
常任理事会記録 
平成29年６月 常任理事会 

１ 日 時  平成29年６月１日（木）19：00   三役会18：00  

２ 場 所  大江公民館２階 会議室Ｃ 

３ 内 容    ＜中央区＞ 司会：磯田圭輔 副会長  議事録作成者：井手宏美 常任理事 

（1）開 会     

（2）出席者 20名 →成立 家入、磯田、松本、建山、松島、夏木、浦田、三枝、佐藤、上野、井手、鹿子木 

桂、今村、田尻、久保、近藤、西本、小川内、堀田 （欠）中村、安楽 

（3）会長挨拶 →新メンバーでのスタート 地震でやり残したことを含め諸課題に対応し結果を残したい。 

（4）参与挨拶 

・教育委員会（塩津指導課長）→委員会主催の諸会議にＰＴＡを代表して参加いただいている ＰＴＡの後押しがあっ 

て学校・教育行政は成り立っている 感謝。 

・小学校長会（平生校長） →市Ｐ総会に参加 熱心な取り組みに感動 運動会をがんばろうと思った。 

    ・中学校長会（多賀校長） →公務のためご欠席 

（5）議 事 

① 審議事項                                    

ア 7/1（土）会長理事・市Ｐ担当副会長理事合同研修会の件（教養・市Ｐ担）               ＜資料1＞ 

    →〇会長部会：①震災1年その後の対策 ②アンケートからテーマ設定、の２本立てとする。 

〇市Ｐ担部会：原案どおり承認  〇役員等集合13:30  

イ 8/5（土）第46回市Ｐソフトバレーボール大会実施の件（厚生）                       ＜資料2＞ 

     →○文言一部修正し承認 6/2発送 ○親睦を前面に出す ○次年度に向け諸課題は今後検討 

      ○担当常任理事 

＜中央区＞ 白川小：井手、 砂取小：佐藤、京陵中：上野、帯山中：磯田 

＜東区＞  託麻北：鹿子木、東野中：松本、西原中：三枝、長嶺中：桂 

＜西区＞  城西小：建山、 小島小：田尻、池上小：今村 

＜南区＞  城南中：浦田、 託麻中：松島、天明中：中村、富合中：近藤 

＜北区＞  武蔵小：夏木、 楡木小：安楽、西里小：西本、鹿南中：小川内 

ウ 単Ｐ研修会助成金申請の件（教養・事務局）                            ＜資料3＞ 

→○１校からの申請は年度１事業とする ○審査基準は現在案、その他一部修正し承認 

  ② 協議事項 

ア 市Ｐ定期総会の反省と志向（事務局） →○出席：157理事＋先生7 委任状81               ＜資料4＞ 

     ○反省と志向：期日は不都合もあるが動かし難い、機材類の確認を、開会５分前時点での人数確認を、 

総会成立宣言者に伝える役を作る、表彰者は返事を、付箋（白色がよい）は受賞者が外す 

イ 「熊本はひとつ 震災復興 ひのくに大会」の件（三役・教養）                    ＜資料5＞ 

→県Ｐとの諒解事項確認、6/3県Ｐ総会後急ぎ県Ｐと協議・実動に入りたい 

ウ 市Ｐ会報125号の編集について（広報委） →発行までの計画等説明・質疑特になし          ＜資料6＞ 

エ プール開放に関して（ﾌｫﾛｰ研の進め方、必須研参加希望調査：健安・事務局）               ＜資料7＞ 

    →○ﾌｫﾛｰ研受付の進め方・準備・今年の研修会内容等の確認 ○大学生等直接雇用者の研修内容確認 

オ 特別活動費（区Ｐ・委員会への補助金）申請について（総務・事務局） →報告書様式を作る        ＜資料8＞ 

③ 報告事項 

ア 各委員会等より →1）総務：6/21会計研 6/14その資料づくり  2）厚生：特になし  

3）教養：6/14委員会  4）健安：6/16委員会  5）広報：特になし  6）市Ｐ担：特になし 

   イ 各区Ｐより 1）中央区 →6/8定例会 7/8校内副会長情報交換会 7/15交流会  2）東区 →6/28定例会   

3）西区 →７月中に定例会  4）南区 →７月中に定例会  5）北区 →7/4定例会 6/3ﾌｫﾛｰ研 

ウ 三役各担当より  ①行事予算･教育文化・総合保障・諸課題対策(磯田)、②CPﾌﾟﾗﾝ･ふれあい読書(松本)＜資料9＞ 

 ③日Ｐ･九Ｐ･県Ｐ･政令市Ｐ（建山･松島）、 ④新聞･三行詩・いじめ防止・SPﾌﾟﾗﾝ(夏木） ⑤ﾌﾟｰﾙ開放(浦田)  

○CPﾌﾟﾗﾝ推進委 → 中央：佐藤 東：桂  西：田尻 南：近藤 北：安楽  

○SPﾌﾟﾗﾝ検討委 → 中央：上野 東：三枝 西：久保 南：中村 北：小川内 

エ 会計理事より ５月分会計執行状況 →報告・説明 質疑特になし                   ＜資料10＞ 

オ 諸会議等報告（充て職等における） →今月はなし 



カ 事務局より                            

①常任理事等一覧 ②充て職確定版 ③会費納入通知 ④市Ｐ概要 ⑤市Ｐ細則 ⑥送付鑑   →説明       ＜資料11＞ 

～今後の予定～ 

・ 6/ 3（土）10:00 ﾌﾟｰﾙ開放ﾌｫﾛｰ研（北区Ｐ）ﾌｰﾄﾞﾊﾟﾙ食品交流会館 

・ 6/ 9（金）13:30 九ブロ定期総会・各部会 宮崎市 会長・副会長・母代・事務局長 計４人 

・ 6/11（日）10:00 第 3回厚生委員会 東部公民館 

・ 6/13（火）19:00 三役会 事務局 0 

・ 6/14（水）19:00 総務委員会 会計研資料作り 市Ｐ事務局 

・ 6/14（水）18:30 教養委員会 ｺｼ-ﾅｳﾁﾀﾞ 

・ 6/16（金）19:00 健安委員会 畔柳(くろやなぎ) 

・ 6/18（日）①13:00 ②15:00 ﾌﾟｰﾙ開放ﾌｫﾛｰ研（東区Ｐ）秋津公民館（託麻公民館から秋津公民館に変更） 

・ 6/19（月）13:00 日Ｐ代表との意見交換会 県総合福祉センター３階会議室 三役 

・ 6/21（水） 9:30 会計研修会（総務委）ﾊﾟﾚｱ９階 会議室１ 

・ 6/23･24（金･土） 日Ｐ定期総会・研修会 東京 会長 

・ 6/24(土) 19:00 広報委員会 五福公民館 

・ 6/27(火)～29(木) 市Ｐﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会参加申し込み 事務局へ直接 

・ 6/28（水）19:00 ﾌﾟｰﾙ開放ﾌｫﾛｰ研（北区Ｐ）植木文化センター 

※ 6/23～6月末 CPﾌﾟﾗﾝ検討委 区Ｐごとに審査 →7/6常任理事会へ 

・ 7/ 1（土）15:00 合同研修会（教養委・市Ｐ担部会）KKRﾎﾃﾙ熊本 ※懇親会（17:30 同会場） 

・ 7/ 2（日）① 10:00 ②13:30 ﾌﾟｰﾙ開放ﾌｫﾛｰ研（中央区Ｐ）西消防署３階ホール 

・ 7/ 3（月）    「社会を明るくする運動」 健安委が参加 国際交流会館 

・ 7/ 5（水）19:00 第4回厚生委員会 鶴屋東館10階 ﾊﾟﾚｱ会議室7 市Ｐﾊﾞﾚｰ抽選会準備 

・ 7/ 6（木）19:00 常任理事会 大江公民館 ２階会議室Ｃ（18:00 三役会） 

・ 7/ 9（日）① 9:30 ②11:00 ﾌﾟｰﾙ開放ﾌｫﾛｰ研、13:00資格取得講習会（市教委主催）市青年会館 

・ 7/ 9（日）③13:00 ④15:00 ﾌﾟｰﾙ開放ﾌｫﾛｰ研（南区Ｐ）幸田公民館 

・ 7/14（金）19:00 広報委員会 ﾊﾟﾚｱ９階 会議室４ 

・ 7/16（日） 9:30 ﾌﾟｰﾙ開放ﾌｫﾛｰ研（西区Ｐ）西部公民館 

・ 7/18（火）19:00 市Ｐﾊﾞﾚｰ抽選会 市青年会館ﾎｰﾙ 

・ 7/20（木） 9:30 ﾌﾟｰﾙ開放ﾌｫﾛｰ研（西区Ｐ）西部公民館 

・ 7/24（月）16:00 市長表敬訪問 市役所５階 秘書課庁議室 15:50までに１階ロビー集合 

・ 7/26（水）～27（木）日Ｐ 会長・事務局長会議 東京 

・ 8/ 5（土）午後 市Ｐﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 市内19会場にて 

※ 7月下旬～8月中 小中校長会との懇談懇親会 ※8月下旬 市教委との懇談懇親会 

（6）名義後援他依頼 →すべて承認                                            ＜資料12＞ 

①名義後援 「青少年のための科学の祭典・熊本大会2017」主催：同実行委 （毎年後援） 

②単Ｐ配付 「65回 日Ｐ全国研究大会仙台大会」8/2526(金土) ２次案内・申込書 

③単Ｐ配付 「木下サーカス」案内チラシ他 （先般、市Ｐ名義後援済） 

（7）その他 「県警生活安全課からのアンケート調査」の件 →会終了後実施 

（8）閉 会                        ※各種会合での終了時刻の厳守を・・・21:30までには 

平成29年７月常任理事会の開催について（ご案内） 

 平成29年７月の熊本市ＰＴＡ協議会常任理事会を、下記のとお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７月６日（木） 19時～  （三役会 18時～） 

２ 場 所   大江公民館 ２階会議室Ｃ 

３ 内 容    ＜東区＞ 司会：松本知樹 副会長  議事録作成：桂ありさ 常任理事 

・７･８･９月行事 ・教育懇談会（市小中校長会、市教委）の件 ・11/23（祝木）ひのくに大会の件 

・29年度あいさつ運動の件①9/1(金)②1/9(火) ・CPﾌﾟﾗﾝ審査 ・その他         ※総会資料は毎回ご持参を 


