
常任理事会記録 

令和３年４月常任理事会 

 

１ 日 時  令和３年４月１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） 出席確認  20名 →成立 松島、佐藤、吉田、林田、橋口、西本、日髙、小嵜、岡﨑、髙梨、寺井 

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

（3） 会長挨拶 →本日から新年度 コロナへの対応の日々が続くが、できることをできる範囲でやってきたい。

卒業された方もあと２ヶ月、宜しくお願いします。 

（4） 参与挨拶  

・教育委員会より（青少年教育課） 

田口清行 課長 →日頃から様々な面でのご助力ご協力に感謝 今後も連携し取り組みたい。 

    次年度以降のプール開放についても今後検討 会へは江良指導主事が参加 

江良友一 指導主事 →つい先日まで田底小学校の6学年担任 来月から一緒に学ばせていただく 

よろしくお願いします。 

   ・小学校長会・中学校長会より（未定） 

（5） 議 事 

① 審議事項（実施の可否決定や内容の検討・決定） 

ア 令和３年度行事予算の件（行事予算委・総務委・事務局） →承認           ＜資料1＞ 

イ 令和３年度ＣＰプラン募集の件（ＣＰプラン推進委） →承認                ＜資料 2＞ 

○概要表で「３０校を３０校程度」と変更 採択条件に「広報紙への協力」を追加 

○「家族プラン」と「地域連携プラン」を統合した新プランを「交流プラン」とする 

ウ 5/29（土）市Ｐ定期総会案内の件（総務委・事務局） →承認             ＜資料3＞ 

○来賓も含め例年通りの総会を予定 感染状況により内容・方法に変更も在り得る 

○小学校の運動会当日や前日になる場合も →次年度以降、日時等を慎重に検討する 

② 協議事項（相談・意見交換・検討） 

ア 3/17(水)新任研を終えて(北区：厚生委)  →アンケート結果参照                      ＜資料4＞ 

イ 4/21・28（水）県Ｐ共済（Ｐ災・安互）説明会の実施について（三役・事務局）        ＜資料 5＞ 

→パレアホール 18:00集合 受付担当・・中央区＝髙梨・寺井、東区＝福島・川口 

西区＝山本・今村、南区＝橋口・日髙、北区＝西本・小嵜 

ウ 日Ｐ事業「 楽しい子育て全国ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」～三行詩募集について（三役・事務局）       ＜資料6＞ 

    →応募数増を願う 学校との連携が必要 各区の定例会などで声かけを 

エ R3年度市Ｐバレー大会練習のための学校施設優先予約について（厚生委・事務局）        ＜資料7＞ 

    →複数体育館で夏休み中照明工事 練習場確保案内の遅れ（三役確認後発送も有り） 

オ 充て職の現状確認（選出 →4/15市Ｐ担部会、5/13常任理事会）の件（事務局）       ＜資料8＞ 

→会合内容等の変更点等指摘 子ども文化会館建替えのため会合開催の確認を 

③ 報告事項 

ア 各委員会より 

1）総務  2）教養  3）厚生  4）健安  5）広報  →全て、特になし 

イ 各区Ｐより                            

 1) 中央区  4/ 7（水）19:00 定例会 ﾊﾟﾚｱﾎｰﾙ、定期総会（書面にて） 

2) 東区  4/ 8（木）19:30 定例会 健軍文化ﾎｰﾙ、定期総会（書面にて） 

3) 西区  4/ 6（火）19:30 理事会 森都心ﾌﾟﾗｻﾞ、5/14（金）定期総会 

4) 南区  3/20（土）10:00 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研 ﾊﾟﾚｱﾎｰﾙ、定期総会（書面にて）       ＜報告 資料9＞                        

5) 北区    3/22（月）19:00 定例会 ﾊﾟﾚｱ会議室１、定期総会（書面の見込み） 



ウ 三役各担当より（3/25（水）三役会報道）                            ＜資料10＞ 

○市Ｐ･区Ｐ･単Ｐ会則の再確認等の件（弁護士への依頼） →今後、ひな形を作成し公開予定 

○熊日ＰＴＡ新聞ｺﾝｸｰﾙ結果 →御幸小・附属小・日吉東小・芳野小中・碩台小・黒髪小等が入賞 

○市教委からの文書（ＰＴＡへの任意加入・平等性・個人情報保護）が学校へ届けられた 

○日Ｐ北九州大会 →8/21（土）１日開催 全参加見込みは約４千人 市Ｐから150人程度予定 

○Ｒ４年度は九Ｐ沖縄大会 →開催県の都合で、12～１月開催となるかも 交通費等の準備を 

エ ３月分本会計執行状況、R2年度本会計・積立金等決算書（案）（会計理事） →報告・説明   ＜資料11＞ 

オ 諸会議等報告（充て職他） →（吉山）子ども文化会館運営協議会、（日髙）熊本博物館協議会 

カ 事務局より                                         ＜資料12＞ 

①市Ｐ役員等候補者推薦名簿・委員会所属一覧  ②市Ｐ主な行事及び単Ｐへの文書発送予定  

～今後の予定（４・５・６月）～   

・ 4/16（金）午前中 会計監査 市Ｐ事務局 

・ 4/15（木）19:00 第１回委員会 ◯総務委（北区）ﾊﾟﾚｱ会議室2：9F ◯厚生委（中央区）会議室7：10F  

◯教養委（東区）会議室8：10F ◯健安委（西区）会議室9：9F ◯広報委（南区）会議室3：9F  

・ 4/15（木）委員会後 市Ｐ常任理事新旧市Ｐ担部会 ﾊﾟﾚｱ会議室（  ）参加者：新旧５～10名程度 

・ 4/16（金）14:00 九Ｐ理事会 沖縄 会長・副会長1・母代1・事務局長 計４名 

・ 4/21（水）19:00  Ｐ災説明会① パレアホール 各校１名以上２名以内（ZOOM選択も可）（中央・東）  

※ 4/24（土）19:00 中央区Ｐ定期総会 ホテル日航熊本  

・ 4/28（水）19:00  Ｐ災説明会② パレアホール 各校１名以上２名以内（ZOOM選択も可）（西・南・北）  

・ 5/13（木）19:00 新旧常任理事会 中央公民館７階ホール（予定）（18:00 三役会） 

・ 5/ （ ）    総務委 総会資料製本作業 

・ 5/21（金）    日Ｐ代表者会・委員会（予定） 会長 東京 

・ 5/29（土）15:00 市Ｐ定期総会 市立図書館ホール    

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

・ 6/11（金）13:30 九ブロ定期総会 ザ・ニューホテル 会長・副会長 1・母親代表 1・事務局 

・ 6/25･26（金･土） 日Ｐ定期総会・研修会 TKP ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ PREMIUM池袋 会長 

・ 7/ 1（木）19:00 常任理事会 中央公民館６階大会議室３＋小会議室（18:00 三役会） 

・ 7/10（土）15:00 会長・市P担合同研修会   

（6）名義後援他依頼 →全て承認                                  ＜資料13＞ 

①単Ｐ配付 8/21（土）日Ｐ（九Ｐ）北九州大会１次案内 ＜資料10-4＞  

②単Ｐ配付 日Ｐ新聞 第362号 各校３部１組 三行詩募集案内５部折込み →本日回覧 

③単Ｐ配付 市立図書館だより４月号 

④常任理事会配付  ○熊本健康アプリ「もっと健康元気！アップ！くまもと」 

○安全横断のうた 県警交通企画課 →広めてほしい（ＱＲコードから動画視聴可） 

（7）その他   

（8）閉 会           

５月 新旧常任理事会の開催について（ご案内） 

 令和３年５月の熊本市ＰＴＡ協議会新旧常任理事会を、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５月13日（木）  ○常任理事会 19時～ （三役会 18時～）   

２ 場 所   中央公民館 ７階ホール 

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 

・5/29（土）定期総会の件         ・今年度市Ｐ協議会役員推薦候補の件  

・今年度会長委嘱役員（参与）の件    ・今年度事業計画及び予算案の件（最終） 

・7/10(土)合同研の件          ・市教委への質問等の件 

・各委員会5・6・7月行事等の件      ・その他   ※総会資料は毎回是非ご持参を 


