
常任理事会記録 
令和元年９月常任理事会 

 

１ 日 時  令和元年９月５日（木）19：00   三役会 18：00  

２ 場 所  中央公民館 ５階 中会議室３ 

３ 内 容   ＜北区＞ 司会：西本彰文 北区代表幹事代理  記録：田中敦朗 常任理事 

※ 吉田晃先生から 9/29会合「子どもの脳・心・生命（いのち）を守る・・・」のご案内 

(1) 開  会 

（2） 出席者数 19名 →成立 松島、佐藤、松本、林田、橋口、日髙、岩﨑、及川、田中哲、福島、嘉悦 

吉山、中村、今村、倉田、西本、松崎、田中敦、山本 （欠）井手、岡﨑 

（3） 会長挨拶 →夏休みの２ヶ月の間に、市長訪問をはじめ様々な会合への出席に感謝 

（4） 参与挨拶 

・教育委員会（中山指導主事） →市長表敬訪問や市教委との懇談会等へのお礼 

・小学校長会（福田校長） →いつもより早く始まった２学期も２週間 ほぼいつもの状態になった。 

   ・中学校長会（浦邉校長） →改装工事後引っ越し、そして２学期 夏休みはほぼ良好 大きな事故なし 

（5） 議 事      

① 審議事項 →なし 

② 協議事項 

   ア  9/ 1（日）市Ｐﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会結果等報告（厚生委） →救急搬送２件 月内に反省会実施 ＜資料１＞ 

   イ 10/26・27（土・日）九Ｐ福岡県大会申込み状況・キャラバン隊の件（三役・事務局）   ＜資料２＞ 

       →計226人の申し込み 次年度宣伝ｷｬﾗﾊﾞﾝに担当分科会で20人編成依頼 9/18実行委で打合せ 

ウ 11/10（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：西区）  ＜資料３＞ 

    →井芹中合唱部発表、ＰＴＡは西区で選定（→その後白坪小に決定）CP教育･文化ﾌﾟﾗﾝ募集 

エ 11/23（土）「市Ｐ70周年記念研究大会、祝う会」の件（教養委・70周年事業実行委）   ＜資料４＞ 

    →来賓に案内状を発送し、早めに参加者を確定したい 予算案等説明  

オ 九Ｐくまもと大会の件（9/4九Ｐくまもと大会企画委報告他）              ＜資料５＞ 

    →区ごとの担当分科会確認 全体会講演講師候補を挙げてほしい 

カ 令和元年度 市青少年善行表彰候補者の推薦について（三役・事務局） →早めの推薦を   ＜資料６＞ 

キ 中学生国内研修事業の件：中２男女各１名推薦 ３月沖縄へ（三役・事務局）       ＜資料７＞ 

    →次週、中学校に募集要項を発送予定 市Ｐからの補助はこれまで通り一人５万円とする 

ク 夏休みプール開放の状況（健安委・事務局） →35校開放 9/13までに報告書提出     ＜資料８＞ 

ケ 市教委からの、質問への回答及び情報交換会（懇親会）の件（健安委・市P担部会）    ＜資料９＞ 

    →市教委からの回答は質問と併せて、一括して単Ｐに発送 ＨＰには掲載しない 

③ 報告事項                                  ＜広報委：資料10＞ 

ア 各委員会等より                                  

  1）総務委 →10/18（金）委員会（教育･文化ﾌｫｰﾗﾑ） 2）厚生委 →9/25（水）（市Ｐﾊﾞﾚｰ反省） 

3）教養委 →10月に実施予定（市Ｐ研究大会） 4）健安委 10/4(金)19:30 研修会 パレア会議室9  

「女性万引きGメンによる親子関係に一言もの申したい！」 講師：山本こずえ氏（私服保安員）   

5）広報委 →9/7（土）委員会 131号発行の計画   6）市Ｐ担部会 →特になし 

イ 各区Ｐより 

  1）中央区 →7/6(土)校内担当副会長情報交換会・懇親会、7/7(日)プールフォロー研（2コマ実施） 

7/12(金)会長・市P担交流会・懇親会、・9/19(木)定例会 

2）東区 →9/20（金）19:30定例会 

3）西区 →9/19（木）理事会 

4）南区 →10月1週目に役員会、2週目に定例会 

5）北区 →8/2（金） 例会・懇親会，9/15（日）スキルアップ 研，11/16（土）北区こどもまつり 

ウ 三役各担当より・・〇8/23・24日Ｐ兵庫大会報告 〇全国ＰＴＡ広報誌コンクール結果   ＜資料11＞ 

   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12＞ 

オ 諸会議等報告（充て職他） →(及川)子どもの命と権利を守る活動推進協議会、(及川）県Ｐ家庭 



部会研修会、（日髙）市児童館運営審議会、（吉山）市立高等学校等改革検討委員会、（松崎）小中一貫 

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

（岩﨑）学校給食会物資購入委員会、（西本）市立図書館協議会、（松島）教育の情報化検討委員会 

カ 事務局より ・CPｽｷﾙｱｯﾌﾟﾌﾟﾗﾝ・区Ｐ研修会補助金の件                   ＜資料13＞ 

～今後の予定（9・10・11月）～ 

・ 9/ 6（金）14:00  九ブロ理事会他 福岡 会長 1・副会長 1・母親代表 1・事務局２ 計５人 

・ 9/ 7（土）19:30 広報委員会 中央公民館 ５階中会議室３ 

・ 9/12･13（木･金）12:50  政令市情報交換会 新潟市 ①松島･森川 ②橋口 ③佐藤 ④林田 計５人 

・ 9/18（水）18:00 九Ｐくまもと実行委員会 中央公民館６階大会議室 企画委・実行委 

・ 9/25（水）19:00 第５回厚生委員会（市Ｐバレー反省） 「いろりや」3500円 

・10/ 2（水）10:00 第13回九Ｐくまもと企画委 中央公民館 ５階中会議室３ 

・10/ 3（木）19:00 常任理事会 中央公民館 ５階中会議室３（18:00 三役会）※コーリンさんから話 

・10/ 4（金）19:30 健安委員研修会「万引きＧメン」 パレア９階会議室９ 

・10/ 7（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・西区役員等（総務担当）・事務局 

・10/11（金）18:30 青少協との会 三役対応 メルパルク１階レストラン奥 

・10/15（火）10:00 県退職校長会と県Ｐの会 市Ｐへの参加依頼 県総合福祉センター 松島、日髙 

・10/18（金）19:30 総務委員会 中央公民館 ５階中会議室３ 

・10/23（水）14:00 日Ｐ協議会代表者会 会長 東京 

・10/26･27（土･日） 九Ｐ福岡県大会 本市から255人参加予定 第１分科会で尾ノ上小発表 前日：打合せ 

・11/ 1（金）15:30 高Ｐ・県Ｐ・市Ｐとの会 三役対応 中央公民館３階 中会議室３ 今年は市Ｐ担当 

・11/ 4（月）16:30 教育文化ﾌｫｰﾗﾑ美術展 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 

・11/ 6（水）～12（火）教育文化ﾌｫｰﾗﾑ美術展 ﾊﾟﾚｱ８階 ふれあいｷﾞｬﾗﾘｰ 総務委受付担当 

・11/ 7（木）19:00 常任理事会 中央公民館３階 中会議室３ （18:00 三役会） 

・11/10（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 

・11/12（火）16:30 教育文化ﾌｫｰﾗﾑ美術展 作品撤去･搬出 ﾊﾟﾚｱ８階 ふれあいｷﾞｬﾗﾘｰ 総務委 

・11/15（金）14:00 日Ｐ 年次表彰式 東京ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ 会長・受賞者（日Ｐ個人表彰３名推薦中） 

・11/23（土）13:30 市Ｐ創立70周年記念研究大会 市民会館大ホール 18:00 祝う会 ﾎﾃﾙｷｬｯｽﾙ 

・11/29（金）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 

・12/ 5（木）18:00 常任理事会 中央公民館３階 中会議室３？（三役会なし） 

・12/ 6（金）14:00 九Ｐ理事・事務局長会 熊本市 主として九Ｐくまもと企画委で対応 

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

①名義後援 「復活！熊本城スケッチ大会」主催：一社団法人 くまもと 21の会 （昨年度から後援） 

②名義後援 「第 3回こどもお仕事体験イベント・・』」主催：県中小企業家同友会他（毎年後援）  

③名義後援 「子育てｾﾐﾅｰ・子育て教室・子ども倫理塾」主催：一社団法人倫理研究所 (毎年後援)  

④名義後援 「そがみまこと仲間たちコンサート ～うたの大収穫祭～」主催：同実行委員会（毎回後援） 

⑤名義後援 「スペシャルオリンピックス日本・熊本地区大会」主催：同法人 (毎年後援) 

⑥名義後援 「ユニセフ『スマホサミット』in熊本」主催：熊本県ユニセフ協会 (毎回後援) 

⑦名義後援 「HAPPY PARK ～街中×子育て×遊園地～Yol.2」主催：同プロジェクト（昨年から後援） 

⑧単Ｐ配付 ○市立図書館だより９月号  ○市発達障がい支援センター「発達障がい出前講座」案内 

（7）その他 →時間短縮に向け、可能な範囲で事前情報提供やLINE等の活用を  

（8）閉 会 

10月常任理事会の開催について（ご案内） 

令和元年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   令和元年10月３日（木）  ○三役会 18時～  ○常任理事会 19時～ 

２ 場 所   中央公民館３階 中研修室３ 

３ 内 容  ＜中央区Ｐ＞ 司会：佐藤準一 副会長   記録：岡﨑淳司 常任理事 

・11/23（土）70周年記念研究大会・祝う会の件 ・プール開放の件（反省と志向） 

・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 


