
常任理事会記録 平成31年３月常任理事会 

 

１ 日 時  平成31年３月７日（木）19：00   三役会 18：00  

２ 場 所  大江公民館 会議室Ｃ 

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） 出席確認 19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、、渡邉、境、（欠）橋口、西本 

（3） 会長挨拶 →年度末、参与の皆さまへのお礼 ﾌﾟｰﾙ・会長懇談会等行事無事終了 振り返りを大切に 

（4） 参与挨拶 

・教育委員会より（倉橋主任主事） →改めて学校教育のすばらしさを実感 大きく変化する教育界  

市Ｐ役員の皆さんの熱意・努力・奉仕の精神に敬意  

・小学校長会より（平生校長） →本日まで公立入試そして卒業式 学校の日々は濃い 子どもたちの 

成長に関われる幸せ 参与２年間、役員の方々の働きを他に伝えたい 

・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 →なし 

② 協議事項 

 ア 3/16（土）主催研（Ａ新任・Ｂ会計・Ｃプリント）直前確認等（各担当）         ＜資料1＞ 

      →○Ａ未提出は区で連絡 ○学内Ｐ：講師2 役員各区3+α 3/15実行委時に駐車券配付  

○受付Ａ小崎･前渕 Ｂ嘉悦･及川 Ｃ境･佐藤 ○司会Ａ日髙 Ｂ田中 Ｃ谷口 ○Ｐ係下見を 

 イ 九Ｐくまもと大会の件（含:3/6検討委報告 三役） →○概要と市Ｐ担当等報告      ＜資料2＞ 

      ○3/15(金)10時 実行委 出欠報告～12 ○ｱﾄﾗｸｼｮﾝ候補推薦を ○ｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ応募推進を 

ウ 2/20（水）市Ｐ主催「プール開放情報交換会」を終えて（健安委担当）          ＜資料 3＞ 

→結果を市教委へ提出済 4/16説明会前に次年度要項等を検討予定 単Ｐへ情報周知を 

エ 2/23（土）会長懇談会を終えて（総務委担当）  →各班の概要を報告 総務委で集約を      ＜資料 4＞ 

③ 報告事項 

ア 各委員会より  1）総務 →主催研への協力  2）厚生 6）市Ｐ担部会 →特になし 

3）教養 →市Ｐ研究大会のまとめ現在編集中 次回提案・発送予定 

4）健安 →プール意見等を市教委に伝える スマホの手引き取りまとめ中 次回提案・配付予定 

5）広報 →会報完成・各校への配送完了 執筆・編集等へのお礼      ＜回覧：市Ｐ会報 第129号＞ 

イ 各区Ｐより                          ＜研修報告（東・南・北区）：資料5＞ 

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

 2) 東区 →2/22年度末総会 3/13定例会    3) 西区 →3/13理事会 

  4) 南区 →3/23新旧引継ぎ・ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研      5) 北区  →2/9研修会 

ウ 三役各担当より（2/26三役会報道他）                         ＜資料6＞ 

    →1）九Ｐ福岡大会提言校推薦 ３月中に要旨提出 ４月選考決定  2）日Ｐ報道 

     3）単Ｐ研、計22校に助成決定  4）いじめ防止標語入賞者発表 3/29全国賞表彰式 

     5）書籍・講演会等の紹介：3/13（水）「レモンさんの元気の出る講演会」市人権教 

エ ２月分本会計執行状況 →報告・説明 質疑特になし                         ＜資料7＞ 

オ 諸会議等報告（充て職他）                   

    →及川：学校給食会理事会、佐藤：学校給食会評議員会、小崎・嘉悦：学校保健会、 

     小崎：民生委員推薦会、堀江：特別支援教育連携協議会、上木崎：学校給食会物資購入委員会 



カ 事務局より                                        ＜資料8＞ 

1）役員等の交通費支払いについて                  

2）30年度末役員等の異動予定・表彰確認及び申請書について 履歴書  

3）４月第１回委員会等案内状の発送について 

～今後の予定（３・４・５月）～ （※・・主要関連行事及び未確定行事等） 

※ 3/ 9（土）10:00 中学校卒業式 （2/14市Ｐから祝詞届け済み） 

・ 3/15（金）10:00 第１回九Ｐ熊本実行委員会 パレア10階 会議室７ 企画委+実行委（各区５名程度） 

・ 3/16（土）9:30～12:00 市Ｐ主催研（Ａ新任研・Ｂ会計研・Ｃプリント研） 崇城大学 担当 8:00集合 

・ 3/17（日）14:00 市Ｐ共催 熊日新聞ｺﾝｸｰﾙ(ＰＴＡ新聞の部)表彰式熊日本社（3/4：１次審査、3/8：最終審査） 

・ 3/19（火）14:30 九Ｐ大会引継会 福岡県吉塚合同庁舎503会議室 鹿児島県・福岡県・熊本県市 会長・事務局 

※ 3/20（水）10:00 小学校卒業式 （2/14市Ｐから祝詞届け済み）  

※ 3/22（金）小中学校修了式 

・ 3/26（火）19:00 市Ｐ70周年事業実行委員会 市Ｐ事務局 各区１名実行委・ＯＢ会長等  

・ 3/27（水）～3/31（日）中学生国内研修 沖縄県渡嘉敷村 当協議会から中２男女各１名参加 

・ 3/29（金）14:00 いじめ防止標語ｺﾝﾃｽﾄ表彰式 東京ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ  当協議会から小中各１名及びご家族参加 

※ 3月中に     ＣＰプラン推進委  →4/4常任理事会で提案 

※ 4月当初  会計監査 監事２名 事務局 

・ 4/ 4（木）19:00 常任理事会 大江公民館 会議室Ｃ（18:00 三役会） 

・ 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）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 

・ 4/18（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 

・ 4/23（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） 

・ 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 

※ 第２回行事予算委員会は、メール等を使って実施予定  

※ 各区Ｐ総会予定 中央：4/20(土) 東：4/26(金) 西：5/17(金) 南：5/10(金) 北：4/27(土) 

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

① 名義後援 「オハイエくまもと10周年記念 音楽がつなぐ命のコンサート」主催：同実行委 

 6/2（日）県劇ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ                      （毎年後援） 

② 名義後援 「熊本地震・東日本大震災報告写真展」主催・共催：熊本県ﾕﾆｾﾌ協会・熊本県・熊本市 

4/9（火）～21（日）県立美術館分館                （毎年後援） 

（7）その他  ○いずれ子どもにタブレットを配付し自宅で使えるようになるのか？ ネット利用は大丈夫か 

（8）閉 会         →現時点で予定はない。またフィルターがかけてあり安全。指導も継続していく 

 

４月常任理事会の開催について（ご案内） 

平成31年４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31年４月４日（木）  ○常任理事会 19時～ （三役会 18時～）   

２ 場 所  大江公民館 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 

・6/1（土）13:30 市Ｐ定期総会の件 ・4/16（火）プール説明会の件 ・4/23（火）県Ｐ

共済説明会の件 ・各委員会４～６月行事等の件 他   ※総会資料は毎回ご持参を 


