
常任理事会記録 平成30年５月 新旧常任理事会 

 

１ 日 時  平成30年５月10日（木）19：00   三役会（新旧）18：00  

２ 場 所  大江公民館 ２Ｆ会議室Ｃ 

３ 内 容   ＜中央区＞ 司会：磯田圭輔 副会長  議事録作成者：井手宏美 常任理事 

※ 「子どもﾌｫｰﾗﾑ」共催依頼 市教委人権教育指導室より 木下社教主事 

（1） 開 会   

（2） 出席者 現 20名、新 20名  →成立 (別紙資料 29・30年度名簿) 

（現）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、田尻 

                          久保、近藤、西本、小川内 （欠）安楽 

（新：推薦名簿による）家入、磯田、松本、前渕、松島、上木崎、日髙、林田、谷口、及川、佐藤、小崎 

鹿子木、田中、嘉悦、今村、堀江、渡邉、西本、境、三枝、津川 （欠）橋口 

（3）会長挨拶（含：参与紹介） →市Ｐは学校・市教委の支援で成立 感謝と継続協力依頼。新役員には再任も多い 各区Ｐ

総会も明日で終え5/26市Ｐ総会で新たな出発 退任者には今後も見守りを。 

（4）参与挨拶 

・教育委員会 上村鋭二 教育政策課長 →学校・ＰＴＡ・市教委と三者が連携して進みたい 

上村奈津子 同 主幹 →今後もいろいろなことを学ばせていただきたい 

倉橋宏明 同 主任主事 →多様化する価値観の中でのＰＴＡ 経験を生かしたい 

松島孝司 指導課長 →中学校在職中はＰＴＡの有難さを痛感 行政･学校との橋渡し役に 

・小学校長会  平生典子 桜木東小校長 →継続２年目 ＰＴＡと協力して防犯ｼｽﾃﾑ導入実施 

・中学校長会  出﨑友英 三和中校長 →３月まで出水南中 ＰＴＡの支えがあって学校は成り立つ 

（5） 議 事（入る前に、常任理事等区毎の紹介：29･30年度名簿参照） 

① 審議事項                                    

ア 5/26（土）市Ｐ定期総会要項（案）に関して（各担当、事務局） →総会要項確認        ＜別紙資料1＞ 

イ 総会進行・運営役割分担（参考:進行表）  →役割分担 役員等集合8:30               ＜資料2＞ 

    →○受付付近の騒音防止 ○被表彰者はハイの返事を 整列時表彰状の付箋を外す  

ウ 充て職（関係団体委員等）の分担について（三役・事務局） →市Ｐ代表の自覚を 40の充て職選任  ＜資料3＞ 

エ 6/21（木）会計研修について（総務委） →一部修正し総会後発送予定                ＜資料4＞ 

オ 市教委への質問・要望等について（健安委・市Ｐ担部会） →一部修正後～5/18まで発送予定     ＜資料5＞ 

② 協議事項                                     

ア 5/26（土）新旧常任理事会歓送迎会の実施について（総務委・事務局）               ＜資料6＞ 

→退任代表挨拶：浦田、新任代表挨拶：前渕、乾杯：建山、万歳：夏木 

③ 報告事項 

   ア 各委員会等から                            

1）総務 →5/15（火）総会資料作成 6/21（木）会計研修会受付に各区２名選出済み 

2）厚生 →8/4市Ｐﾊﾞﾚｰ参加募集発送6/8 申込6/26～28の３日間 抽選会7/18（水）19:30   ＜厚生委：資料7＞ 

 西部公民館にて 各区Ｐ常任理事で会場責任者の選任を 5/22（火）18:30第２回厚生委 

3）教養 →6/13（水）第２回委員会 6/30（土）合同研受付に各区２名選出 

4）健安 →4/19（木）第１回委員会報道                          ＜健安委：資料8＞ 

5）広報 →7/13第127号発行 12/17第128号発行 3/1第129号発行               ＜広報委：資料9＞ 

6）市Ｐ担部会  →4/13（金）新旧市Ｐ担部会 業務の確認及び充て職の選任 

イ 各区Ｐ連より                            

1) 中央区 →4/21区Ｐ総会 6/14定例会   2) 東区 →4/27区Ｐ総会   3) 西区 →5/11区Ｐ総会  

4) 南区 →5/11区Ｐ総会 7月上旬運営委  5) 北区  →4/28区Ｐ総会 6/14定例会 

ウ 三役各担当より（含：4/18新旧三役会報道他）                                   ＜資料10＞ 

   ①ﾌﾟｰﾙﾌｫﾛｰ研：全区確定まで各区分のみ公表 ②6/30合同研内容：3/21新任研事後感想等を踏まえて 

 ③三行詩表彰：市Ｐ賞以下15予定  ④三役の業務担当確認  ⑤日Ｐ新潟大会参加：三役を基本に各区1名 

 ⑥九Ｐ鹿児島大会・・・〇参加目安：会員数～200→1名、～400→2名、～700→3名、701～→4名（本市計： 

255名） 〇本市提言：第2分科会（研修・啓発）に小学校 →託麻原、尾ノ上、白坪、力合西、弓削か 

ら選出 〇表彰推薦予定者 団体→三和中、感謝状→浦田久美子氏  

⑦市Ｐ研究大会：H32九Ｐ熊本大会を見据え、提言・協議・助言の形態とする。希望参加者1500名  



⑧市Ｐ総合保障制度資料送付遅れの件：原因究明を依頼、配布時期の見直し等今後対策検討 

エ 会計理事より ４月分会計執行状況 →報告・説明 質疑特になし                   ＜資料11＞ 

オ 諸会議等（充て職等における）報告 →特になし 

カ 事務局より  ※市Ｐﾊﾞﾚｰ練習場確保申込 ～5/15（火）必着 H29：76、現在36校           ＜資料12＞ 

・会費納入のお願い（現時点での会員数等） ・30年度優良PTA文科大臣表彰の件 

・常任理事調べ（本日調査） ・事務局とのメール送受信確認を →まず事務局にメールを 

～今後の予定から 

・ 5/15（火）19:00 総務委員会 総会要項製本 清水コミセン 

・ 5/16（水）19:00 三役会（含：市教委からの説明） 事務局 

・ 5/19（土）11:00 日Ｐ委員会 会長 東京 

・ 5/22（火）18:30 厚生委員会 ﾊﾟﾚｱ10階 会議室７ 

・ 5/26（土）10:00 市Ｐ定期総会 市立図書館ホール 役員等集合8:30 (歓送迎会18:00西銀ﾎﾞﾀﾝ） 

・ 6/ 6（水）19:00 健安委員会 ﾊﾟﾚｱ10階 会議室６ 

・ 6/ 7（木）19:00 新常任理事会 大江公民館 ２階会議室Ｃ（18:00 三役会） 

・ 6/ 8（金）    九ブロ定期総会 大分 会長・副会長・母親代表・事務局長 計４人 

・ 6/13（水）18:30  教養委員会  

・ 6/21（木） 9:30 会計研修会（総務委） パレア９階 会議室１ 

・ 6/22･23（金･土） 日Ｐ定期総会・研修会 東京 会長 

・ 6/26（火）19:00 市Ｐ担部会（市Ｐ常任理事のみ）市教委への質問検討 事務局 

・ 6/26（火)～28(木) 予定 市Ｐﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会参加申し込み 事務局へ直接 

・ 6/30（土）13:30 会長・市P担合同研修会  市民会館大会議室他 ※懇親会 18:00 KKRﾎﾃﾙ熊本 

・ 7/ 5（木）19:00 常任理事会 大江公民館 ２階会議室Ｃ（18:00 三役会） 

・ 7/18（水）19:30 市Ｐﾊﾞﾚｰ抽選会 西部公民館大ホール 

（以下は、ﾌﾟｰﾙﾌｫﾛｰ研) 

〇 6/23（土）10:00（北区）ﾌｰﾄﾞﾊﾟﾙ食品交流会館 〇 7/1（日）①13:00 ②14:30（中央区）大江公民館大ﾎｰﾙ 

〇 7/ 4（水）19:00（北区Ｐ）植木文化ｾﾝﾀｰ    〇 7/ 8（日）① 9:30 ②11:00（市教委主催）市青年会館 

〇 7/12（木）①13:00 ②16:00（西区Ｐ）西部公民館  〇7/14（土）①13:00 ②14:30（南区Ｐ）幸田公民館 

〇 7/15（日）①13:00 ②15:00・・・時間確定（東区Ｐ）東部交流センター 

（６）名義後援他 依頼 →すべて承認                                  ＜資料13＞ 

  ①名義後援 「第11回くまもと水検定」主催：熊本市 ３級～１級（毎年後援） 

②名義後援 「熊日新聞ｺﾝｸｰﾙ 親子新聞の部」主催：熊日新聞社 7月～9/14（毎年後援） 

  ③名義後援 「第2回九電･熊日ぼくとわたしの「あかるい」絵画ｺﾝｸｰﾙ 主催：熊日･九電（毎年後援） 

  ④名義後援 「一行詩いのちのうたﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(仮称)」主催：くまもと被害者支援ｾﾝﾀｰ・RKK（毎年後援） 

  ⑤名義後援 「第26回 汀女顕彰俳句大会」主催：画図校区まちづくり委員会（毎年後援） 

⑥新名義後援 「みんなで作ろうみそ汁の輪！」主催：弁当の日ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（市教委後援済み） 

  ⑦単Ｐ配付 「あんぜんmyマップ」のお知らせ 提供：市Ｐ総合保障制度監事会社ＡＩＧ 

  ⑧単Ｐ配付 「いじめ防止標語ｺﾝﾃｽﾄ全国賞ﾎﾟｽﾀｰ」 提供：同実行委員会（本市からも２作品掲載） 

  ⑨単Ｐ配付 「第５期 はあもにい ｳｨﾒﾝｽﾞｶﾚｯｼﾞ」主催：市男女共同参画ｾﾝﾀｰはあもにい 

  ⑩単Ｐ配付 「５月 図書館だより」２年ぶりに再会    ⑪常任理事会配付「ﾌﾟﾛﾚｽﾗｰ幸村ｹﾝｼﾛｳ講演」 

（７）その他 →ﾌﾟｰﾙ警備の料金の件 一部に法外な値段の業者情報あり 

（８）閉 会                               ※総会資料は毎回是非ご持参を 

平成30年６月 常任理事会の開催について（ご案内） 

 平成30年６月の熊本市ＰＴＡ協議会常任理事会を、下記のとお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６月７日（木）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  議事録作成者：嘉悦奈津子 常任理事 

・各委員会の６～８月行事等の件 ・6/21（木）会計研修会の件 ・6/30（土）合同研修会、懇親会の件 ・その他 


