
常任理事会記録 平成31年４月常任理事会 

１ 日 時  平成31年４月４日（木）19：00   三役会 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  記録：小崎愛季 常任理事 

 (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 →3/16（土）主催研へのお礼 退任の方も6/1（土）市Ｐ定期総会までよろしく 

（4） 参与挨拶  

・教育政策課 藤田主査 →日頃の活動に感謝 学校教育は大きな変革期（働き方改革、部活動、情報化）  

   ・小学校長会・中学校長会より（未定） 

（5） 議 事 

① 審議事項 

ア 今年度CPﾌﾟﾗﾝ募集の件（CPﾌﾟﾗﾝ推進委） →３ﾌﾟﾗﾝとも20校まで、全て継続不可 周知徹底  ＜資料1＞ 

イ 団体賠償保険の件（三役・事務局）→新会社に乗り換え 内容はほぼ同等         ＜資料2＞ 

ウ 九Ｐ福岡大会第１分科会での提言校推薦の件（三役）→尾ノ上小を推薦 １次案内送付なし ＜資料3＞ 

エ 70周年記念事業の件（同実行委）→○祝賀会：9/29(日)18:00 ﾎﾃﾙｷｬｯｽﾙ予定       ＜資料4＞ 

○記念会報：２学期号に４P分を折り込み（Ａ４版）予定 ○詳細はさらに検討 

② 協議事項 

ア 3/16(土)主催研(Ａ新任(含：6/29合同研への志向)・Ｂ会計・Ｃﾌﾟﾘﾝﾄ)を終えて(各担当)   ＜資料5＞ 

イ 4/16（火）プール開放説明会での役割、区Ｐ主催研の計画依頼（健安委）            ＜資料6＞ 

     →○受付・・中央：及川・佐藤、東：鹿子木・嘉悦、西：林田・中村、南：橋口・渡邉 

北：谷口、西本 18:00市役所14Ｆ集合 ○ﾌｫﾛｰ研・・各区２回をめどに計画 ～4/14 

ウ 4/23（火）県Ｐ共済（Ｐ災・安互）説明会の実施について（三役・事務局）            ＜資料7＞ 

     →○受付・・中央：磯田・佐藤、東：鹿子木・嘉悦、西：前渕・林田、南：松島・日髙 

       北：上木崎・境 18:00パレア10階 ホール前集合 ※印鑑持参 

エ 九Ｐくまもと大会の件（3/15実行委報告他）（企画・実行委）→ｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ応募呼びかけを  ＜資料8＞ 

オ 充て職の現状確認（4/12市Ｐ担部会、5/9常任理事会で選任）の件（事務局）→各内容確認  ＜資料9＞ 

カ 日Ｐ事業「 楽しい子育て全国ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」～三行詩募集について（三役・事務局）       ＜資料10＞ 

     →応募増に向け各単Ｐへの呼びかけと各学校への協力依頼を図りたい 応募締切～6/18 

キ 市Ｐバレー大会練習のための学校施設優先予約について（厚生委）→次週発送予定     ＜資料11＞ 

ク 今年度行事予算の件（行事予算委・総務委）→代表による行事予算委 4/17(水)実施予定 ＜資料12＞ 

③ 報告事項 

ア 各委員会より 

1）総務 →3/16主催研（会計研）実施   2）教養 →市Ｐ研究大会集録は５月に提案予定 

3）厚生  →特になし   4）健安 →4/11引継ぎ予定   5）広報 →4/4引継ぎ予定  

6）市Ｐ担部会 →4/12（金）新旧部会をパレア会議室で実施  

イ 各区Ｐより                           ＜研修会報告（西区Ｐ）資料13＞ 

 1) 中央区  →3/28役員選考会 4/3定例会 4/20（土）定期総会 

 2) 東区 →3/13定例会・役員選考会 4/26（金）定期総会 

 3) 西区 →3/13定例会 3/28新旧引継会 4/9定例会 5/16（木）定期総会 

  4) 南区 →3/23ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研 4/8役員会 4/11運営委員会 5/10（金）定期総会 

  5) 北区 →3/2年度末総会・ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研 4/27（土）定期総会 

ウ 三役各担当より ①熊日ＰＴＡ新聞ｺﾝｸｰﾙ結果  ②いじめ防止標語ｺﾝﾃｽﾄ表彰式 →報告  ＜資料14＞ 

エ ３月分本会計、30年度本会計・積立金等決算書（案）（会計理事）→報告 質疑特になし ＜資料15＞ 

オ 諸会議等報告（充て職他） →前渕：食肉査定会、日髙：公民館運営審議会、及川：熊本･上益城地域保健 

医療推進協議会、嘉悦：社会福祉審議会、今村：青果物査定委員会、境：野外教育施設運営協議会、 

上木崎：物資購入委員会、磯田：行政区画等審議会、家入：「学校指定物品に関する指針」見直し検討会 



カ 事務局より →連絡・依頼等                                 ＜資料16＞ 

①市Ｐ定期総会案内 ②市Ｐ役員等候補者推薦名簿・委員会所属一覧 ③市Ｐ主な行事及び単Ｐへの 

文書発送予定 ④熊日新聞づくり講習会(共催) 〇市Ｐ会長表彰・役員等の表彰申請 ～4/19(金) 

 ～今後の予定（４・５・６月）～   

※ 4/ 9（火）15:00 プール監視受託見込警備会社説明会 

・ 4/10（水）会計監査 市Ｐ事務局 

・ 4/11（木）19:00 役員選考委  ﾊﾟﾚｱ会議室6（鶴屋東館10F） 

・ 4/12（金）10:00 第７回九Ｐくまもと企画委員会 県Ｐ市Ｐ企画委員 県総合福祉ｾﾝﾀｰ３階会議室 

・ 4/12（金）19:00 （新旧常任理事）市Ｐ担当副会長部会 パレア会議室6：10F 新旧常任理事市Ｐ担のみ 

・ 4/16（火）19:00 次年度プール開放事業説明会 市役所14階大ホール 市教委・市Ｐ共催 

・ 4/17（水）19:00 代表者による行事予算委 会長、総務担当副会長・委員長、両会計理事、事務局 市Ｐ事務局 

・ 4/18（木）19:00 総務委（西区）ﾊﾟﾚｱ会議室2：9F ・厚生委（南区）会議室7：10F・教養委（北区）会議室8：10F 

健安委（中央区）会議室9：9F  ・広報委（東区）会議室3：9F 、宣言文起草委  会議室5：9F 

・ 4/19（金）14:00 九ブロ理事会 会長・事務局長 沖縄県 担当：熊本県市 

・ 4/20（土）19:00 中央区Ｐ定期総会 ＡＮＡクラウンホテル熊本ニュースカイ 

・ 4/23（火）19:00 県Ｐ共済（Ｐ災安互）説明会 パレアホール（鶴屋東館10F） 

・ 4/24（水）13:00 日Ｐ選考委員会 会長 東京 

・ 4/25（木）19:00 新旧三役会（新三役予定者を含む） 市Ｐ事務局 

・ 4/26（金）19:00 東区Ｐ定期総会 ホテル熊本テルサ 

・ 4/27（土）19:00 北区Ｐ定期総会 ＫＫＲホテル熊本 

・ 5/ 9（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） 

・ 5/10（金）19:00 南区Ｐ定期総会 ＡＮＡクラウンホテル熊本ニュースカイ 

・ 5/16（木）18:00 西区Ｐ定期総会 ザ・ニューホテル 

・ 5/25（土）13:00? 日Ｐ委員会 会長 東京 

・ 6/ 1（土）13:30 市Ｐ定期総会 市立図書館ホール 新旧常任理事等12:00集合 

・ 6/ 6（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） 

・ 6/14（金）13:30 九ブロ定期総会 鹿児島 会長・副会長・母親代表・事務局長 計４人 

・ 6/21･22（金･土） 日Ｐ定期総会・研修会 東京 会長 

・ 6/29（土）15:00 会長・市P担合同研修会   ※懇親会 18:00  KKRﾎﾃﾙ熊本 

（6）名義後援他依頼 →すべて承認（ただし、④は区Ｐ定例会等で直接配付）              ＜資料17＞ 

①名義後援 「第30回こどもの詩(ﾎﾟｴﾑ)ｺﾝｸｰﾙ」主催：熊本朝日放送(株)、親を大切にする子供を育てる会 

②新名義後援・単Ｐ配付「HAPPY PARK～街中×子育て×遊園地～」 主催：HAPPY PARK 5/18 花畑広場他 

③新単Ｐ配付 「ｲｰｽﾀｰﾊﾟｰﾃｨｰ2019 くまもと復活祭」主催：同実行委 4/21（日）ｸﾞﾗﾝﾒｯｾ 高校生以上500円 

④新単Ｐ配付 「輝け！にっぽん 新しい時代の幕開けじゃ」5/18（土）てっぺん大嶋啓介氏他 

⑤単Ｐ配付 ○日Ｐ兵庫大会１次案内 ○市立図書館だより ○県立美術館 ○ユニセフ「熊本地震・・」 

⑥常任理事会配付 ○美術館から「浜田知明 回顧展」  

（7）その他    

（8）閉 会           

５月新旧常任理事会の開催について（ご案内） 

 令和元年５月の熊本市ＰＴＡ協議会新旧常任理事会を、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   令和元年５月９日（木）  ○常任理事会 19時～ （三役会 18時～）   

２ 場 所   大江公民館 ２Ｆ会議室Ｃ室 

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 

・6/1（土）定期総会に関して     ・今年度市Ｐ協議会役員推薦候補の件  

・今年度会長委嘱役員（参与）の件  ・今年度事業計画及び予算案の件 

・6/29(土)合同研の件               ・市教委への質問等進め方 他 

・各委員会5・6・7月行事等の件    ・その他     ※総会資料は毎回是非ご持参を 


