
常任理事会記録 
平成29年７月常任理事会 

１ 日 時  平成29年７月6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   ＜西区＞ 司会：建山洋孝 副会長  ＜東区＞ 記録：桂ありさ 常任理事 

（1） 開  会 

（2） 出席者数 19名 →成立 家入、磯田、松本、建山、松島、夏木、浦田、三枝、中村、佐藤、上野、井手、鹿子木 

桂、田尻、久保、西本、小川内、堀田 （欠）今村、近藤、安楽 

（3） 会長挨拶 →台風・大雨と続く 昨年とは逆にお見舞いをする立場にも 合同研では、組織の在り方等の 

情報共有が図れ、実り多いものとなった お世話になりました 

（4） 参与挨拶                                       

・教育委員会より（藤田参事） →危険箇所・破損個所等の気づきはお知らせを 資料説明         ＜資料1＞ 

   ・小学校長会より（平生校長） →台風大雨による緊急事態での判断の難しさに直面 

   ・中学校長会より（多賀校長） →台風による休校 ＰＴＡからの情報有難い 情報共有の大切さ・難しさを実感 

（5） 議 事 

① 審議事項 

ア 復興ＳＰプラン６月応募分審査 ４件（ＳＰプラン検討委） →うち３件承認            ＜資料2＞ 

イ ＣＰプランの審査の件（ＣＰプラン推進委）                           ＜資料3＞ 

→○読書21、家族14、地域連携12、計47件承認  ○審査の在り方を推進委で今後再検討する 

ウ 8/ 3（木）18時 小中校長会との懇談・懇親会の件（厚生・事務局）                       ＜資料4＞ 

    →司会①：鹿子木、市Ｐ紹介：松本、司会②：三枝 回覧にて出欠確認 

エ  8/21（月）15時 市教委との懇談・懇親会（含:質問事項等）」の件（健安・市Ｐ担）          ＜資料5＞ 

    →質問事項：健安委（南区）で再検討し7/18に提出予定 乾杯：磯田副会著 

② 協議事項 

 ア 7/ 1（土）15:00 合同研の反省と志向（教養委・市Ｐ担部会） →椅子不足 机も必要か      ＜資料6＞ 

      要会場検討 新会長研を早期に 会長研は少人数班で 要班協議事前打合せ 担当委で総括を  

イ 7/24（月）16:00 市長表敬訪問の件（総務委・事務局）  →15:45 市役所１階ロビー集合       ＜資料7＞ 

ウ 8/ 5（土）市Ｐバレー大会の件（厚生委） →過度のヤジ・クレーム根絶を             ＜資料8＞ 

あいさつで親睦を協調 ひどい時は監督注意・試合中止 練習中のけがに留意（準備運動の徹底） 

エ 9/ 1（金）・1/9（火）「市Ｐ一斉あいさつ運動」の件（事務局）                  ＜資料9＞ 

オ プール開放関連（健安・事務局） →開放校が昨年の39校から63校に増加 受諾警備会社少なし    ＜資料10＞ 

③ 報告事項 

ア 各委員会より                      

1）総務 →6/21会計研120人参加  2）厚生 →7/5バレー大会準備 7/18抽選会 8/5大会 

3）教養 →8/2委員会（ひのくに大会の件：三役も同席） 4）健安 →6/16委員会 安全講演会予定 

5）広報 →6/24校正会議 7/14委員会 7/18第125号配付予定  6）市Ｐ担 →6/27合同研打合せ                            

イ 各区Ｐより 

1）中央区 →7/2ﾌｫﾛｰ研 7/8校内副会長研42名参加 7/15会長･市Ｐ担交流会 8･9月定例会予定 

2）東区 →6/18ﾌｫﾛｰ研 6/28定例会 7/21定例会   

3）西区 →7/16･20ﾌｫﾛｰ研 7/20定例会 

4）南区 →7/9ﾌｫﾛｰ研 7/11役員会 7/13運営委    

5）北区 →6/3･28ﾌｫﾛｰ研 7/4定例会 九ブロ大分へ60人目指す 

ウ 三役各担当より（6/13・27臨時三役会、6/19日Ｐとの意見交換会報告）                        ＜資料11＞ 

   →○総合保障制度：126件187万円支払 内学校管理下78％ 5/31現在新規加入1057件 チラシ配付 

    ○九Ｐおおいた大会案内状況  ○日Ｐとの会：市Ｐの活動を評価 会則に日Ｐ加入を追記する 

    ○11/23ひのくに大会現状報告 7/29第２回実行委  ○三行詩：常任理事等も応募を 



エ 会計理事より ６月分本会計執行状況 →報告・説明 質疑特になし                   ＜資料12＞ 

オ 諸会議等報告（充て職他） 

      →（西本）県青少年安全・安心ネット利用促進連絡会 （鹿子木）社会教育振興事業団評議員会 

カ 事務局より 各教育懇談等の出欠確認 →回覧 変更は連絡を 

～今後の予定（7・8・9・10月）～                             

・ 7/ 9（日）～ 7/16（日）の分は省略 

・ 7/18（火）19:00 市Ｐﾊﾞﾚｰ抽選会 市青年会館ﾎｰﾙ 

・ 7/18（火）～27（木）9:00～16:30 ＣＰ読書プラン 助成金支給 当該21単Ｐ 市Ｐ事務局にて 

・ 7/20（木） 9:30 ﾌﾟｰﾙ開放ﾌｫﾛｰ研（西区Ｐ）西部公民館 

※ 7/21（金）小中学校終業式 

・ 7/24（月）16:00 市長表敬訪問 市役所５階 秘書課庁議室 15:45までに１階ロビー集合 

・ 7/26（水）～27（木）日Ｐ 協議会連絡会・研修会 東京 会長・事務局・副会長1 

・ 7/29（土）午前中 第２回 県市合同（仮称）ひのくに大会実行委 県総合福祉ｾﾝﾀｰ３階 三役・教養委員長 

・ 8/ 2（水）19:00 第３回 教養委員会（三役も同席）大江公民館 会議室Ｃ  

・ 8/ 3（木）小中校長会との懇談懇親会 18:00懇談 19:00懇親 ﾒﾙﾊﾟﾙｸ２階金峰の間 5500円  

・ 8/ 5（土）午後 市Ｐﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 市内19会場にて 122校 約1900人参加 

・ 8/10（木）18:00 九ブロ臨時理事会・あり方検討委 北九州市小倉北区 会長・坂本前会長 

・ 8/11（金）～15（火）事務局閉局 

※ 8/20（日）15:00 退職校長会主催「市長と教育を語る会」家入会長座談会出席 ｱｰｸﾎﾃﾙ 参加可 

・ 8/21（月）15:00 市教委との教育懇談懇親会 15:00懇談 ﾊﾟﾚｱ10階会議室8 18:00懇親（    ） 

・ 8/25･26(金･土) 日Ｐ仙台大会 市Ｐから12人参加（三役･事務局外4人） 会長･事務局長は24(木)から 

・ 8/28（月）10:00 第１回教育文化ﾌｫｰﾗﾑ実行委 会長･総務委(中央区)･事務局 文教会館２階 

・ 9/ 1（金）２学期始業式 市Ｐ主催 一斉あいさつ運動 

・ 9/ 1（金）14:00 九ブロ会議 会長･副会長･母親代表･事務局2 計５人 大分市 

・ 9/ 7（木）19:00 常任理事会 18:00三役会 大江公民館２階 会議室Ｃ 

・ 9/14･15(木･金) 政令市Ｐ大阪市大会 会長・副会長3・事務局・市教委 計６ 大阪市 

・10/ 5（木）19:00 常任理事会 18:00三役会 （予定）大江公民館２階 会議室Ｃ 

・10/16（月）10:00 第２回教育文化ﾌｫｰﾗﾑ実行委 会長･総務委(中央区)･事務局 文教会館２階 

・10/21･22（土･日）九ブロおおいた大会 ①分科会、②全体会 会長･提案者･助言者･事務局は20(金)から 

※市青少協との懇談・情報交換（三役対応：昨年度は10/7金）→9/29（金）に決定 

※高Ｐ連・県Ｐとの懇談・情報交換会（三役対応：昨年度は11/28月）→今年は高Ｐ連担当 

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

①名義後援 ～童謡を未来の風にのせて～ そがみまこと仲間たちｺﾝｻｰﾄ 主催：（株）童謡（毎年後援） 

②新名義後援 九電･熊日 ぼくとわたしの「あかるい」絵画ｺﾝｸｰﾙ 主催：熊日･九電  

  ③単Ｐ配付 「日本ＰＴＡとは」日Ｐ紹介パンフレット、書籍案内チラシ 

④単Ｐ配付 「しっとっと？国のお仕事」 主催：九州農政局 8/2･3(水･木) 合同庁舎Ａ棟 

  ⑤常任理事会配付 県立美術館「開館 40周年大熊本 県立美術館展」 7/15（土）～9/3（日） 

（7）その他  

（8）閉 会 

               ９月常任理事会の開催について（ご案内） 

９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９月７日（木）  ○三役会 18時～  ○常任理事会 19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  ＜西区＞ 記録：久保謙介 常任理事 

・各委員会の９・10・11月行事等について  ・11/23（木祝）ひのくに大会の実施について  

・その他                            ※総会要項は毎回ご持参を 


