
常任理事会記録 平成30年11月常任理事会 

 

１ 日 時  平成30年11月1日（木）19：00   三役会 18：00    

２ 場 所  大江公民館 ２階 会議室                   

３ 内 容   ＜中央＞ 司会：磯田圭輔 副会長  記録：小崎愛季 常任理事 

  ※ 退職校長会より（加藤会長、川原事務局長）教育文化フォーラムの件 

（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 →鹿児島大会ご苦労様 学び多い大会 市Ｐ研究大会の成功さらに九Ｐ熊本大会を目指して 

（4）参与挨拶 

・教育委員会より（倉橋主任主事） →今朝あいさつ運動 子どもたちに元気をもらう 実りの秋 

   ・小学校長会より（平生校長） →11月は心かがやけ月間 作文朗読と感想文発表 温かな気持ちに 

   ・中学校長会より（出﨑校長） →陸上大会 悪天候の中頑張った 市駅伝に多くの応援 共通テスト 

（5） 議 事 

① 審議事項 →いずれも承認 

 ア 市Ｐ旗制作の件（三役） →Ａ社に決定 旗ローマ字の文字間隔調整を       ＜資料1＞ 

 イ 会報第128号の件（広報委・三役） →ﾓﾉｸﾛ予定をｶﾗｰに変更 次年度費用確認     ＜資料2＞ 

② 協議事項 

ア 11/17（土）市Ｐ研究大会の実施について（教養委、三役）→進行表等をもとに協議  ＜資料3＞ 

イ 11/18（日）教育文化ﾌｫｰﾗﾑの実施について（実行委：総務委）→美術展に17人23点  ＜資料4＞ 

ウ 11/28～30（水～金）札幌市Ｐ訪問の件（三役）→各区参加者確認、市Ｐ説明:磯田   ＜資料5＞ 

エ 熊本市Ｐ総合保障制度の件（三役）→Ｅﾌﾟﾗﾝを復活 ﾌﾟﾗﾝの再確認を        ＜資料6＞ 

③ 報告事項 

ア 各委員会より  

 1）総務委員会  →10/11（月）教育文化ﾌｫｰﾗﾑ第２回実行委 

2）厚生委員会 3）教養委員会 6）市Ｐ担当副会長部会 →特になし                       

 4）健安委員会 →11/27（火）研修会を実施                                

5）広報委員会 →10/22（月）編集会議、12/6（木）128号最終版を提案予定 

イ 各区Ｐより 

 1) 中央区 →10/27（土）鹿児島での交流会に31人参加、11/15（木）定例会 

 2) 東区 →11/7（水）定例会、12月も実施 

 3) 西区 →10/27（土）鹿児島での交流会に17人参加 

  4) 南区 →11/30（金）運営委・情報交換会 

  5) 北区 →10/27（土）鹿児島での交流会に22人参加、11/8（木）定例会、12/2（日）ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 

ウ 三役各担当より（10/23三役会報道他）                      ＜資料7＞ 

エ 10月分本会計執行状況（会計理事）→報告・説明 質疑特になし           ＜資料8＞ 

オ 諸会議等報告（充て職他） 

      →小崎：民生委員推薦会、嘉悦：社会福祉審議会児童福祉専門分科会、今村：学校給食共同調理

場民間委託業務評価委員会、谷口：健康くまもと21推進会議、松島：県ＰＴＡ共済審査委員会、

上木崎：県青少年安全・安心ﾈｯﾄ利用促進連絡会、磯田：プール検討委員会（ペナルティ５社

への対応）、日髙：熊本博物館協議会、家入会長：日Ｐでの諸会合（いじめ防止に市Ｐで何か

できないか） 

 



カ 事務局より  ～今後の予定（11・12・1月）～ 

・11/ 2（金）13:00 日Ｐ少年問題シンポジウム 会長 東京 

・11/ 5（月）17:00 教育文化ﾌｫｰﾗﾑ 作品搬入･展示 ﾊﾟﾚｱ８階ふれあいｷﾞｬﾗﾘｰ 総務委他 

・11/ 7（水）19:00 教養委 市Ｐ研究大会の件 パレア会議室９ 

・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 

・11/ 9（金）19:00 佐賀県Ｐ70周年記念祝賀会 会長 佐賀 

※11/10（土） 9:30 県Ｐ球磨大会（市Ｐから会長（来賓）他６人参加 参加費等区Ｐから支出） 

・11/13（水）16:30 教育文化ﾌｫｰﾗﾑ 作品撤収 総務委他 

・11/17（土）12:30 市Ｐ研究大会 熊本保健科学大学 ４分科会・全体会 ９時集合 

・11/18（日）13:15 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）15:30 高Ｐ連・県Ｐとの懇談・情報交換会 県総合福祉ｾﾝﾀｰ 三役対応（県Ｐ担当） 

・11/27（火）19:00 健安委研修会 パレア９階会議室７ 

・11/28（木）18:00 札幌市Ｐとの懇談・交流（札幌市Ｐ国内研修対応） 各区から２名 

・12/ 6（木）13:00 ふれあい読書 パレア10階 会議室７ 各区から１校参加 会長・ＣＰﾌﾟﾗﾝ推進委 

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

・12/ 7（金）14:00 九Ｐ理事・事務局長会 福岡 

・12/17（月）会報128号発行予定 

・12/23（日）14:00？ 日Ｐ三行詩表彰式 東京 会長・受賞者（前渕紘志君） 22～会長準備 

 ・12/29（土）～1/ 7（月）年末年始 事務局閉局予定 

・ 1/ 7（月）３学期始業式朝 市Ｐ主催あいさつ運動 

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

・ 1/26（土）大阪府高槻市研究大会 会長・松島副会長 高槻市 

・ 1/27（日）日Ｐ70周年記念ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 会長・磯田・松本・松島 東京よみうりﾎｰﾙ 

・ 2/ 1（金）九ブロ幹部研修会 熊本県Ｐ・市Ｐが担当 運営：一部常任理事まで 

・ 2/ 7（木）２月常任理事会 （予定）大江公民館 ２階 会議室Ｃ（18:00 三役会） 

・ 2/21（木）日Ｐ委員会・臨時総会 会長 東京 

・ 2/23（土）15:00 会長懇談会 （予定）山本食堂 

・ 3/ 7（木）３月常任理事会 （予定）大江公民館 ２階 会議室Ｃ（18:00 三役会） 

・ 3/16（土）9:30 市Ｐ主催研（新任研・会計研・プリント研） 崇城大学 

    ※ 行事・予算委員会、  

（6）名義後援他依頼 →すべて承認                              ＜資料9＞ 

①名義後援 「2019年 童謡組歌い初め大会」主催：（株）童謡 1/12（土）はあもにい（毎年後援） 

②名義後援 「ｵﾊｲｴくまもと とっておきの音楽祭」主催：NPO法人ｵﾊｲｴくまもと 3/24（日）（毎年後援） 

③新単Ｐ配付 「第 38 回  中学生人権作文ｺﾝﾃｽﾄ表彰式・朗読会」主催:法務局、県人権擁護委連合会 

④単Ｐ配付 「大腸がん検診が郵送で受診できます」主催：市健康づくり推進課 11/1～2/20 1500部 

⑤単Ｐ配付 「県青少年健全育成県民フォーラム」主催：熊本県、熊本県青少年育成県民会議 

（7）その他 

（8）閉 会 

平成30年12月常任理事会の開催について（ご案内） 

 平成30年12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12月6日（木）   ○常任理事会 18時～ （三役会 なし）   

２ 場 所   パレア９階 会議室２（終了後 忘年会） 

３ 内 容  ＜東区＞ 司会：松本知樹 副会長   記録：嘉悦奈津子 常任理事 

・各委員会の12・1・２月行事等について ・その他  ※総会資料は毎回是非ご持参を 


