
常任理事会記録 平成30年９月常任理事会 

 

１ 日 時  平成30年９月６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   ＜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 

※ 市Ｐ総合保障制度コーリン 原田様から →本年度の加入状況約4,000件（昨年度比＋約1,000件） 

 (1) 開  会 

（2） 出席者数 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 →様々な行事で充実した夏休み 猛暑の中でのバレー大会諸対応に感謝 日Ｐ新潟大会で

の多くの学び 地震の札幌市から研修訪問依頼 元県Ｐ事務局長叶先生ご逝去 ご冥福を祈る 

（4） 参与挨拶 

・教育委員会（倉橋主任主事） →市Ｐ・市教委との会お礼 教職員の不祥事遺憾 信頼回復に努める 

教育予算大幅増 学校・教育が変わりるつある 働き方改革取組中 

   ・小学校長会（平生校長） →夏休み中もＰＴＡ活動・除草作業等に感謝 台風・地震等災害への備え

危機管理の重視 ２学期多くの行事 あたり前を大切に進めたい 

   ・中学校長会（出崎校長） →熱中症対策で教室での終業式多し 部活の応援で保護者から氷をいただ

く ２学期はナイストライ・陸上記録会等、実りの秋 

（5） 議 事      

① 審議事項 

ア ＣＰ読書ﾌﾟﾗﾝ再応募３件 審査の件（CPﾌﾟﾗﾝ推進委）  →３件とも承認        ＜資料１＞ 

イ 特別活動費申請（市Ｐﾊﾞﾚｰ時の熱中症対策物品購入）の件（厚生委） →承認    ＜資料２＞ 

② 協議事項 

   ア  8/ 4（土）市Ｐﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会結果と反省・志向（厚生委）→次年度に向け提案予定 ＜資料３＞ 

イ 11/17（土）市Ｐ研究大会の件（教養委） →会場、分科会内容等確認 今後さらに ＜資料４＞ 

ウ 11/18（日）「くまもと教育・文化ﾌｫｰﾗﾑ」（含:CP教育文化ﾌﾟﾗﾝ）の件（実行委）  ＜資料５＞ 

    →市Ｐ割り当て分は総務委員会で選定 ＣＰ教育文化プラン案内は次週発送 

エ 夏休みプール開放の状況（健安委・事務局） →計画時詳細紹介 38予定中37校実施 ＜資料６＞ 

オ 30年度 市青少年善行表彰候補者の推薦について（三役・事務局） →奮って推薦を   ＜資料７＞ 

カ いじめ防止標語コンテスト（三役・事務局） →正式書類は10月届く その後発送  ＜資料８＞ 

キ ＡＩＭＥＣ（アイメック：子供のための国際音楽交流協会）（三役・事務局）    ＜資料９＞ 

    →各区定例会等でのご紹介を 詳細はAIMECのＨＰ参照 

③ 報告事項 

ア 各委員会等より  

  1）総務委 2）厚生委 3）教養委 4）健安委 6）市Ｐ担部会 →特になし 

5）広報委 →12月に第128号発行 紙面計画等10月に紹介 

イ 各区Ｐより 

  1）中央区 →9/20（木）定例会 

2）東区 →8/22（水）定例会、9/23（日）東区民まつり（9/14打合せ） 

3）西区 →9/27（木）理事会 

4）南区 →9/18（水）役員会、9/20（木）運営委員会 

5）北区 →8/7（火）区長訪問、9/21（金）臨時例会、9/29（土）北区子どもまつり 

ウ 三役各担当より（7/24・8/8三役会報道） →〇2020九Ｐ熊本大会（県Ｐとの企画  ＜資料10＞ 

    委ｽﾀｰﾄ：会場・予算等検討、拠出金承認） 〇10/2728九Ｐ鹿児島大会最終参加数244人/255 

参加費等振込～9/14周知を 〇2月の会長懇談会期日2/23（土）に決定 〇3/16（土）市Ｐ主

催研役割案紹介 〇次年度からの委員会の在り方さらに検討 〇中２生沖縄へ：国内研修の周

知を（理事会後、日Ｐから通知文着、青封筒にて発送済） 〇日Ｐ調査 →参与の桜木東小・

三和中に依頼 〇8/24・25日Ｐ新潟大会参加者ﾚﾎﾟｰﾄ報告 〇全国ＰＴＡ広報誌ｺﾝｸｰﾙ 市Ｐか

らの入賞なし 〇日Ｐ特別表彰推薦：山野氏・阿久根氏（その後承認通知） 



エ 会計理事より ７・８月分本会計執行状況 →報告・説明 質疑特になし         ＜資料11＞ 

オ 諸会議等報告（充て職他）                       ＜図書館協議会：資料12＞ 

    →（西本）市立図書館協議会、（磯田）小中一貫教育検討委員会、（磯田）学校給食会食肉査定会、

（鹿子木）人権啓発市民協議会、（谷口）健康くまもと21推進会議、（堀江）特別支援教育連携協    

議会、（日髙）公民館運営審議会、（日髙）生涯学習指針策定委員会、（林田）学校給食運営検討

委員会、（田中）エイズ総合対策推進会議、（嘉悦）社会福祉審議会児童福祉専門分科会、 

（松島）教育課程検討会議 

カ 事務局より                                       

・ CPｽｷﾙｱｯﾌﾟﾌﾟﾗﾝ（上限２万円）、区Ｐ研修会補助金（10万円）の申請について      ＜資料13＞ 

～今後の予定（9・10・11月）～ 

・ 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 

・ 9/12（水）19:00  教養委 アスパル富合 

・ 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・森川 計５人 

・10/ 4（木）19:00 常任理事会 男女共同参画センターはあもにい ４階研修室Ａ 

・10/ 5（金）18:30 市青少協との懇談・情報交換 会場未定 （三役対応） 

・10/10（水）19:00 プール開放検討委員会 市教委７階会議室 三役・健安委 

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

・10/16（火）14:00 県Ｐ市Ｐ会長・事務局会 県Ｐ事務局 

・10/24（水）14:00 日Ｐ代表者会・委員会 会長 東京 

・10/27･28（土･日） 九Ｐ鹿児島大会 ７分科会 本市から244人参加予定 会長・事務局は10/26から 

・11/ 1（木）19:00 常任理事会 大江公民館 ２階会議室Ｃ（18:00 三役会） 

・11/ 5（月）17:00 教育文化ﾌｫｰﾗﾑ 作品搬入･展示 11/7～13（火）展示 ﾊﾟﾚｱ８階 ふれあいｷﾞｬﾗﾘｰ 

・11/ 7（水）～13（火）美術展 ﾊﾟﾚｱ８階ふれあいｷﾞｬﾗﾘｰ 総務委等受付担当 13（火）16:30～撤収 

・11/17（土）13:00 市Ｐ研究大会 熊本保健科学大学 ４分科会・全体会 

・11/18（日）13:00 くまもと教育文化ﾌｫｰﾗﾑ ﾊﾟﾚｱ10階 ﾊﾟﾚｱﾎｰﾙ 常任理事・総務委等出席要請 

・11/21（水）午後 日Ｐ創立70周年記念表彰式 東京ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ 会長・受賞者 

・11/22（木）18:00 教育文化ﾌｫｰﾗﾑ反省会並びに退職校長会との懇談・懇親会 ﾒﾙﾊﾟﾙｸ２階 

・11/27（火）16:00 高Ｐ連・県Ｐとの懇談・情報交換会（三役対応） 今年は県Ｐが担当 

・11/28～30（水～金）この期間中、札幌市Ｐとの懇談・交流（札幌市Ｐ国内研修対応） 

・12/ 6（木）18:00 常任理事会 パレア９階 会議室２（三役会なし）その後、忘年会 

・12/ 7（金）14:00 九Ｐ理事・事務局長会 福岡 

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

①名義後援 「平成 30年度熊本市民健康フェスティバル」主催：熊本市、県・市医師会、熊日 10/21  

②名義後援 「子育てｾﾐﾅｰ・子育て教室・子ども倫理塾」主催：一社法人倫理研究所 後援：市教委他 

③名義後援 「第２回こどもお仕事体験ｲﾍﾞﾝﾄ「ｸﾞｯｼﾞｮﾌﾞ！やるｷｯｽﾞ!』」主催：県中小企業家同友会他 

④名義後援 「子どもの命と権利を守る活動推進セミナー」主催：同実行委員会  (毎年後援) 

⑤新名義後援 「復興途上の熊本城を描こう！復興スケッチ大会」主催：一社団法人 くまもと 21 の会  

⑥理事配付 ○図書館だより９月号(単Ｐへも) ○家庭教育地域ﾘｰﾀﾞｰ養成講座 ○親子で見る美術展 

（7）その他 

（8）閉 会 

10月常任理事会の開催について（ご案内） 

平成30年10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10月４日（木）  ○三役会 18時～  ○常任理事会 19時～ 

２ 場 所   男女共同参画センター はあもにい４階 研修室Ａ（21:30まで） 

３ 内 容  ＜北区＞ 司会：上木﨑純幸 副会長   記録：境 真紀 常任理事 

・11/17（土）市Ｐ研究大会の件  ・プール開放の件（反省と志向、検討委に向けて） 

・各委員会の10・11・12月行事等  ・その他    ※総会資料は毎回是非ご持参を 


