
常任理事会記録 
平成29年12月常任理事会 

 

１ 日 時  平成29年12月7日（木）18：00   三役会 なし    

２ 場 所  パレア10階 会議室８  ※19:30～ 忘年会（コシーナ ウチダ）22人 

３ 内 容   ＜中央区＞ 司会：磯田圭輔 副会長   記録：井手宏美 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、中村、佐藤、上野、井手 

桂、今村、久保、近藤、西本、安楽、小川内、堀田 （欠）三枝、鹿子木、田尻 

（3）会長挨拶 →〇ひのくに大会へのお礼 東川会長から県市一体での開催は感慨深いとのお言葉    

〇ふれあい読書研の他郡市との情報交換の中で、本市がいかに恵まれているかを痛感 他

へも伝えていきたい 〇日頃からＰＴＡ役員としての自覚を持ち言動に配意したい 

（4）参与挨拶 

・教育委員会より（藤田参事） →11月中の大きなイベントご苦労様 終了後の振返り実施にも敬意 

   ・小中学校長会より（平生校長・多賀校長） →ご欠席 

（5） 議 事 

① 審議事項 

ア 熊本地震 復興ＳＰ（ｻﾎﾟｰﾄPTA）プランの審査２件（ＳＰﾌﾟﾗﾝ検討委） →承認    ＜資料1＞ 

② 協議事項 

 ア 11/19（日）教育・文化フォーラムを終えて（総務委）               ＜資料2＞ 

     →竜南中の合唱・向山小発表・黒髪小ＰＴＡ発表いずれもすばらしかった。教育長の熱い講話

も勉強になった。美術展もよい作品が出ていた。折角なので会報にも載せていただけたら 

 イ 11/23（木祝）ひのくに大会を終えて（実行委）                                   ＜資料3＞ 

     →〇協力に感謝 満足して帰られたろう H32につなぎたい △ｱﾄﾗｸｼｮﾝの音漏れ △映像が

後方からは見えにくい 照明の調整を ※設営責任者が必要 ※課題を事務局まで 

③ 報告事項 

ア 各委員会より  

1）総務委員会   2）厚生委員会  6）市Ｐ担部会 →特になし 

 3）教養委員会 →前日・当日、委員の方々がよく動いてくださった  

 4）健安委員会 →研修会期日・内容、まだ未定 

5）広報委員会 →ひのくに大会の原稿収集・編集へ 

イ 各区Ｐより 

 1) 中央区 →2/3（土）研究大会・ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研同時開催 

 2) 東区 →11/26東区民祭り済み 12/15（金）定例会 1/27（土）10:00ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研・13:30研修会 

 3) 西区 →12/14（木）定例会 2/3（土）研修会・交流会 

  4) 南区 →12/8（金）運営委 2/9（金）年度末総会 

  5) 北区 →11/11（土）北区子ども祭り済み 1/27（土）13:30研修会 1月に定例会 

ウ 三役各担当より                                 ＜資料4＞ 

    1）次年度プール開放の件 →専属監視員確保が課題も、市Ｐでは例年通り実施希望を確認 

    2）2/10（土）宮崎市Ｐ来訪の件 →各区Ｐから1～2名、次回常任理事会までに人選を 

    3）2/17（土）会長理事懇談・懇親会の件（総務） →今年度も実施 年内発送予定 

    4）3/21（水祝）新任会長・市Ｐ担研修会の件（教養） →新規事業 年内に周知したい 

    5）九ブロ理事会・事務局長会報道（大分大会報告・H30鹿児島大会の件他）  

→〇おおいた大会総括 〇30年度鹿児島大会は7千人規模（本市は250名程度の希望要請） 

〇分科会2（研修・啓発）で提言、指導助言者選定 〇申込は単Ｐから直接業者へ 分科会・ 

宿泊場所の決定、参加券送付等すべて単Ｐとの直接やりとりシステムとなる 

   エ 11月分本会計執行状況（会計理事） →報告・説明 質疑特になし          ＜資料5＞ 



オ 諸会議等報告（充て職他） 

      →（中村）市学校給食会中間監査 （桂）市上下水道局指定管理者選考委員会 

カ 事務局より   

   ・３学期始業式朝あいさつ運動の実施について →200人以上各校へ 会長宛は年賀状にて ＜資料6＞ 

   ・「次世代育成支援活動助成団体募集：九電みらい財団」 1件上限100万円 20件程度  ＜資料7＞ 

～今後の予定（12・１・２月）～ 

・12/13（水）19:00 プール検討会 市役所10階会議室 三役・南区健安委（市教委・校長会・消防） 

・12/29（金）～1/ 4（木）年末年始 事務局閉局 

・ 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 大江公民館 ２階 会議室Ｃ（18:00 三役会） 

・ 1/27（土）10:00 北区Ｐ研修会 食品交流会館（フードパル熊本内） 

・ 1/27（土）13:30 東区Ｐ研修会 市立図書館２階ホール 

※ 1/23（火）～1/31（水）単Ｐ研審査 教養委 →２月常任理事会に提案 

・ 2/ 1（木）２月常任理事会 大江公民館 ２階 会議室Ｃ（18:00 三役会） 

    ・ 2/ 2（金）13:30 （会長は11:00～）九ブロ幹部研修会 会長以下４人 福岡県  

・ 2/ 3（土）13:00 中央区Ｐ研究大会 熊大文法学部 

・ 2/ 3（土）14:00 西区研究大会 西部公民館大ホール 19:00交流会 

・ 2/ 9（金）19:00 南区年度末総会 ニュースカイホテル 

・ 2/10（土）14:00 （市Ｐとの懇談16:00～）宮崎市Ｐからの訪問 現代美術館３階 会議研修室  

・ 2/14（水）～2/23（金）単Ｐ研・ＣＰプラン助成金支給（予定） 

・ 2/17（土）15:00 会長理事懇談・懇親会 山本屋食堂２階 

※ 1～2月中 行事・予算委員会（会長・総務担当副会長・各委員長・会計理事・市Ｐ担部会長・事務局） 

※ 2月中 ＣＰプラン推進委員会（次年度募集要項等策定）予定 →３月常任理事会へ 

・ 3/21（水祝）13:30～17:00 新任会長・市Ｐ担副会長研修会 西部公民館ﾎｰﾙ（予定） 懇親会なし 

※ 3月中 プリント研修会（健安委） ※昨年度3/10（木）に実施 

（6）名義後援他依頼 →すべて承認                              ＜資料8＞ 

①名義後援 「第49回 TKU･NTT西日本熊本支店 春の子どもｽｹｯﾁ大会」主催：TKU･NTT西日本熊本支店 

②名義後援 「第18回 九州ﾌﾞﾛｯｸ性教育研究大会 兼 第22回 熊本県性教育研究大会」主催：同研究会 

③名義後援 「家庭倫理講演会」主催：一般社団法人 倫理研究会 後援：文科省･県教委･市教委･県Ｐ 

④名義後援 「故 桑崎剛記念 第２回 情報モラルセミナー」主催：同実行委員会 2/4（日） 

⑤単Ｐ配付 「熊日新聞ｺﾝｸｰﾙ 小中学校PTA新聞の部」募集のお知らせ 熊日・県Ｐ・市Ｐとの共催 

⑥単Ｐ配付 「「熊本の心」県民大会及びくまもと家庭教育ﾌｫｰﾗﾑ」主催：県教委 1/28（日）10:15 

⑦単Ｐ配付 「大腸がん検診が＜郵送＞で受信できます！」ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 市健康づくり推進課 

（7）その他 →複数校で実施のｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会で器物破損 団体賠償保険への加入で救われた、との報告 

（8）閉 会 

 

平成30年１月常任理事会の開催について（ご案内） 

平成30年１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。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30年１月11日（木）  ○常任理事会 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   記録：桂ありさ 常任理事 

・2/17（土）会長懇談・懇親会の件     ・3/2（水祝）新任会長・市Ｐ担研修会の件 

・3月中プリント研修会について（健安委） ・30年度プール説明会の件 

・各委員会の1・２・３月行事等について   ・その他   ※総会資料は毎回是非ご持参を 


