
常任理事会記録 
平成30年１月常任理事会 

 

１ 日 時  平成30年１月11日（木）19：00   三役会 18：00  

２ 場 所  大江公民館２階 Ｃ会議室 

３ 内 容   ＜東区＞ 司会：松本知樹 副会長   記録：桂ありさ 常任理事 

 ※ 小中学生総合保障制度について コーリンさん →本年度加入2993件（+898）事故例をもとに説明 

 (1)  開  会 

（2） 出席者数  17名 →成立 家入、磯田、松本、松島、夏木、浦田、三枝、中村、佐藤、上野、井手 

鹿子木、近藤、西本、安楽、小川内、堀田 （欠）建山(三役会〇)、桂、今村、田尻、久保 

（3） 会長挨拶 →○次年度プール開放の件で現在検討中 ○各地で子どもの事故、総合保障制度も進めていき 

たい ○熊本にも大雪、事故等に留意して早めの帰宅を ○西区は都合で本日定例会 

（4） 参与挨拶 

・小学校長会より（平生校長） →○大雪に喜ぶ子どもたち無邪気 ○インフルエンザで学級閉鎖、Ｂ型も 

○子どもと向き合う時間確保につながるよう、校務支援システム導入 ○次年度から高学年 

に外国語科導入 ○部活動在り方検討委で各校に合った形態等を検討中 

・教育委員会より（藤田参事） ・中学校長会より（多賀校長） →ご欠席 

（5） 議 事 

① 審議事項 →いずれも承認 

ア CPｽｷﾙｱｯﾌﾟﾌﾟﾗﾝ(上限2万)・特別活動費(同3万)申請（東区Ｐ）               ＜資料1＞ 

イ 復興ＳＰﾌﾟﾗﾝ12月分申請 １件（ＳＰﾌﾟﾗﾝ検討委）                     ＜資料2＞ 

ウ 会則の一部変更（案）について（三役） →次年度総会で提案                ＜資料3＞ 

エ 3/8（木）予定 校内プリント研の実施について（健安委） →次週発送           ＜資料4＞ 

② 協議事項 

ア 2/10（土）宮崎市Ｐからの訪問対応の件（三役） →参加者：家入・磯田（３部司会）   ＜資料5＞ 

     ・佐藤・松本・三枝・建山（万歳）・今村・浦田・近藤・夏木（市Ｐ紹介）・事務局２ 

イ 2/17（土）会長理事懇談・懇親会の件（三役） →○詳細はｱﾝｹｰﾄの傾向を見て検討    ＜資料6＞ 

ウ 2/27（火）次年度プール開放説明・情報交換会の件（プール検討委）           ＜資料7＞ 

→○1/27までに区Ｐでの事前説明会完了見込 ○出された意見等は検討委に持ち寄る 

エ 3/21（水祝）新任会長・市Ｐ担副会長研修会の実施について（三役）            ＜資料8＞ 

     →○閉会を11:40とする 〇詳細を今後さらに検討 ○案内状は2/1常任理事会承認後発送 

③ 報告事項 

ア 各委員会等より   

1）総務 →1～2月中に行事予算委を開催予定 

3）教養 →1/23（火）単Ｐ研審査実施 

4）健安 →1/25（木）健安委講演会実施                           ＜資料9＞ 

5）広報 →会報126号発行 レイアウト・日程・担当等の確認                 ＜資料10＞ 

2）厚生  6）市Ｐ担部会 →特になし 

イ 各区Ｐより 

 1) 中央区 →1/23（火）臨時例会、2/3（土）研究大会・ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研、 2/15（木）第5回定例会 

  2) 東区 →1/27（土）ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研・研修会・臨時例会 

3) 西区 →1/23（火）臨時例会 2/3（土）研修会・交流会 

4) 南区 →1/23（火）臨時例会、2/9（金）年度末総会 3月：ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研 

5) 北区 →1/23（火）定例会、1/27（土）研修会、3/3（土）ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研 

ウ 三役各担当より（12/13(水)・22(金）三役会報道他）                   ＜資料11＞ 

     →○H30市Ｐ研究大会会場：保健科学大学予定、提案・協議の形も入れたい  

○10/27九ブロ鹿児島大会第2分科会に市Ｐから提案：各区から1校推薦その後代表決定 



○6/30合同研会場は市民会館大会議室他、詳細は教養委・市Ｐ担部会で今後計画 

○市Ｐロゴマーク応募期間 1/26までに延期 外部選考委依頼済み 

○ＳＰプラン応募：今年度内事業に対し、今年度末までの応募とする 

○次年度役員選考：担当委員会・役割等の確認を 決まり次第事務局に報告する 

○今年度決算は厳しい状況 総合保障制度への加入を推進したい 

○総務省の「安心ネット新学期一斉行動」への申し込み多数 →回覧 

エ 12月分本会計状況報告（会計理事） →報告・説明、質疑特になし                     ＜資料12＞ 

オ 諸会議等報告（充て職他） →（磯田）市学校給食会食肉査定会、（上野）市土曜授業検討会議 

              （松島）市学校保健会、（夏木）市学校給食会物資購入委員会 

カ 事務局より                                        ＜資料 13＞ 

1）区毎の「役員等候補者推薦名簿」及び「専門委員会担当校報告書」の提出の件  2）今後の予定(案) 

3）挨拶運動お礼  4）ＣＰ家族・地域連携ﾌﾟﾗﾝ助成金支給  5）単Ｐ研応募 現16件、いじめ標語 現4校 

 ～今後の予定（１・２・３月）～ 

・ 1/25（木）19:00 健安委講演会 大江公民館２階 会議室Ｃ 薬剤師 大森眞樹 氏 

・ 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 10時：ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研 

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

※ 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/ 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Ｐ研究大会 西部公民館大ホール 19:00 交流会 ザ・ニューホテル 

・ 2/ 8（木）19:00 広報委員会 男女共同参画センター「はーもにー」４階 Ａ研修室 

・ 2/ 9（金）19:00 南区Ｐ年度末総会 ニュースカイホテル 

・ 2/10（土）14:00 宮崎市Ｐから訪問（2時情報ﾓﾗﾙ研、4時市Ｐと懇談、6時懇親）現代美術館会議研修室 

・ 2/14（水）～2/23（金）単Ｐ研・ＣＰプラン助成金支給（予定）9:30～16:30 事務局にて 

・ 2/17（土）15:00 会長理事懇談・懇親会 山本屋食堂２階 ４千円 

・ 2/24（土）    日Ｐ・九Ｐ会議 会長 東京 

・ 2/27（火）19:00 市教委・市Ｐ主催 プール開放事業単Ｐ説明・情報交換会 市役所14階ホール 

※ 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/ 1（木）３月常任理事会 大江公民館２階 会議室Ｃ（18:00 三役会） 

・ 3/ 3（土）14:30 北区Ｐ年度末総会 ユウベルホテル菊南 15:00ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研 

・ 3/ 8（木）10:00 プリント研修会 鶴屋東館９階 パレア会議室１（健安委） 

※ 3/10（土）10:00 中学校卒業式 

・ 3/17（土）14:00 熊日新聞ｺﾝｸｰﾙ（ＰＴＡ新聞の部：熊日･県Ｐ･市Ｐ共催） 表彰式 熊日本社 

・ 3/21（水祝）9:20～12:00 新任会長・市Ｐ担副会長研修会 西部公民館ﾎｰﾙ 

※ 3/22（木）10:00 小学校卒業式  ※ 3/23（金） 小中学校修了式 

※ 3/26（月）午後  「いじめ防止標語コンテスト」表彰式 東京（小中１名ずつ家族同伴） 

※ 次年度の予定及び確定会場  

・市Ｐ定期総会・・５月26日（土）10:00～ 市立図書館（座席数270：２月に予約予定） 

・合同研修会・・・６月30日（土）13:30～ 市民会館 大会議室･5･6･7室(予約済) 懇親会場(未定) 

（6）名義後援他依頼 →いずれも承認                                ＜資料14＞ 

①単Ｐ配付 「『家庭の日』あったか家族コンクール表彰式等」主催：県 （毎年配付） 

②新単Ｐ配付 「知ることから始めよう」主催：市私立幼稚園認定こども園ＰＴＡ連合会 

（7）その他 

（8）閉 会 

※２月常任理事会  期日：２月１日（木）19時～（三役会 18時～） 場所：大江公民館２階 Ｃ会議室 


