常任理事会記録

平成29年10月常任理事会
１
２
３

日
場
内

時
所
容

平成29年10月５日（木）19：00
三役会 18：00
大江公民館２Ｆ会議室Ｃ
＜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

※

市健康づくり推進課より（フッ化物洗口の件）
＜別紙チラシ＞
→虫歯の現状等説明、フッ化物洗口実技、区Ｐでの説明会提案
(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、今村、久保、西本、小川内、堀田 （欠）田尻、近藤、安楽
（3）会長挨拶 →文化的行事等が増える時期、子どもさん方の頑張りにも目を向けて 情報の扱いは慎重に
影響が広く及ぶことに配意を
（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（平生校長） →昨夜の仲秋の名月を多くの児童が見ていた。感性豊かに育ってほし
い。九州北部豪雨募金箱に募金する子どもの姿有り難い 部活動の在り方検討委スタート：
地域の中で長いスパンで 道徳が教科に：これまで以上に深まる授業を 外国語も中学年で
活動、高学年で教科に 秋は各校で研究発表会が開催、働き方も考慮しながら頑張りたい
・中学校長会より（多賀校長）→ご欠席
（5）議 事
① 審議事項
ア 復興ＳＰプラン９月応募分審査
②

３件（ＳＰプラン検討委） →すべて承認

＜資料1＞

協議事項
ア 11/24（金）教育文化ﾌｫｰﾗﾑ反省会・退職校長会との会（総務委・事務局）
＜資料2＞
→○教育文化ﾌｫｰﾗﾑ担当は区Ｐごとに年交代なので、担当外も含め多くの参加が望ましい
○役割分担 懇談会司会：佐藤、市Ｐ紹介：建山、懇親会司会：上野、万歳：磯田
イ 日Ｐ主催：国内研修事業 市Ｐ推薦：中２生男女各１名
→送付文書の確認 現在数名の応募あり

9/20発送済

～10/13(金)

＜資料3＞

ウ

12/5（火） 県Ｐとの共催「ふれあい読書研究会中間報告会」の件（三役 担当）
→13時開会 県総合福祉ｾﾝﾀｰ５階 10月中に各区１校選出、市Ｐ事務局に報告

＜資料4＞

エ

市Ｐ会報（第126号：毎年後期号は８Ｐに増頁）執筆・分担について（広報委）
＜資料5＞
→○印刷所は継続 ○情報伝達の大切さ確認 ○詳細は今後検討（三役担当：夏木）

③ 報告事項
ア 各委員会より
1）総務委員会 →10/16（月）第２回実行委員会 その後当番割当等を決める予定
2）厚生委員会 4）健安委員会 5）広報委員会 6）市Ｐ担部会 →特になし
3）教養委員会 →ひのくに大会の件（資料6-2を使って）
イ

ウ

各区Ｐより
1) 中央区 →9/20定例会 11/15定例会 11/29勉強会 2/3研究大会予定
2) 東区 →9/20定例会 10/25定例会 1/27午後東区研修会予定
3) 西区 →9/21定例会 1月に臨時定例会 2/3西区研修会予定
4) 南区 →9/11位役員会 9/13運営委 11/25校内副会長研 ※南区研修会はなし
5) 北区 →9/22定例会 10/26臨時定例会（区長との意見交換会） 1/27午前北区研修会予定
三役各担当より（9/16（土）臨時三役会報道他）
＜資料6＞
→①九Ｐ大分へ車93台：正式な駐車場へ ②ひのくに大会準備状況報告 ③市Ｐ会報後
期号は今後８Ｐに増頁 印刷所は継続 ④市Ｐﾛｺﾞﾏｰｸ募集：来週文書発送 ⑤新任会
長・市Ｐ担研：3/21実施予定 ⑥三行詩市Ｐ表彰・細則の見直し等：市Ｐ会長職等経験者を

現市Ｐ会長が委嘱諮問 →承認 ⑦市Ｐ総合保障制度：最新事例等情報の発信を図る
⑧ﾌﾟｰﾙ報告書市教委へ提出 10月中に検討会実施 ⑨青少協との懇談会報告 ⑩中２生国内研修
：発送済～10/13まで ⑪高Ｐ・県Ｐとの懇談会：11/28三役対応 ⑫日Ｐ年次表彰式：今後経費
等の検討 ⑬指定都市情報交換会大阪大会報告
エ

会計理事より

オ

諸会議等報告（充て職他）

カ

９月分会計執行状況

事務局より
・ 教育文化ﾌｫｰﾗﾑ

→報告・説明

質疑特になし

＜資料7＞

→（上野・磯田）市小中一貫教育検討委員会
（今村）市学校給食会成果物査定委員会 （松島）市学校保健会

美術展出品：保護者・先生方への声掛けを

～10/13（金）まで

～今後の予定（10・11・12・1月）～
・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
・10/17（火）17:30 ひのくに大会実行委 はあもにい４階 研修室Ａ
・10/21･22（土･日）九ブロおおいた大会 21分科会、22全体会 会長･事務局･提言者等は20(金)から
・10/25（水）日Ｐ厚生委員会 東京 会長
・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/ 6（月）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（日Ｐ表彰：個人・文科大臣表彰：団体）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」 終日
・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
・11/28（火）15:30 高Ｐ連・県Ｐとの懇談・情報交換会 県福祉ｾﾝﾀｰ3階会議室 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
・12/ 5（火）13:00 ふれあい読書中間報告会（県Ｐと共催）県福祉会館 CP 読書ﾌﾟﾗﾝ各区 1 校 担当委
・12/ 7（木）18:00 常任理事会 ﾊﾟﾚｱ 10 階 会議室８ 三役会なし 19:30 忘年会
・12/29（金）～1/ 4（木）年末年始 事務局閉局予定
・ 1/ 9（火）３学期始業式朝 市Ｐ主催あいさつ運動
・ 1/11（木）１月常任理事会 （予定）大江公民館 ２階 会議室Ｃ（18:00 三役会）
（6）名義後援他依頼 →すべて承認
①名義後援 「第44回TKU親と子のねんど大会in TKUの日2017」主催:TKUﾃﾚﾋﾞ熊本
②名義後援

「2018年

＜資料8＞
H29.10.21・22土日

復興・復活「童謡歌い初め大会」～新年を童謡でお祝いしよう～」H30.1.6(土）

③単Ｐ配付 県ﾕﾆｾﾌ協会 設立25周年 記念講演会 「ｼﾞｭﾈｰﾌﾞから見た世界の子どもの権利 ～平和の文
化を育むために～ 」国連子どもの人権委員会委員（弁護士）大谷美紀子 氏 12/7（木）
（7）その他
（8）閉 会

20:50
11月常任理事会の開催について（ご案内）

平成29年11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11月2日（木）

○三役会

18時～

○常任理事会

19時～

２

場

所

大江公民館２階

３

内 容
＜北区＞ 司会：夏木良博 副会長
記録：小川内水穂 常任理事
・11/19（日）教育文化ﾌｫ-ラムの件 ・11/23（木祝）ひのくに大会の件 ・次年度プール開放の件
・各委員会の11・12・１・２月行事等
・その他
※総会資料は毎回是非ご持参を

会議室Ｃ

