
平成30年 10月常任理事会 

１ 日 時  平成30年10月４日（木）19：00   三役会 18：00  

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：上木崎純幸 副会長   記録：境 真紀 常任理事 

(1) 開  会 

（2）出席者数 20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、橋口、渡邉、西本、境 （欠席）堀江 

（3）会長挨拶 →9/1314指定都市北九州市大会は勉強になった 地震後の札幌市から11月に視察研修：防災  

対応等を話題にしたい 九Ｐ鹿児島大会等では、進んで他との情報交換・交流を 

（4）参与挨拶 

・教育委員会より（倉橋主任主事）→暑さから一転肌寒い季節に ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞも発生 今夏は全学校・教室に

配置のｸｰﾗｰが威力発揮 現在ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｻﾎﾟｰﾀｰとして学校を回っている 修学旅行も真っ最中 

   ・小学校長会より（平生校長）・中学校長会より（出﨑校長） →公務のためご欠席 

（5）議 事 

① 審議事項 

ア 11/17（土）市Ｐ研究大会の実施について（教養委）                  ＜資料1＞ 

→文書表記・会場使用料・全体会場設営手順等の確認・検討 案内文は以後三役預かり 

② 協議事項 

 ア 10/10（水）18:30 プール検討委に向けて（健安委・三役・事務局）            ＜資料2＞ 

        →実施後詳細の確認、アンケート結果を参考に今夏及び今後の課題等を協議 

イ 11/22（木）18:00 教育文化ﾌｫｰﾗﾑ反省会・退職校長会との会（総務委・事務局）       ＜資料3＞ 

         →役割分担… 懇談会司会：鹿子木、活動紹介：松島、懇親会司会：田中、閉会の辞：松本 

 ウ 12/6（木）13:00「ふれあい読書研究会」中間報告会の件（三役 担当）           ＜資料4＞ 

       →読書プラン承認校から各区１校を選出（10月中を目処に）当該校に正式依頼状を発送 

エ 日Ｐ主催：国内研修事業 市Ｐ推薦：中２生男女各１名 9/20発送済 ～10/12(金)     ＜資料5＞ 

     →各区定例会等で呼びかけを 

③ 報告事項 

ア 各委員会より  

  1）総務委員会  →10/15（月）10:00第2回教育文化ﾌｫｰﾗﾑ実行委 10/19（金）委員会 

  2）厚生委員会 →暑さ対策で、市Ｐバレー大会開催時期変更の声も有り 

  3）教養委員会 →11/17（土）市Ｐ研究大会に向けて活動中 

  4）健安委員会 →11/27（火）研修会予定（県立大 小薗先生 パレア会議室7にて） 

  5）広報委員会 →市Ｐ会報（第128号：ﾓﾉｸﾛ 12/10発行予定）執筆・分担について     ＜資料6＞ 

  6）市Ｐ担部会 →特になし 

イ 各区Ｐより 

  1) 中央区 →9/26（水）定例会、1/26（土）午前 研修会、2/9（土）スキルアップ研  

   2) 東区 →9/14（金）定例会、9/23（日）東区民まつり 

   3) 西区 →9/27（木）理事会、2/2（土）研修会・交流会 10/27（土）鹿児島でも交流会開催 

    4) 南区 →9/27（木）運営委、2/9（土）午後 研修会 2/22（金）年度末総会 

    5) 北区 →9/29（土）北区子どもまつり、北区バレーボール大会、2/9（土）午前 研修会 

ウ 三役各担当より（10/3（水）三役会報道他） →9/1314(木金)指定都市北九州市大会報告 ＜資料7＞ 

〇10/2728(土日)九Ｐ鹿児島大会最終確認、〇11/10(土)県Ｐ球磨大会紹介、 

〇11/28～30(水～金)札幌市Ｐ視察研修の件、〇1/26(土)高槻市Ｐ研究大会への参加の件 

〇1/27(日)日Ｐ記念ｼﾝﾎﾟｼﾞｭｰﾑ参加の件、〇日Ｐ三行詩ｺﾝｸｰﾙ日Ｐ会長賞受賞：前渕紘志君 

〇いじめ防止標語ｺﾝﾃｽﾄの件・・学校と連携し応募を(来週発送)、〇国内研修呼びかけを 

エ 会計理事より ９月分会計執行状況 →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：市学校保健会理事会、前渕：市教委事務事業点検評価会議、松島：JAIA地域懇談会 

松島：県PTA教育振興財団理事会、上木崎：市学校給食会物資購入委員会 

磯田・松本：陸上自衛隊西部方面隊創隊63周年記念行事 

常任理事会記録 



カ 事務局より ～今後の予定（10・11・12・1月）～ 

・10/ 5（金）18:30 市青少協との懇談・情報交換 メルパルク（三役対応） 

・10/10（水）18:30 プール開放検討委員会 市教委７階会議室 三役・健安委（北区） 

・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 

・10/17（水）19:00 教養委員会（市Ｐ研究大会の件） 大江公民館Ｃ会議室  

・10/19（金）19:30 総務委員会（教育文化ﾌｫｰﾗﾑの件他） パレア会議室８ 

・10/23（火）19:00 三役会 中学生国内研修審査他 事務局 

・10/24（水）10:30 日Ｐ代表者会・委員会 会長 東京 

・10/25（木）11:20 保健科学大学下見（市Ｐ研究大会に向け） 教養委員・三役有志  

・10/27･28（土･日） 九Ｐ鹿児島大会 ８分科会 本市から248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/ 2（金）13:00 日Ｐ少年問題シンポジューム 会長 東京 

・11/ 5（月）17:00 教育文化ﾌｫｰﾗﾑ 作品搬入･展示 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 

・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（希望者参加可 参加費2000円） 

・11/13（水）16:30 教育文化ﾌｫｰﾗﾑ 作品撤収 

・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 

・11/27（火）19:00 健安委研修会 パレア会議室７ 

・11/2829（水木）  札幌市Ｐとの懇談・交流（札幌市Ｐ国内研修対応） 

・12/ 6（木）13:00 ふれあい読書 パレア10階 会議室７ 会長・ＣＰプラン推進委 

・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 

・12/23（日）13:30 日Ｐ三行詩表彰式 会長・受賞者 

 ・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周年記念シンポジューム 会長・松島副会長 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：常任理事 

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

①名義後援 第66回「熊本小児保健研究会」 主催：同会 1/27（日）13時 参加費2千円（毎年後援） 

②名義後援 第15回ｽﾍﾟｼｬﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽ日本・熊本地区大会 主催：同法人 10/20～11/4（毎年後援） 

③名義後援 「ユニセフセミナー2018」 主催：県ユニセフ協会 11/18（日）現代美術館（毎年後援） 

④協賛及び参加依頼 「第37回 市青少年健全育成大会」 主催：市・市青少協 11/16「（金）（毎年承認） 

（7）その他 

（8）閉 会 

11月常任理事会の開催について（ご案内） 

平成30年11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11月１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  ＜中央＞ 司会：磯田圭輔 副会長  記録：小崎愛季 常任理事 

・11/17（土）市Ｐ研究大会の件 ・11/18（日）教育文化ﾌｫ-ラムの件 ・次年度プール開放の件 

・各委員会の11・12・１・２月行事等  ・その他         ※総会資料は毎回是非ご持参を 


