・ 4/18（火）19:00 次年度プール開放事業説明会 市青年会館ホール 

・ 4/20（木）19:00 総務委 （中央区）ﾊﾟﾚｱ会議室2（鶴屋東館9F） 、厚生委（東区）同会議室7（10F） 

・  同日・同時刻  教養委 （西区）同会議室8（10F） 、健安委（南区）同会議室3（ 9F） 

・   同日・同時刻  広報委 （北区）ﾊﾟﾚｱ和 室（10F） 、宣言文起草委  同会議室5（10F） 

・ 4/26（水）19:00 県Ｐ共済（Ｐ災安互）説明会 パレアホール（鶴屋東館10F） 

・ 5/11（木）19:00 新旧常任理事会 会場未定（18:00 旧三役会） 

 

（6）名義後援他依頼 （すべて毎年後援） →すべて承認                   ＜資料14＞ 

①名義後援 「第17回九州ﾌﾞﾛｯｸ性教育研究大会」主催：熊本県性教育研究会 2/24（金）市民会館 

②名義後援 「第48回TKU･NTT西日本熊本支店 春のこどもｽｹｯﾁ大会」主催：ﾃﾚﾋﾞ熊本他 3/12（日） 

③名義後援 「熊本地震・ﾕﾆｾﾌ東日本大震災写真展」主催：熊本県、県ﾕﾆｾﾌ協会 4/10（月）～4/21（金） 

④名義後援 「第24回生命尊重講演会」 主催：熊本県いのちの懇談会 6/11（日）２時 ﾒﾙﾊﾟﾙｸ 

⑤名義後援 「熊本ﾕｰｽｼﾝﾌｫﾆｰｵｰｹｽﾄﾗ 第49回定期演奏会」 主催：同ｵｰｹｽﾄﾗ・後援会 8/13（日）15時 

（7）その他 

（8）閉 会           ※各種会合での終了時刻の厳守を・・・遅くとも21:30の予鈴をめどに 

 

３月常任理事会の開催について（ご案内） 

 平成29年３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３月２日（木）  ○常任理事会 19時～ （三役会 18時～）   

２ 場 所   大江公民館 会議室Ａ 

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 

・各委員会の３・４・５月行事等について ・年度末・年度始めの諸計画等について 

・その他                      ※総会資料は毎回ご持参を 


