
常任理事会記録 
平成29年９月常任理事会 

 

１ 日 時  平成29年９月７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   ＜東区＞ 司会：松本知樹 副会長  ＜西区＞ 記録：久保謙介 常任理事 

※ 退職校長会 加藤会長から →11/19教育文化ﾌｫｰﾗﾑへの協力依頼、8/20市長との懇談会お礼他 

※ 総合保障制度コーリン 原田様から →本年度総合保障制度の加入状況、本制度の特長等 

 (1) 開  会 

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

鹿子木、桂、今村、久保、近藤、西本、安楽、小川内、堀田 （欠）夏木、田尻 

（3） 会長挨拶 →○夏休み中も多くの事業を実施 大変お世話になった。○教育文化フォーラム今年の担当 

は中央区だが毎年交代するので努めて参加し理解を ○おおいた大会間近、県外で学 

ぶ意義大、他への伝達も大切に ○ひのくに大会の成功を期す 

（4） 参与挨拶 

・教育委員会（藤田参事）・小学校長会（平生校長） →ご欠席 

   ・中学校長会（多賀校長）→8/3誕生日の校長会・市Ｐとの会へのお礼 陸上･ｻｯｶｰ全国大会に選手やﾎﾞ

ﾗﾝﾃｨｱとして生徒が参加 ひのくに大会に本校太鼓部がｱﾄﾗｸｼｮﾝで参加 練習を頑張っている 

（5） 議 事 

① 審議事項 

ア 復興ＳＰプラン８月応募分審査 ２件（ＳＰプラン検討委） →承認          ＜資料１＞ 

イ いじめ防止標語コンテスト（三役・事務局） →承認 10月に発送予定       ＜資料２＞ 

② 協議事項 

   ア 8/5（土）市Ｐバレーボール大会結果と反省・志向（厚生委） →調査結果等報告  ＜資料３＞ 

イ 10/21･22（土･日）九ブロおおいた大会の件（交通手段調査他：事務局）      ＜資料４＞ 

    →分科会等決定 9/24までに各区で交通手段調査 事務局へﾒｰﾙかFAXで 

ウ 11/19（日）「くまもと教育・文化ﾌｫｰﾗﾑ」（含:CP教育文化ﾌﾟﾗﾝ）の件（実行委）  ＜資料５＞ 

    →今後総務委で担当者決定 ＣＰ教育文化ﾌﾟﾗﾝとして出品呼びかけ 次週発送 

エ 11/23（木祝）「熊本はひとつ 震災復興 ひのくに大会」の件（実行委）     ＜資料６＞ 

    →参加期待数等の確認 申込書の最終確認後次週発送予定 

オ 12/23～26中学生ｻﾐｯﾄin水俣（三役） →常任理事内での募集 12/25終業式日確認  ＜資料７＞ 

カ 市Ｐ会報第126号の増ﾍﾟｰｼﾞの件（三役・広報委） →日Ｐ・九Ｐ大会報道 承認   ＜資料８＞ 

キ 市Ｐロゴマーク公募の件（三役） →三役で詳細案作成              ＜資料９＞ 

ク （予定）3/21（水祝）新任会長・市Ｐ担副会長研修会（三役） →三役で詳細案作成 ＜資料10＞ 

ケ 日Ｐ三行詩コンクールの市Ｐ表彰の件（三役） →三役で詳細案作成               ＜資料11＞ 

コ 29年度 市青少年善行表彰候補者の推薦について（三役・事務局） →奮って応募を  ＜資料12＞ 

③ 報告事項 

ア 各委員会等より  

    1）総務委→7/26委員会 2）厚生委→8/24最終委 3）教養委→8/2委員会 4）健安委→研修会の 

    予定 5）広報委→諸助成金の活用状況を紹介予定 6）市Ｐ担部会→大分での意見交換報道 

イ 各区Ｐより 

  1）中央区 →9/20定例会 2/3研究大会予定 2）東区 →9/20定例会 3）西区 →9/21理事会 

 4）南区 →9/11役員会 9/13運営委員会 5）北区 →9/22定例会 11/11北区子どもまつり 

 12月北区バレーボール大会 

ウ 三役各担当より・・①7/29・8/9三役会報道 ②7/26･27日Ｐ研修報道 ③北部九州   ＜資料13＞ 

豪雨災害支援 ④ﾌﾟｰﾙ専属監視員調査 ⑤全国PTA広報誌結果 ⑥8/25･26仙台大会報告  

エ 会計理事より ７・８月分本会計執行状況 →報告・説明 質疑特になし      ＜資料14＞ 

オ 諸会議等報告（充て職他） 



→（上野）市小中一貫教育検討委 （上野）市土曜授業検討会議 （佐藤）子どもの命と権利を守る活

動推進協議会 （小川内）学校給食共同調理場民間委託業務評価委 （西本）市立図書館協議会 

（磯田）市学校給食会研究大会 （磯田）市学校給食会食肉査定会 （磯田）市行政区画等審議会 

（井手）市公民館運営審議会 （近藤）市民ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀ実行委 （三枝）市食の安全安心・食育推進

会議 （三枝）学校給食会物資購入委 （松本）市歯科保健推進協議会 

カ 事務局より →説明・案内                                      

・ CP(ｽｷﾙｱｯﾌﾟ)ﾌﾟﾗﾝ(上限２万円)、区Ｐ研修会補助金(10万円)の件 →HP市P役員等ｺｰﾅｰ参照  ＜資料15＞ 

・ 9/24（日）「教育評論」創刊50周年記念式典・祝賀会                                  ＜資料16＞ 

～今後の予定（9・10・11月）～ 

・ 9/14･15(木･金) 政令市Ｐ大阪市大会 会長・副会長3・事務局 計５（＋市教委）大阪市 

・ 9/29(金) 青少協との懇談(18:30)・懇親会(19:00) 場所（未定）三役対応 

※ 9/30(土) 県Ｐ母親部会研修会（講師：緒方玲子氏）市Ｐへも参加呼びかけ 

・10/ 5（木）19:00 常任理事会 18:00三役会 大江公民館２階 会議室Ｃ ※ﾌｯ化物洗口の件 

・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･事務局･提言者等は20(金)から 

・11/ 2（木）19:00 常任理事会 18:00三役会 大江公民館２階 会議室Ｃ ※健康づくり推進課 

・11/ 7（火）16:30 教育文化ﾌｫｰﾗﾑ 作品搬入･展示 11/8～14（火）展示 ﾊﾟﾚｱ８階 ふれあいｷﾞｬﾗﾘｰ 

・11/ 8（水）～14（火）作品展示 ﾊﾟﾚｱ８階 ふれあいギャラリー 総務委等受付担当 

・11/17（金） 日Ｐ年次表彰式 東京ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ 会長・受賞者 

・11/19（日）13:00 くまもと教育文化ﾌｫｰﾗﾑ ﾊﾟﾚｱﾎｰﾙ 総務委担当 PTA発表：黒髪小 

・11/22（水）「ひのくに大会」準備、全体会・分科会打合せ、レセプション ｸﾞﾗﾝﾒｯｾ、ｻﾞ･ﾆｭｰﾎﾃﾙ 

・11/23（木祝）「熊本はひとつ 震災復興 ひのくに大会」 

・11/24（金）18:00 くまもと教育文化ﾌｫｰﾗﾑ反省会並びに退職校長会との懇談・懇親会 ﾒﾙﾊﾟﾙｸ 

※11/27（月）～29（水）の中で 16:00 高Ｐ連・県Ｐとの懇談・情報交換会 三役対応 高Ｐ連担当 

・12/ 1（金）14:00 九Ｐ理事・事務局長会 鹿児島 城山観光ホテル 

（6）名義後援他依頼 →すべて承認                            ＜資料17＞ 

①名義後援 「熊本県ユニセフ協会設立 25周年記念講演会」主催：同協会 (毎年後援) 

②名義後援 「子育てｾﾐﾅｰ・子育て教室・子ども倫理塾」 主催：一社団法人倫理研究所(毎年後援)  

③新名義後援 こどもおしごと体験ｲﾍﾞﾝﾄ「ｸﾞｯｼﾞｮﾌﾞ！やるｷｯｽﾞ！」 主催：くまもと中小企業魅力発信

委員会他 10/15（日）新市街アーケード 対象：小学生 500 名 

④新名義後援 「くまにちこども防災新聞」主催：熊日新聞社 10/28（土）新聞に p4 特集記事掲載及

び県内 3 年生以上児童に配付 10/29（日）びぷれすｽﾀｼﾞｵにてｲﾍﾞﾝﾄ（パネル展示他）開催  

⑤単Ｐ周知依頼 ﾋｭｰﾏﾝﾗｲﾂｼｱﾀｰ（人権映画会）主催：市人権啓発市民協議会(市Ｐも会員）9/29、10/12 

⑥理事配付 「若冲と京の美術」主催：県立美術館・熊日・細見美術館 9/16～11/12（招待券あり） 

（7）その他 

（8）閉 会 

 

10月常任理事会の開催について（ご案内） 

平成29年10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10月５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  ＜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 

・11/23（木祝）ひのくに大会の実施について ・プール開放の件（反省と志向、検討委に向けて） 

・各委員会の10・11・12月行事等について   ・その他    ※総会資料は毎回是非ご持参を 


