
常任理事会記録 令和元年12月常任理事会 

 

１ 日 時  令和元年12月5日（木）18：00   三役会 なし    

２ 場 所  中央公民館５階 中会議室３ 

３ 内 容   ＜西区＞ 司会：林田将希 副会長   記録：中村幸香 常任理事 

 (1)  開  会 

（2）出席者数 18名 →成立 松島、佐藤、松本、林田、橋口、日髙、井手、及川、田中哲、福島、嘉悦 

吉山、中村、今村、倉田、西本、松崎、山本 （欠）岩﨑、岡﨑、田中敦 

（3）会長挨拶 →70周年記念研究大会・祝う会の無事成功に感謝とお礼 

（4）参与挨拶 

・教育委員会より（中山指導主事）→70周年記念事業取り組みへの敬意と慰労 挨拶運動へのお礼 

   ・小学校長会・中学校長会より →ご欠席 

（5） 議 事 

① 審議事項 

② 協議事項 

 ア 11/23（土）市Ｐ研究大会・祝う会を終えて（教養委、70周年実行委）        ＜資料1＞ 

     →研修会参加者845名（内Ｔ会員59）アンケートから 収支報告 祝う会も成功であった 

イ  2/22（土）会長理事懇談・懇親会の件（総務委） →さらに検討 1/9提案予定   ＜資料2＞ 

ウ  3/14（土）新任研の件（厚生委）・会計研の件（総務委） →さらに検討      ＜資料3＞ 

   エ  市Ｐ会報第131号発行の件（広報委） →全員でチェック 12/9校了予定     ＜別紙資料＞ 

③ 報告事項 

ア 各委員会より  

 1）総務委員会  11/10（日）教育・文化フォーラムを終えて              ＜資料4＞ 

     →11/10ﾌｫｰﾗﾑ参加者185名 美術展閲覧者398名 井芹中合唱部・銭塘小児童の発表、 

白坪小ＰＴＡの活動紹介いずれも素晴らしいとの感想 総務委員さん方の活躍に感謝 

 2）厚生委員会 5）広報委員会 →特になし 

 3）教養委員会 →11/26（火）第４回委員会（研究大会の振り返り）・懇親会 

 4）健安委員会 →12/14（土）委員会 

イ 各区Ｐより 

 1) 中央区 →1/26（日）13時～中央区研修会「ネットモラルキャラバン隊セミナー」 

 2) 東区  →12/13（金）定例会 

 3) 西区  →2/1（土）14:00研修会 西部公民館、18:45交流会 ﾆｭｰｽｶｲﾎﾃﾙ 

  4) 南区  →12/13（金）懇親会、1/19（日）10:00研修会 天明ホール 

  5) 北区  →12/1(日)ﾊﾞﾚｰ大会（市Pﾙｰﾙ部門，ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ部門），1/26(日)午前研修会＠市民会館 

ウ 三役各担当より（11/28（木）三役会報道他）                        ＜資料5＞ 

      →①市Ｐ総合保障制度 次年度から新４プランに ②12/5県Ｐとのふれあい読書研修 

       有意義なうちに終了 市Ｐから５校８名参加 ③九Ｐくまもと大会進捗状況等報告 

       ○市Ｐ担当分科会の趣旨等を12月をめどに検討 ○参加の目安一覧を単Ｐに周知予定 

      ④12/17（火）19:00 行事予算委員会 中央公民館５階中会議室３ 

 エ 11月分本会計執行状況（会計理事） →報告・説明 質疑特になし          ＜資料6＞ 

オ 諸会議等報告（充て職他） →（中村）明るい選挙推進協議会 （井手）市民ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀ実行委 

（及川）子どもの命と権利を守る活動推進協議会、学校給食会理事会 

カ 事務局より →・1/7（火）市Ｐ一斉あいさつ運動の実施について          ＜資料7＞ 

             ・熊日新聞ｺﾝｸｰﾙ（小中学校ＰＴＡ新聞の部）について 



～今後の予定（12・１・２・３月）～ 

・12/ 6（金）14:00 九ブロ理事・事務局長会 ザ･ニューホテル熊本にて（会長・日髙・事務局２） 

・12/12（木）15:30 1/26（日）ﾈｯﾄﾓﾗﾙｷｬﾗﾊﾞﾝ研修会実行委 県Ｐ事務局（両会長・事務局長・講師他） 

・12/12（木）19:00 プール検討委 市教委７階会議室（会長･佐藤･及川･嘉悦･林田･橋口･田中敦･事務局） 

・12/14（土）19:00 健安委員会 

・12/17（火）19:00 行事予算委（主査 総務委 会長・会計理事・各委員長・市Ｐ担部会長）中央公民館 

・12/19（木）10:00 1/26（日）ﾈｯﾄﾓﾗﾙｷｬﾗﾊﾞﾝ研下見・打合せ 熊本城ﾎｰﾙ（関係者、中央区Ｐから） 

・12/28（土）～1/ 6（月）年末年始 事務局閉局 

・ 1/ 7（火）３学期始業式朝 市Ｐ主催「一斉あいさつ運動」 

・ 1/ 9（木）15:00 第16回 九Ｐくまもと企画委員会 中央公民館５階 和茶室 三役（各区代表） 

・ 1/ 9（木）19:00 １月常任理事会 中央公民館５階 中会議室３（18:00 三役会） 

※ 1/14（火）18:30 「学校改革！教員の時間創造ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ」ｳｪﾙﾊﾟﾙ１階大会議室（市教委から参加呼びかけ） 

・ 1/14（火）いじめ防止標語締切 → ～1/17（金）東京の実行委へ送付 

・ 1/19（日） 9:30 南区研修会（熊本教育振興会との共催）天明ホール 

・ 1/26（日）10:00 北区研修会 市民会館大会議室 

・ 1/26（日）13:00 ネットモラルキャラバン研修会（中央区Ｐ研修会を兼ねる）熊本城ﾎｰﾙ･ｼﾋﾞｯｸﾎｰﾙ 

・ 2/ 1（土）14:00 西区研修会 西部公民館 並びに交流会（18:45 ANAﾆｭｰｽｶｲﾎﾃﾙ）  

※ ～2/ 4（火）単Ｐ研助成制度応募審査（教養委市Ｐ理事：北区） → 2/6常任理事会で提案 

・ 2/ 5（水）17:00 第17回九Ｐくまもと企画委員会 中央公民館５階 中会議室３ 

・ 2/ 6（木）２月常任理事会 中央公民館５階 中会議室３（18:00 三役会） 

・ 2/ 7（金）九ブロ幹部研修会 北九州市にて 会長以下４名 

・ 2/20（木）日Ｐ委員会・臨時総会 会長 東京 

・ 2/22（土）15:00予定 会長懇談会 山本屋食堂 （1/9には確定 案内状発送） 

※ 2月中 ＣＰプラン推進委員会（次年度募集要項等策定）予定 →３月常任理事会へ 

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

・ 3/14（土）9:30予定 新任研・会計研 パレアホール・会議室１ （2/6には確定 案内状発送） 

・ 3/17（火）14:00 九Ｐ事務引継ぎ会 県総合福祉センター 福岡県Ｐ・北九州市Ｐと三者で 

・ 3/20･21･22(金土日)のいずれか 午後 熊日新聞コンクール（ＰＴＡ新聞の部）表彰式 

・ 3/25（水）～29（日） 日Ｐ国内研修（中２生男女各１名 沖縄 読谷村へ） 

・ 3/27（金）午後 いじめ防止標語コンテスト表彰式（小中生と保護者計４名） 東京 

（6）名義後援他依頼 →すべて承認                              ＜資料8＞ 

①名義後援 「日本教育会熊本県支部講演会」主催：同会 熊本県支部 1/11（土）14時 県劇 

②名義後援 「第51回 TKU･NTT西日本熊本支店 春の子どもｽｹｯﾁ大会」主催：TKU･NTT西日本熊本支店 

③名義後援・単Ｐ配付 「学校改革！教員の時間創造シンポジウム」主催：市教委 1/4（火）18:30 

④名義後援 「九ブロ性教育研究大会」主催：県性教育研究会 2/15（土）熊大記念館（毎年後援） 

（7）その他 

（8）閉 会 

令和２年１月常任理事会の開催について（ご案内） 

令和２年１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２年１月9日（木）  ○常任理事会 19時～ （三役会 18時～）   

２ 場 所   中央公民館５階 中会議室３ 

３ 内 容  ＜南区＞ 司会：橋口健二 副会長   記録：日髙加寿美 市Ｐ担当副会長部会長 

・2/6（金）九ブロ幹部研修会の件        ・2/22（土）会長懇談会の件（総務委）  

・3/14（土）新任研：厚生、会計研：総務の件   ・その他   ※総会資料は毎回是非ご持参を 


