
常任理事会記録 
平成30年２月常任理事会 

 

１ 日 時  平成30年２月１日（木）19：00   三役会 18：00  

２ 場 所  大江公民館２Ｆ 会議室Ｃ 

３ 内 容   ＜西区＞ 司会：建山洋孝 副会長   記録：久保謙介 常任理事 

※ 熊本市Ｐ小中学生総合保障制度について 福岡からコーリンさん →○２分弱のＤＶＤの活用を 

○申し込みを２段階にした（１次～4/25、２次～5/25）区P・単P説明会へ出向きます 

(1)  開  会 

（2） 出席確認 19名 →成立  家入、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、近藤、西本、小川内、堀田（欠）磯田、田尻、安楽 

（3） 会長挨拶 →（日Ｐ会議帰熊直後）現在市Ｐ細則見直し中 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ猛威 各人留意と体調管理を 

（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 

   ・中学校長会より（多賀校長） →本日は公立前期試験日 第一高校英語科8.3倍 卒業式に向けて 

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞをくい止めたい ﾅｲｽﾄﾗｲ時の事故等への対応が課題 次年度への準備も進める 

（5） 議 事 

① 審議事項     

ア 次年度市Ｐ事務局雇用の件（三役） →承認                       ＜資料1＞ 

イ CPｽｷﾙｱｯﾌﾟﾌﾟﾗﾝ (上限2万円)・特別活動費(同3万円) 助成金申請（中央区） →承認      ＜資料2＞ 

ウ 単Ｐ研修会助成金審査の件（1/23審査：教養委）                     ＜資料3＞ 

          →承認 ただし、一部内容を再確認すること 

② 協議事項 

ア 2/17（土）会長懇談・懇親会の件（三役） →参加数確定後、当初予定通り進める。    ＜資料4＞ 

イ 2/27（火）今年度ﾌﾟｰﾙ事業報告・情報交換会の件（ﾌﾟｰﾙ検討特別委）            ＜資料5＞ 

     →〇受付担当 中央：上野･井手、東：後日報告、西：今村・久保、南：近藤・日髙、 

北：西本･小川内 〇受付方法（出席者役職に〇、開放予定確認）〇定数外は予備席へ 

ウ 3/21（水祝）次年度新任会長・市Ｐ担当副会長研 →2/9発送青封筒に同封案内          ＜資料6＞ 

エ 次年度行事・予算案の件（1/24行事・予算特別委）                   ＜資料7＞ 

→〇次年度土曜授業：第１土曜を基本に連休等を避けて3～5回/年程度だろう 

 〇2/9発送青封筒に、次年度行事予定を同封送付予定 

③ 報告事項 

ア 各委員会より 

1）総務、 2）厚生、 6）市Ｐ担部会 →特になし 

3）教養 →ひのくに大会実行委（反省会）は日程調整中 

4）健安 →1/25（木）委員対象研修会を実施 3/8（木）プリント研受付中 

5）広報 市Ｐ会報126号編集の件 →早めの原稿提出を ロゴマーク審査2/20（火）に     ＜資料8＞ 

イ 各区Ｐより   

1) 中央区  →2/3（土）研究大会、2/15（木）定例会 

 2) 東区 →1/27（土）ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研・研修会 2/23（金）年度末総会 

3) 西区 →2/3（土）研修会・交流会 3/15（木）定例会 

4) 南区 →2/9（金）年度末総会、3/24（土）運営委員会 

5) 北区 →2/21（水）定例会 3/3（土）年度末総会・ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研                             

ウ 三役各担当より(1/30三役会報道他)                          ＜資料9＞ 

    →①ﾛｺﾞﾏｰｸ応募現78点、審査2/20 ②プール説明各区の状況報告を、2/14検討委  

     ③2/17会長懇現30人弱、予定通り進める ④3/21新任研役割分担 ⑤総合保障制度進め方 

     ⑥元会長等により市Ｐ細則見直し中 ⑦2/10宮崎市Ｐとの交流の件 ⑧その他 



エ １月分本会計執行状況 →報告・説明 質疑特になし                          ＜資料10＞ 

オ 諸会議等報告（充て職他） →近藤：市民ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀ実行委員会 上野：道徳教育推進協議会 

カ 事務局より 

1）年間交通費の確認を →3/1（木）に年間通信費と併せて支給（印鑑を）             ＜資料11＞ 

  2) 市Ｐ会長表彰申請（①個人・②団体・③善行） →2/9青封筒で発送               ＜資料12＞ 

3) 単Ｐ調査（会長理事・市Ｐ担当副会長理事調べ、会員数等調べ） →2/9青封筒で発送       ＜資料13＞ 

～今後の予定（２・３・４月）～ 

    ・ 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研修会 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「はあもにい」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 

・ 2/11（日）10:00 市Ｐ細則等検討委員会 事務局 元市Ｐ会長等特別委員の方々 

・ 2/14（水） 9:15 中学校長会へ総合保障制度説明 文教会館 会長・事務局 

・ 2/14（水）19:00 プール検討委 検討委（三役・健安委）市役所10階会議室 

・ 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 

・ 2/20（火）19:00 市Ｐロゴマーク審査 外部審査員２名と三役 事務局にて 

・ 2/24（土）13:00 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29報告・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/ 6（火）13:45 小学校長会へ総合保障制度説明 市教育センター 会長・事務局 

・ 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 （市Ｐから祝詞お届け） 

・ 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）9:20～11:40 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 （市Ｐから祝詞お届け） 

※ 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） 

・ 3/27（火）日Ｐ国内研修旅行出発（沖縄渡嘉敷村へ）～3/31 市Ｐから中２生男女各1名参加 

・ 3/27（火）19:00 第２回行事予算委員会 事務局 行事予算委員  

（6）名義後援他依頼 →承認                                   ＜資料14＞ 

①名義後援 「H29 子どもの命と権利を守る活動推進協議会ｼﾝﾎﾟｼﾞｭｰﾑ」主催：同協議会（市Ｐも参加） 

②理事会配付「学校の働き方改革を考える」主催：熊日 市Ｐ名義後援 2/12（月休）13:30 ﾃﾙｻﾎｰﾙ 

③理事会配付「第21回 新しい風を呼ぶ教育講演会 記録誌」主催：熊本教育振興会（毎年受領） 

（7）その他 

（8）閉 会  

３月常任理事会の開催について（ご案内） 

 平成30年３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30年３月１日（木）  ○常任理事会 19時～ （三役会 18時～）   

２ 場 所   大江公民館 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 

・各委員会の３・４・５月行事等について ・年度末・年度始めの諸計画等について 

・その他                        ※総会資料は毎回ご持参を 


