
常任理事会記録 
平成30年７月常任理事会 

 

１ 日 時  平成30年７月5日（木）19：00   三役会 18：00  

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  記録：堀江美穂 常任理事 

（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 →合同研へのお礼 高槻市Ｐ会長からのお礼とお知らせ(市基金に寄付 高槻市長から熊本市長へ

お知らせとお礼 地元新聞に掲載) 32九Ｐ大会に向け県Ｐ市Ｐ企画委7/25発足予定  

（4）参与挨拶 

・教育委員会（倉橋主任主事） →働き方改革の件でお礼とご理解のお願い 市長表敬・市教委との懇談 

はお世話になります 

・小学校長会（平生校長） →通知表記入真っ最中 子どもの安全確保に向けＰＴＡ・地域と検討中 

   ・中学校長会（出崎校長） →中体連ではいろんなドラマ・感動が 保護者の支援に感謝 ３年生は新た 

な目標に向け、在校生は先輩を見習って  

（5） 議 事 

① 審議事項 

ア ＣＰプラン審査結果の件（ＣＰプラン推進委） →審査結果承認                ＜資料1＞ 

      不承認校への救済策(連続を除き読書プランへの再応募)承認 通知文一部修正後承認 

イ 7/25（水）16:15～16:45 市長表敬訪問（総務委・事務局） →10分前集合 上着ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ ＜資料2＞ 

ウ 8/ 2（木）18時 小中校長会との懇談・懇親会の件（厚生委・事務局）                 ＜資料3＞ 

     →懇談会司会：林田、市Ｐ説明：前渕、懇親会司会：今村 校長会へは役割依頼済み 

エ  8/ 8（水）市教委との懇談・懇親会（含:質問事項等）」の件（健安委・市Ｐ担）         ＜資料4＞ 

     →懇談会司会：西本、謝辞：上木崎、懇親会司会：境、乾杯：谷口 質問事項一部修正後承認 

② 協議事項 

 ア 6/30（土）合同研の反省と志向（教養委・市Ｐ担部会） →表彰式好評、         ＜資料5＞ 

イ 8/ 4（土）市Ｐﾊﾞﾚｰ大会の件（厚生委）  →けがなきよう、順位付けが明確になる工夫を  ＜資料6＞ 

      理事挨拶に会場校の校長先生名を入れ感謝の言葉を 北区３会場に減 北部中：谷口に変更 

ウ 9/ 3（金）・1/7（月）「市Ｐ一斉あいさつ運動」（事務局） →第2回：1/7はH31年に訂正  ＜資料7＞ 

エ プール開放関連（健安・事務局） →現状や役割ｶｰﾄﾞの説明 直接雇用５校の見込      ＜資料8＞ 

オ 10/27･28（土･日）九Ｐ鹿児島大会 →7/10（火）午前０時～申込み 要請人数はＨＰ掲載  ＜資料9＞ 

③ 報告事項 

ア 各委員会より                                 ＜広報:資料10＞ 

1）総務 →6/21会計研に120人参加 会報に掲載  2）厚生 →7/3対戦表作成等準備 

3）教養 →11/17市Ｐ研究大会全体講演候補者検討中  4）健安 →委員研修会を計画予定 

5）広報 →会報の最終確認  6）市Ｐ担 →6/26市教委への質問等検討、7/4合同研反省まとめ  

イ 各区Ｐより 

1）中央区 →7/1ﾌｫﾛｰ研62人 7/8校内副会長研 7/14会長市Ｐ担研 1月区Ｐ研究大会予定 

2）東区 →7/15ﾌｫﾛｰ研 7/20定例会 1/26区Ｐ研修会予定 

3）西区 →6/28定例会 7/12ﾌｫﾛｰ研 2/2研修会予定 

4）南区 →7/11連絡会 7/14ﾌｫﾛｰ研 12月研修会予定 

5）北区 →6/14定例会 7/4フォロー研済み 7/19臨時例会(北区子ども祭り・提言校検討) 

ウ 三役各担当より（6/27三役会報告他） →①32九P大会に向け県Pとの会開催 ②三行詩  ＜資料11＞ 

      審査の件 ③7/25市長表敬訪問の件 ④8/19大西市長と教育を語る会のお知らせ 

⑤11/18教育文化ﾌｫｰﾗﾑの件 ⑥高槻市への義援金の件 ⑦市Ｐ旗・バッジの件  

⑧団体賠償保険加入状況 ⑨総合保障制度加入状況 ⑩働き方改革の件 

エ 会計理事より ６月分本会計執行状況 →報告・説明 質疑特になし            ＜資料12＞ 

オ 諸会議等報告（充て職他） →小崎：民生委員推薦会、鹿子木：市民ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀ実行委員会 



    今村：市学校給食会青果物査定委員会、渡邉： 同 物資検討委員会、西本：社会を明るくする運

動に６名参加、嘉悦：市学校保健会、上木崎：県青少年安全・安心ネット利用促進連絡会 

カ 事務局より 各教育懇談等の出欠確認 →回覧 

～今後の予定～ 

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 

※ 7/10（火）～8/20（月）九Ｐ鹿児島大会参加・宿泊申し込み期間 各単Ｐ毎に 先着順 

・ 7/11（水）13:00 日Ｐ委員長連絡会 会長 東京 

プ 7/12（木）①13:00 ②16:00（西区Ｐ）西部公民館  曇り 

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 

・ 7/17（火）13:00 日Ｐ厚生委員会 日Ｐ広報誌コンクール２次審査 会長 東京 

・ 7/18（水）19:30 市Ｐﾊﾞﾚｰ抽選会 西部公民館大ホール 

※ 7/20（金）１学期終業式 

・ 7/25（水）16:15～16：45 市長表敬訪問 市役所５階 秘書課庁議室（30分間） 市役所１階ロビー集合 16:05 

・ 7/25（水）17:30～18：30 県Ｐ市Ｐ企画委員会(32九Ｐ大会に向けて) 18:30懇親会 ﾒﾙﾊﾟﾙｸ１階ﾚｽﾄﾗﾝ 三役対応 

・ 7/26･27（木･金） 日Ｐ委員会 連絡会・情報交換会・懇談会(研修会) 会長、副会長(上木崎)、事務局長 東京 

・ 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/ 4（土）13:00 第４７回 市Ｐバレーボール大会 119チーム 18会場にて 

・ 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 

・ 8/14･15（火･水）事務局閉局 

※ 8/19（日）大西市長と教育を語る会 退職校長会主催 会長：パネラー（他に小中校長会代表） 昨年は15時～ 

・ 8/20（月）12:00 日Ｐ三行詩ｺﾝｸｰﾙ審査 会長 東京 

・ 8/24･25（金･土）日Ｐ新潟大会 市Ｐから８人参加 23  ○会長・事務局は前日8/23（木）から参加 

・ 8/27（月）10:00 教育文化ﾌｫｰﾗﾑ 第１回実行委員会 文教会館 会長・東区役員等（総務担当）・事務局 

・ 9/ 3（月）7:45  市Ｐ主催あいさつ運動 ２学期始業式 

・ 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･14（木･金）12:50  政令市情報交換会 北九州市 会長・磯田・上木﨑・日髙・事務局長 計５人 

・10/ 4（木）19:00 常任理事会 （予定）大江公民館 ２階会議室Ｃ 

・10/15（月）10:00 教育文化ﾌｫｰﾗﾑ 第２回実行委員会 文教会館 会長・東区役員等（総務担当）・事務局 

・10/27･28（土･日） 九Ｐ鹿児島大会 ７分科会 本市から255人参加予定 

・10/ 1（木）19:00 常任理事会 （予定）大江公民館 ２階会議室Ｃ（18:00 三役会） 

※市青少協との懇談・情報交換（三役対応：昨年度は9/29金） 

※高Ｐ連・県Ｐとの懇談・情報交換会（三役対応：昨年度は11/28火） 今年は県Ｐが担当 

（6）名義後援他依頼 →いずれも承認                              ＜資料13＞ 

①名義後援 平成30年度 第３回 熊本県小中学校生徒指導研究発表大会 主催：県小中学校生徒指導部会 

②名義後援 平成30年度 第45回 九州ブロック社会教育研究大会熊本大会 主催：県教委・市教委 

③単Ｐ配付 国立阿蘇青少年交流の家 案内のチラシ一式 ※日Ｐと包括協定（三役承認後、配付済み） 

④単Ｐ配付 「しっとっと？ 国のお仕事」 主催：九州農政局 （毎年配付） 

（7）その他 →お知らせ：危険個所調査を全市で実施予定 協力依頼があるかも 

（8）閉 会 

               ９月常任理事会の開催について（ご案内） 

９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いたします。 

記 

１ 日 時   平成30年９月６日（木）  ○三役会 18時～  ○常任理事会 19時～ 

２ 場 所   大江公民館 ２階 会議室Ｃ 

３ 内 容  ＜南区＞ 司会：松島雄一郎 副会長  記録：日髙加寿美 市Ｐ担当副会長部会長 

・各委員会の９・10・11月行事等について  ・10/27･28（土･日）九Ｐ鹿児島大会の件 

・11/17（土）予定 市Ｐ研究大会の実施について ・その他     ※総会要項は毎回ご持参を 


