常任理事会記録
平成30年６月 常任理事会
１ 日 時

平成30年６月７日（木）19：00

２ 場 所

大江公民館２階 会議室Ｃ

３ 内 容

三役会18：00

＜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

※ 市教委教育政策課より（働き方改革の件） →上村課長ご説明（ＰＴＡへの理解・協力を呼びかけ）質疑応答
（1）開 会
（2）出席者 21 名 →成立 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、橋口、渡邉、西本、境
（3）会長挨拶 →総会が無事に終了。全議事の承認もいただいた。市Ｐロゴマークを広めたい 32熊本大会に向けて
特別委員会を立ち上げる 1年間、充実の会でありたい
（4）参与挨拶
・教育委員会（倉橋主任主事） →学校で先生方の熱心な姿と接する。一方、後を絶たないいじめや虐待 児相・
学校のさらなる連携の必要性を痛感
・小学校長会（平生校長） →ご欠席
・中学校長会（出崎校長） →体育大会無事終了 教育実習生がはつらつ これから中体連大会 時間外勤務
80H/月以上、本校に12人 特に教頭先生が早く帰れるように皆で取り組む
（5）議 事
① 審議事項
ア 6/30（土）会長理事・市Ｐ担当副会長理事合同研修会の件（教養委・市Ｐ担部会）

＜資料1＞

→役割確認 名札持参を各区で連絡のこと 常任理事・教養委12:00集合 詳細は担当でさらに検討
イ 8/4（土）第47回市Ｐソフトバレーボール大会実施の件（厚生委）

→○定員に満たない時ｵｰﾌﾟﾝ参加 ＜資料2＞

OK（参加費は徴収） ○親睦・交流が主たる目的であることの確認 ○案内文：一部修正後6/14発送
○担当＜中央＞白川小：磯田、砂取小：小崎、京陵中：及川、江原中：佐藤、＜東＞託麻北小：嘉悦、
東野中：松本、長嶺小：鹿子木、長嶺中：田中、＜西＞城西小：堀江、小島小：林田、池上小：前渕、
＜南＞飽田中：日髙、下益城城南中：渡邉、日吉中：橋口、力合西小：松島、
＜北＞北部中：境、楡木小：上木崎、植木北中：谷口、武蔵小（他と変更）：西本
ウ 単Ｐ研修会助成金申請の件（教養委・事務局） →承認、来週発送

＜資料3＞

② 協議事項
ア 市Ｐ会報127号の編集について（広報委） →7/5常任理事会で最終確認 題字揮毫を市長に依頼

＜資料4＞

イ プール開放に関して（フォロー研の進め方・提出物一覧：健安委・事務局） →7/8担当：磯田・西本 ＜資料5＞
ウ ＣＰプラン推進委員の件（担当副会長） →推進委：佐藤・嘉悦・今村・渡邉・西本 メールで協議

＜資料6＞

エ 特別活動費（区Ｐ・委員会への補助金）申請について（総務委・事務局） →説明・確認

＜資料7＞

③ 報告事項
ア 各委員会等より
1）総務 →5/15（火）総会要項作り 6/19（火）会計研資料作り 6/21（木）9:30会計研修会
2）厚生 →市Ｐバレーボール大会の件（前出）
3）教養 →6/13（水）委員会（市Ｐ研究大会内容検討他）
4）健安 →6/6（水）委員会（研究テーマ検討他）
5）広報 →市Ｐ会報発行の件（前出）
6）市Ｐ担 →6/26（火）市教委への質問まとめ
イ 各区Ｐより
1）中央区 →6/14（木）定例会、7/1（日）ﾌｫﾛｰ研、7/8（日）校内副会長研、7/14（土）会長・市Ｐ担交流会
2）東区 →6/20（水）定例会、7/15（日）ﾌｫﾛｰ研
3）西区 →6/28（木）定例会、7/12（木）ﾌｫﾛｰ研
4）南区 →7/9からの週 運営委員会、7/14（土）ﾌｫﾛｰ研
5）北区 →6/14（木）定例会、6/23（土）・7/4（水）ﾌｫﾛｰ研
ウ 三役各担当より（5/16三役会報道他） →①各単Ｐの保護者実数も調べる（会報は全家庭に配付）
②九P鹿児島大会発表校・助言者確認 ③日P新潟大会参加者確認 ④安全ﾏｯﾌﾟ：各区定例会で配付
⑤三行詩応募：さらに各区で呼びかけを

＜資料8＞

エ 会計理事より ５月分会計執行状況

→報告・説明、質疑特になし

＜資料9＞

オ 諸会議等報告（充て職等における）→（小崎・嘉悦）市学校保健会、（西本）社会を明るくする運動推進委員会
（磯田）市学校給食会理事会、（上木崎）市学校給食会物資購入委員会、（松本）市学校給食会評議員会
カ 事務局より →①常任理事等一覧 ②充て職確認 ③会費納入通知 ④市Ｐ細則 ⑤市Ｐ総会出欠状況

＜資料10＞

～今後の予定～
・ 6/ 8（金）13:30 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
・ 6/19（火）19:00 総務委員会 会計研資料編集 事務局
・ 6/20（水）19:00 特別委員会（緒方玲子・坂本隆生・建山洋孝ＯＢ、家入会長） 事務局
・ 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
プ 6/23（土）10:00（北区）ﾌｰﾄﾞﾊﾟﾙ食品交流会館
・ 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
プ 7/ 1（日）①13:00 ②14:30（中央区）大江公民館大ﾎｰﾙ
※ 7/ 1（日）13:00 第１回/２ 専属監視員資格取得研修会（市教委主催）市青年会館
プ 7/ 4（水）19:00（北区Ｐ）植木文化ｾﾝﾀｰ
・ 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）
プ 7/ 8（日）① 9:30 ②11:00（市教委主催）市青年会館
※ 7/ 8（日）13:00 第２回/２ 専属監視員資格取得研修会（市教委主催）市青年会館
プ 7/12（木）①13:00 ②16:00（西区Ｐ）西部公民館
プ 7/14（土）①13:00 ②14:30（南区Ｐ）幸田公民館
プ 7/15（日）①13:00 ②15:00（東区Ｐ）東部交流センター
・ 7/18（水）19:30 市Ｐﾊﾞﾚｰ抽選会 西部公民館大ホール
・ 7/25（水）16:45 市長表敬訪問 市役所５階 秘書課庁議室 30分間
・ 8/ 2（木）18:00 小中校長会との教育懇談・懇親会 メルパルク２階

※引き続き懇親会

・ 8/ 8（水）15:00 市教委との教育懇談会 市民会館第７会議室（市教委への質問・回答等をもとに） ※懇親会18:00
・ 9/ 3（月）7:45

市Ｐ主催あいさつ運動

・ 9/ 6（木）19:00 常任理事会 大江公民館 ２階会議室Ｃ（18:00 三役会）
・ 9/ 7（金）13:30 九ブロ理事会他 鹿児島 会長・副会長・母親代表・事務局２ 計５人
・ 9/13（木）･14（金）12:50 政令市情報交換会 北九州市 会長・副会長等・事務局・市教委 計５～６人
（6）名義後援他依頼 →いずれも承認

＜資料11＞

①名義後援 「青少年のための科学の祭典・熊本大会2018」主催：同実行委 （毎年後援）
②名義後援 「第26回 アフリカの子どもの日in kumamoto」主催：県ユニセフ協会 （毎年後援）
③名義後援 「平成30年度 熊本県子ども人権フェスティバル」主催：県教委 （毎年後援）
④名義後援 「第45回 TKU親と子のねんど大会」主催：TKUﾃﾚﾋﾞ熊本 （毎年後援）
⑤新名義後援 「あこがれ先生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ inくまもと」主催：同実行委員会 ※県教委・市教委後援済み
⑥単Ｐ配付 「図書館だより6月号」 ⑦本日回覧 「日Ｐ新潟大会２次案内」
（7）その他
（8）閉 会
平成30年７月常任理事会の開催について（ご案内）
平成30年７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７月５日（木） 19時～

２ 場 所

大江公民館 ２階会議室Ｃ

３ 内 容

＜西区＞ 司会：前渕洋子 副会長

（三役会 18時～）
議事録作成：堀江美穂 常任理事

・７･８･９月行事 ・教育懇談会（市小中校長会、市教委）の件
・30年度あいさつ運動の件 ①9/3(月) ②1/7(月) ・CPﾌﾟﾗﾝ審査 ・その他

※総会資料は毎回ご持参を

