
常任理事会記録   令和元年５月 新旧常任理事会 

 

１ 日 時  令和元年５月9日（木）19：00   三役会（新旧）18：00  

２ 場 所  大江公民館 ２Ｆ会議室Ｃ 

３ 内 容   ＜西区＞ 司会：前渕洋子 副会長  議事録作成者：堀江美穂 常任理事 

※ 「子どもﾌｫｰﾗﾑ」共催依頼 市教委人権教育指導室より 平生室長、木下社教主事 

（1） 開 会   

（2） 出席者 30名 →成立 (別紙 H30・R元年度名簿参照) 

（現）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 

田中哲、嘉悦、今村、堀江、橋口、西本、境、 （欠）渡邉 

（新：推薦名簿による）岩﨑、井手、岡﨑、福島、吉山、中村、倉田、田中敦、山本、富田（欠）松崎 

（3）会長挨拶（含：参与紹介） →退任される方お疲れさまでした 新しく就任される方も含め、70周年

事業や九Ｐ大会など大切な年、皆さんで頑張っていってください。  

（4）参与挨拶 

・教育委員会 藤田 健 教育政策課 主査（前任者） →常任理事等への敬意とお礼のお言葉 様々

な教育改革、今後もお世話になります。 

小原 恵二 青少年教育課 主幹 →今年度から青少年教育課（地域教育班）が 

担当課に 自己紹介とご挨拶 

・小学校長会 福田衣都子 銭塘小学校 校長 →自己紹介とご挨拶 

   ・中学校長会 浦邉 亮一 帯山中学校 校長 →自己紹介とご挨拶 

（5） 議 事（入る前に、常任理事等区毎の紹介：平成30･令和元年度名簿参照） 

① 審議事項 →いずれも承認                                   

ア 総会運営・進行役割分担（参考:進行表） →決定後承認 当日欠席者確認     ＜資料1＞ 

イ 6/1（土）市Ｐ定期総会要項（案）に関して（各担当、事務局）          ＜資料2＞ 

       P2～ 表彰者名簿 ｐ9 役員等推薦名簿 ｐ11～13 行事予算 p14 宣言文（案） 

            →各々提案後協議 表彰は細則の再確認後 →申請通り承認 

ウ 充て職（関係団体委員等）の分担について →別紙のとおり決定 承認      ＜資料3＞ 

エ 6/29（土）合同研修について（教養委・市Ｐ担部会） →6/1総会後案内状発送   ＜資料4＞ 

オ 市教委への質問・要望等について（健安委・市Ｐ担部会）            ＜資料5＞ 

② 協議事項                                     

ア 市Ｐバレーボール大会について（厚生委）                   ＜資料6＞ 

イ 夏休みプール開放に伴うフォロー研期日・提出書類について（健安委）      ＜資料7＞ 

ウ 6/1（土）新旧常任理事会歓送迎会の実施について（総務委・事務局）         ＜資料8＞ 

③ 報告事項 

   ア 各委員会等から                       ＜教養委・広報委：資料9＞ 

1）総務 →5/22総会資料作り       2）厚生 →次回はバレー大会ルール等の確認  

3）教養 →資料9-1 委員会報告 合同研等  4）健安 →6/14委員会 テーマ決め  

5）広報 →資料9-2 会報発行計画     6）市Ｐ担部会 →4/12新旧会実施  

  イ 各区Ｐ連より                          ＜北区報告書：資料10＞ 

 1) 中央区 →4/20総会済 6/12定例会   2) 東区 →4/26総会済 6/20定例会 

3) 西区 →5/16総会予定         4) 南区 →4/11運営委 5/10総会予定 

5) 北区  →4/27総会済 資料10 研修会報告 

ウ 三役各担当より →特になし 

エ 会計理事より ４月分会計執行状況 →報告・説明 質疑特になし        ＜資料11＞ 

オ 諸会議等（充て職等における）報告 →（上木崎）市学校給食会物資購入委員会 



カ 事務局より  ①令和元年度優良PTA文科大臣表彰の件 →早めの推薦を       ＜資料12＞ 

②会員数等調べ（会員以外の数も調査中） ③市Ｐﾊﾞﾚｰ練習場確保申込 5/7（火）～6/5（水） 

※（新任）常任理事等調べ（本日調査：事務局とのメール送受信確認を） 

～今後の予定から 

・ 5/22（水）19:00 市Ｐ総会資料作り 清水コミセン 総務委 

・ 5/25（土）13:00 日Ｐ委員会 会長 東京 

・ 5/30（木）19:00 新三役会 事務局 

・ 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/ 1（土）18:00 新旧常任理事等歓送迎会 瑞恵 会費一人５千円（各区Ｐから） 

・ 6/ 4（火）18:30 厚生委員会 パレア10階 会議室７ 

・ 6/ 6（木）16:00 第９回企画委員会（九Ｐ熊本大会への県Ｐとの会）大江公民館 会議室Ａ 

・ 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）19:00 健安委員会 パレア９階 会議室９ 

・ 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 

・ 6/18（火）19:00 市教委への質問検討・整理 健安委・市Ｐ担部会  

・ 6/21･22（金･土） 日Ｐ定期総会・研修会 東京 会長 

ﾌﾟ) 6/22（土）10:00 ﾌﾟｰﾙ開放ﾌｫﾛｰ研（北区Ｐ）植木文化ｾﾝﾀｰ（北区役所横） 

・ 6/25（火）～27（木）市Ｐバレー申込期間 市ｐ事務局へ直接 申込書と３千円 

・ 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 

ﾌﾟ) 6/30（日）13:00 専属監視員向け資格取得講習会1/2（直接雇用校は留意のこと） 

・ 7/ 2（火）19:00 厚生委員会（バレー大会に向けて） 会場： 

ﾌﾟ) 7/ 3（水）19:00 ﾌﾟｰﾙ開放ﾌｫﾛｰ研（北区Ｐ）植木文化ｾﾝﾀｰ（北区役所横） 

・ 7/ 4（木）19:00 常任理事会 大江公民館 ２階会議室Ｃ（18:00 三役会） 

ﾌﾟ) 7/ 7（日）① 9:30 ②11:00 ﾌﾟｰﾙ開放ﾌｫﾛｰ研（市教委主催）市青年会館、午後:専属監視員講習2 

ﾌﾟ) 7/ 7（日）①13:00 ②14:30 ﾌﾟｰﾙ開放ﾌｫﾛｰ研（中央区Ｐ）大江公民館大ホール 

ﾌﾟ) 7/ 9（火）①13:00 ②16:00 ﾌﾟｰﾙ開放ﾌｫﾛｰ研（西区Ｐ）西部公民館（西区役所横） 

ﾌﾟ) 7/13（土）①13:00 ②14:30 ﾌﾟｰﾙ開放ﾌｫﾛｰ研（南区Ｐ）幸田公民館 

ﾌﾟ) 7/14（日）①13:00 ②15:00 ﾌﾟｰﾙ開放ﾌｫﾛｰ研（東区Ｐ）東部交流ｾﾝﾀｰ（東部環境ｾﾝﾀｰ横） 

・ 7/25（木）19:30 市Ｐﾊﾞﾚｰ抽選会 中央公民館７階ホール 

（６）名義後援他 依頼 →すべて承認                         ＜資料13＞ 

  ①名義後援 「第12回 くまもと水検定」主催：熊本市 ３級～１級（毎年後援） 

②名義後援 「第27回 アフリカ子どもの日 in kumamoto」主催：県ユニセフ協会 7/6･7（毎年後援） 

③名義後援 「第3回九電･熊日ぼくとわたしの「あかるい」絵画ｺﾝｸｰﾙ 主催：熊日･九電（毎年後援） 

④名義後援 「第27回汀女顕彰俳句大会」主催：画図校区まちづくり委員会（毎年後援） 

⑤理事会配付「市長とドンドン語ろう」5/9～ 各区での会への参加呼びかけを 

⑥単Ｐ配付 「５月 図書館だより」 

⑦単Ｐ配付 「第６期 はあもにい ｳｨﾒﾝｽﾞｶﾚｯｼﾞ」主催：市男女共同参画ｾﾝﾀｰはあもにい 

（７）その他 

（８）閉 会                          ※総会資料は毎回是非ご持参を 

令和元年６月 常任理事会の開催について（ご案内） 

 令和元年６月の熊本市ＰＴＡ協議会常任理事会を、下記のとお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６月６日（木）19時～ （三役会 18時～） 

２ 場 所   大江公民館 ２階会議室Ｃ 

３ 内 容  ＜東区＞ 司会：松本知樹 副会長  議事録作成者：嘉悦奈津子 常任理事 

・各委員会の６・７・８月行事等の件   ・6/29（土）合同研修会、懇親会の件 

・諸機関・団体との教育懇談会の件    ・その他 


