
常任理事会記録 
令和３年１月常任理事会 

 

１ 日 時  令和３年１月14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 会議室 

３ 内 容   ＜西区＞ 司会：林田将希 副会長   記録：今村吉宏 常任理事 

 (1) 開  会 

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

寺井、福島、川口、山本、今村、北岡、井手、米村、田中敦、北里、太田（欠）吉山 

（3）会長挨拶 →コロナ禍の諸対応は、今後も学校と連携・協力して進めたい。 

（4）参与挨拶 →感染拡大防止緊急事態宣言発令中に鑑み、出席をご遠慮いただいた。 

・教育委員会より（中山指導主事）→伝言：1/8（金）朝のあいさつ運動はお世話になりました。 

   ・小学校長会より（西田校長）→伝言：タブレットの貸し出しは小･中継続でなく小･中毎に返却に変更 

   ・中学校長会より（小田校長）→伝言：マスクや手洗いなど基本的事項のさらなる順守を生徒に話した。 

（5） 議 事 

① 審議事項（実施の可否決定や内容の検討・決定） 

ア 次年度市Ｐ事務局雇用の件（会長） →２人とも継続 承認                ＜資料1＞ 

イ ＣＰプラン追加申請３件承認、及び助成金支給の件（ＣＰプラン推進委） →承認     ＜資料2＞ 

ウ 2/20（土）会長理事懇談・懇親会実施の件（南：総務委・三役）            ＜資料3＞ 

→緊急事態宣言発出中であり一旦延期または中止とする。各区Ｐで周知する。 

② 協議事項（相談・意見交換・検討） 

ア 3/17（水）新任（会長・市Ｐ担副会長）研修会の実施について（北：厚生委・三役）   ＜資料4＞ 

    →Zoomを用いたリモート研修に変えたい 意見等あればLine等でお知らせを 

イ 市Ｐ会則 第５条（組織・会員）一部改正の件（三役・事務局）             ＜資料5＞ 

ウ 市Ｐ役員等選考規則一部改正の件（12/3一部改正後）（三役・事務局）         ＜資料6＞ 

→イ・ウ共に、提案・説明 意見等あれば事務局へ 

③ 報告事項 

ア 各委員会より   

1）総務 2）厚生 3）教養 →以上、特になし 

4）健安 次年度プール開放調査結果 →開放見込み20校前後 水泳授業の可否も現在未定  ＜資料7＞ 

      昨年度受託警備業者は次年度も受託可 コロナ対策等課題は多い 

5）広報 →市Ｐ会報第134号ではＣＰプランの紹介を予定 区Ｐからの情報があればお知らせを 

イ 各区Ｐより 

1) 中央区 2/7(日)or11(木祝)ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会 →中止、 3/5（金）定例会 パレアホール 

2) 東区 1/21（木）19:00 定例会 →中止 

2/ 6（土）13:00 研修会 テルサ（遠藤洋路教育長）Zoomにて配信予定 

3) 西区  1/30（土）18:00 研修会（総合支援課 田中慎一朗先生）、9:30  交流会 →中止 

4) 南区 2/13（土） 7:45～9:45 水難救助研修（着衣水泳、ﾗｲﾌｼﾞｬｹｯﾄ着用）ｱｸｱﾄﾞｰﾑ →動画配信 

5) 北区 1/24（日）10:30 研修会（熊大 前田康裕先生）熊本城ﾎｰﾙ会議室Ｂ＋Zoomにて 

ウ 三役各担当より（1/6三役会報道他）                         ＜資料8＞ 

    →①水難事故防止ポスターの件・・市Ｐﾏｰｸ入り1000枚作成、小へ４部･中へ３部配付予定 

     ②市Ｐ総合保障制度説明・・区Ｐで機会をとらえて ③R3行事予算・・1/26委員会で検討 

     ④県警緊急治安情報・・４月から運用開始予定 ⑤1/8あいさつ運動・・21校中止 

     ⑥いじめ防止標語、単Ｐ研助成制度・・応募呼びかけ ⑦学校防犯ｼｽﾃﾑの紹介 

エ 12月分本会計執行状況報告（会計理事） →報告・説明、特に質疑なし              ＜資料9＞ 

オ 諸会議等報告（充て職他） →（岡﨑）子どもの命と権利を守る推進協議会   ＜→参照 資料10＞ 

  （岡﨑）健康熊本 21推進会議、（福島）人権啓発市民協議会、（川口）学校給食運営協議会 

  （日髙）野外教育施設運営協議会 



カ 事務局より ZOOM契約の件 →100名まで可 区Ｐ･委員会･単Ｐでのご利用を！ ～R3.1.23（土） 

                     この後は、１年契約（30％OFF）に移行する（本日承認） 

  ～今後の予定（１・２・３月）～ 

・ 1/15（金）いじめ防止標語締切 →その後、1/18（月）本部事務局に送付済 

・ 1/15（金）日Ｐ国内研修事業（中２生岡山へ）募集締切 →その後、1/22（金）日Ｐから中止決定通知 

・ 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 

・ 1/26（火）18:00 行事予算委 ﾊﾟﾚｱ会議室6 会長、担当(南)副会長、各委員長、会計理事、市P担部会長 

・ 1/28（木）19:00 三役会 市Ｐ事務局 

・ 2/ 4（木）19:00 常任理事会 中央公民館６階大会議室３（予定）（18:00 三役会） 

・ 2/ 5（金）午後  九Ｐ幹部研修会 沖縄（予定）会長以下４名（事務局長会はｵﾝﾗｲﾝにて） 

・ 2/16（火）～19（金）ＣＰプラン・単Ｐ研助成金支給 市Ｐ事務局 

・ 2/17（水）11:30 日Ｐ委員会・臨時総会・代表者会 東京（予定）会長 

・ 2/20（土）15:00 会長懇談会（予定）山本屋 →延期または中止 

・ 3/ 4（木）19:00 常任理事会 中央公民館７階ホール（予定）（18:00 三役会） 

※ 3/ 9（火）14:00 熊日新聞コンクール（ＰＴＡ新聞の部）最終審査 

※ 3/12（金）中学校卒業式 

・ 3/17（水）19:00 新任研 Zoomを主に、パレア会議室1・3（次年度新任：会長・市Ｐ担当副会長 対象） 

※ 3/20（土）14:00 熊日新聞コンクール（ＰＴＡ新聞の部）表彰式 熊日本社 

※ 3/23（火）小学校卒業式    ※ 3/24（水）小中学校修了式 

※ 3/25（木）～3/27（土）日Ｐ国内研修事業 各協議会から中２生１名 岡山県吉備青少年自然の家 

※ 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）（予定）東京 

○令和３年度当初の予定及び会場 

・市Ｐ役員等選考委員会・・4/ 9（金）２月以降に中央公民館を予約予定   

・第１回委員会・・・・・・4/15（木）19時～ パレア各会議室（予約済） 

・プール開放説明会？・・・4/ （市教委主催） ・Ｐ災説明会？・・4/ （Zoomでの開催？）  

・市Ｐ総会・・・・・・・・5/29（土）15時～ 市立図書館ホール（予定）（2/1～予約予定） 

○R3常任理事会（案） 4/1 5/13 6/3 7/1 9/9 10/7 11/4 12/2 1/13 2/3 3/3（ は、第2木曜） 

（6）名義後援他依頼                                        ＜資料10＞ 

①常任理事会配付 「子どもの SOSの受け止め方」1/24（日）14:00 ｵﾝﾗｲﾝ開催（岡﨑さん・及川さん登壇） 

②常任理事会配付 「歯と口腔の健康づくり」啓発資料：健康づくり推進課長 

③常任理事会配付 「ヒューマンライツ・シアター「聲の形」「あん」」2/23(火祝)：人権啓発市民会議 

④単Ｐ配付 「コロナに関する偏見差別防止啓発ポスター」：市教委人権教育指導室（熊本県・県教委版） 

⑤単Ｐ配付 「図書館だより 1月号」 

（7）その他 

（8）閉 会 

２月常任理事会の開催について（ご案内） 

令和３年２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３年２月４日（木）  ○常任理事会 19時～ （三役会 18時～）   

２ 場 所   中央公民館６階 大会議室３（予定） →コロナで閉館 

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

・単Ｐ研修会助成金審査結果について   ・新任研について 

・次年度行事・予算について       ・各委員会の２・３・４月行事等について 

・その他                         ※総会資料は毎回ご持参を 


