
常任理事会記録 

令和２年11月常任理事会 

 

１ 日 時  令和２年11月５日（木）19：00   三役会 18：15 

２ 場 所  中央公民館７階 ホール 

３ 内 容   ＜中央区＞ 司会：佐藤準一 副会長  記録：寺井伸行 常任理事 

（1）開  会 

（2）出席者数 22名 →成立 松島、佐藤、吉田、林田西本、日髙、田中博、小嵜、岡﨑、髙梨、寺井、福島 

川口、山本、吉山、今村、北岡、井手、米村、田中敦、北里、太田 （欠）橋口(三役会は出席) 

（3）会長挨拶 →先月やっと新旧常任理事引継ぎができた。10/10（土）九Ｐくまもと大会特別分科会２「おやじ

の会ミーティング」も盛況であった。関係の皆さん大変お世話になりました。 

（4）参与挨拶 

・教育委員会より（中山指導主事）→「Kumamoto Education Week 2020」資料をもとに説明 無料であり、

是非予約し視聴を 各単Ｐにも伝えて頂ければありがたい。 

   ・小学校長会より（西田校長）→半日運動会を通して改めて学校の大切さを実感 タブレット一人１台１月

までに配付完了予定 活用に期待 小から中まで個人で継続利用 

        ・中学校長会より（小田校長）→中３共通テスト年１回に 約半数校が12月中に修学旅行 行き先や班行動

等一部変更も オンラインで選挙演説 保護者向けタブレット研修実施 

（5） 議 事 

① 審議事項 

 ア ＣＰプラン２次募集分の審査及び区からの推薦について（ＣＰプラン推進委）      ＜資料1＞ 

     →○15件全て承認 ○今後これまで応募実績のない単Ｐに声掛け・推薦していきたい 

 イ 次年度夏休みプール開放予定調査及び今後について（三役・プール開放検討委）     ＜資料2＞ 

     →○水泳授業可も前提にして文書を再検討 →三役承認後、中学校に発送 

② 協議事項 

ア 11/10（火）15:30 小中校長会役員との懇談会 市民会館会議室７（三役・厚生委）   ＜資料3＞ 

    →○出欠予定 小：10、中：7、Ｐ：18or19 計：35or36人 ○２脚×５脚のロ型に配置 

イ 日Ｐ経由、大学研究室から中学生へのアンケ－ト調査依頼（三役・事務局）       ＜資料4＞ 

    →常任理事等所属単Ｐ執行部等で、可能な範囲で依頼し実施したい 

ウ 九Ｐくまもと大会誌「特別分科会２」（企画委、教養委：中央区）           ＜資料5＞ 

    →○修正箇所等気づきを岡﨑委員長へ ～11/10(火) ○12/4九Ｐ理事会で配付後、九州 

管内4500全小中学校に配付予定 ○動画２種紹介 県Ｐ市Ｐ両ＨＰから閲覧可の予定 

③ 報告事項 

ア 各委員会より  

  1）総務委員会  3）教養委員会 4）健安委員会 →特になし 

  2）厚生委員会 →３月に新任研修会を予定 

  5）広報委員会 →気づき等あれば、11/9（月）までに全体LINEにて       ＜第133号：資料6＞ 

11/13（金）18:30 広報委 パレア会議室９  

イ 各区Ｐより 

 1) 中央区 →11/20（金）19:00 定例会 パレア会議室 

 2) 東区  →10/15（木）13:00 校内副会長懇談会 他区での声掛けにお礼 

       12/18（金）19:00 定例会・校内副会長懇談会 東部公民館 

3) 西区  → 1/30（土）18:00 研修会・交流会 ザ･ニューホテル 

4) 南区  →10/31（土）12:00 スキルアップ研 ＡＮＡニュースカイホテル 

5) 北区  →10/29（木）19:00 定例会・スキルアップ研（ＣＰプランで詳細説明予定） 

1/24（日）    北区研修会（熊大 前田先生）熊本城ホールにて 



ウ 三役各担当より（10/27三役会報道他）                           ＜資料7＞ 

  →○南区での水難事故再発防止に向け、浮き輪の設置等予防・啓発策を消防等と協議中 

エ 10月分本会計執行状況（田中会計理事）→報告・説明 会員数確定 1165名の減            ＜資料 8＞ 

オ 諸会議等報告（充て職他） → （西本・髙梨）小中一貫教育懇談会           ＜小中一貫：資料 9＞ 

      （髙梨）社会福祉審議会児童福祉専門分科会、（川口・太田）学校給食運営協議会 

      （川口）民生委員推薦委員会、（米村・井手）学校給食会物資検討委員会 

      （田中敦）県青少年安全・安心ネット利用促進連絡会（書面開催）→回覧 

カ 事務局より                                        ＜資料10＞ 

   ①市Ｐ総合保障制度加入状況 ②文科大臣表彰、日Ｐ団体・個人表彰、日Ｐ広報誌コンクール結果 

   ③Ｒ元年度（R2-3開催中止）国内研修事業収録集発行の件 ④単Ｐ研助成制度応募 現在なし 

～今後の予定（11・12・1・2・3月）～ 

・11/10（火）15:30 小中校長会との懇談会 市民会館会議室７ 

・11/13（金）18:30 広報委員会 パレア会議室９ 

・11/25（水）～27（金）ＣＰプラン２次（読書プランのみ）助成金支給 市Ｐ事務局 

・11/27（金）午後  日Ｐ年次表彰式 東京 文科大臣表彰：尾ノ上小、日Ｐ個人表彰：松本知樹氏 

・12/ 3（木）18:00 常任理事会 中央公民館 ６階大会議室３（三役会なし） 

・12/ 4（金）15:00 九Ｐ理事 北九州市（九Ｐくまもと大会誌の配付予定）会長 

・12/26（土）～1/ 5（火）年末年始 事務局閉局 

・ 1/ 8（金）３学期始業式朝 市Ｐ主催あいさつ運動 

・ 1/14（木）１月常任理事会 中央公民館７階 ホール（18:00 三役会） 

・ 1/15（金）いじめ防止標語締切 →その後、～1/20（水）までに本部実行委へ送付 

・ 1/22（金）単Ｐ研助成応募締切 →市Ｐ理事教養委(中央区)で審査 →2/4（木）常任理事会で提案 

※ ～2/2（火）次年度行事（予算）案を策定（行事予算委 主査：総務委）→ 2/4（木） 〃 で提案 

・ 2/ 4（木）19:00 常任理事会 （予定）中央公民館     （18:00 三役会） 

・ 2/ 5（金）    九Ｐ幹部研修会（予定）沖縄 （予定）会長以下４名 

・ 2/16（火）～19（金）ＣＰプラン・単Ｐ研助成金支給 市Ｐ事務局 

・ 2/18（木）11:30 日Ｐ委員会・臨時総会・代表者会 東京 会長 

・ 当初予定 2/20（土） 会長懇談会（実施可否を含めて今後検討） 

・ 3/ 4（木）19:00 常任理事会 （予定）中央公民館     （18:00 三役会） 

・ 当初予定 3/13（土） 新任研・会計研（実施可否を含めて今後検討） 

・ 3/26（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 

※ R4年度からの、現プール開放事業に代わる（または含む）市教委助成事業検討会 →いずれ案内 

    （6）名義後援他依頼 →承認                                     ＜資料11＞ 

①名義後援 「童謡歌い初め大会」お年玉コンサート 主催：(株)童謡 1/17(日) （毎年後援） 

②単Ｐ配付 「大腸がん検診が郵送で受診できます」市健康づくり推進課から 各校３部 

（7）その他 

（8）閉 会 

令和２年12月常任理事会の開催について（ご案内） 

 令和２年12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12月３日（木）   ○常任理事会 18時～ （三役会 なし）   

２ 場 所   中央公民館 ６階大会議室３（終了後 忘年会？）会場（       ） 

３ 内 容  ＜東区＞ 司会：吉田英太郎 副会長   記録：川口葉子 常任理事 

・各委員会の12・１・２・３月行事等について  ・会長懇談会の件 

・新任研・会計研の件  ・その他             ※総会資料は毎回是非ご持参を 


