
     令和３年６月 常任理事会 

 

１ 日 時  令和３年６月３日（木）19：00   三役会18：00  

２ 場 所  中央公民館６階大会議室＋小会議室３ ＺＯＯＭにて 

３ 内 容   ＜西区＞ 司会：山本健次 副会長  議事録作成者：内村由起 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 平生室長            ＜資料 1＞ 

      →児童の権利条約周知の一環 コロナ禍の中、各校工夫して開催 ご理解・ご協力を願う。 

※ 「子どもひなんの家」対応マニュアルの件 健康教育課 竹原教育審議員、宮﨑主任主事    ＜資料 2＞ 

      →統一を図るため役割を含めたマニュアルの改正を実施。中学校にも広げてほしいと要望 

（1）開 会     

（2）出席者 21名 → 成立  松島、岡﨑、吉田、山本、橋口、西本、髙梨、北里、濱石、寺井、福島 

田中博、建山、内村、井手、北岡、清田、小嵜、田中敦、堤、村田 （欠）川口、一安 

（3）会長挨拶（含：参与紹介） →コロナ禍の中Zoomでの開催 今後代表幹事を通してもご意見を 

（4）参与挨拶 （他に、石加浩二 指導課長、田口清行 青少年教育課長、小原恵二 同課主幹兼主査） 

・教育委員会（江良友一 青少年教育課指導主事）・小学校長会（才所征司 川上小学校長）→ご欠席 

   ・中学校長会（髙木 徹 五霊中学校長）→ ＰＴＡにはコロナ禍の中、ご協力いただいている。 

この１年間会に参加し、勉強していきたい。 

（5）議 事 

① 協議事項（相談・意見交換・検討） 

ア ＰＴＡ運営や会則等について(矢澤弁護士依頼)  →説明・質疑応答・意見交換     ＜資料3＞ 

      今後、各区代表（西本チーフ・北里・田中博・濱石・北岡）により検討 

イ 7/10（土）合同研実施の件（教養委・市Ｐ担部会）→実施 申込はｵﾝﾗｲﾝﾌｫｰﾑにて     ＜資料4＞ 

ウ 9/ 4（土）市Ｐバレーボール大会実施の件（厚生委）→12月（4日予定）に延期      ＜資料5＞ 

エ 書面総会での意見等（総務委員長・三役・事務局） →三役で検討後、対応予定     ＜資料6＞ 

オ 特別活動費（区Ｐ・委員会への補助金）申請について（総務委・事務局）           ＜資料7＞ 

      →区Ｐや委員会への補助制度 常任理事会でその都度、提案・承認 

② 審議事項（実施の可否決定や内容の検討・決定）  

 ア 単Ｐ研修会助成金申請の件（教養委・事務局） →上限２万円に増額 応募増を願う   ＜資料8＞ 

③ 報告事項 

ア 各委員会等より      

1）総務 →5/19（水）市Ｐ総会資料作成７名  2）厚生 →市Ｐバレー計画の見直し・調整 

3）教養 →9/26（日）市Ｐ研究大会は７月に提案予定  4）健安 →委員会未だ開催できず 

5）広報 →特に活動なし 次回会合時に集合写真撮影予定 6）市Ｐ担 →合同研に向け協力 

   イ 各区Ｐより 

1）中央区 →書面総会終了 定例会は７月に延期 

2）東区 →書面総会終了 今年度から市Ｐ常任理事会の翌木曜日を定例会とした 7/10はZoomにて 

3）西区 →書面総会終了 

   4）南区 →書面総会終了 水難事故防止に向け、浮き輪設置手続き済み 

5）北区 →書面総会終了 例会は今後検討 

ウ 三役各担当より ①8/21(土)日Ｐ(九Ｐ)北九州大会 →２次案内未着 日Ｐで最終案を検討中 

②9/2･3(木･金)指定都市情報交換会広島大会 →代表５名の参加 今後の状況を勘案し決定 

エ 会計理事より ５月分会計執行状況 →報告・説明 質疑特になし              ＜資料9＞ 



オ 諸会議等報告（充て職等における） →（小嵜・田中博）市学校保健会、        ＜資料10＞ 

    （寺井）県明るい選挙推進協議会、〇「県Ｐ共済」新審査委員に髙梨さんを推薦 

カ 事務局より                                     ＜資料11＞ 

①諸行事・事業の今後  →コロナの感染状況を勘案しながら今後検討 

   ○市長表敬訪問（総務委：北区 R1：7/8、R2：中止） 

○諸団体との懇談（懇親）会  

・小中校長会と（厚生委：中央区 R1：7/30、R2：8/5 →R2：11/10）  

・市教委と（健安委：西区・市Ｐ担部会 R1：8/5 、R2：中止） ※市教委への意見･要望 

・退職校長会と（総務委：北区 R1.11/29、R2：中止 ※R3：11/26（金）退校長会予定） 

・青少協と（三役対応 R1.10/11、R2：中止） 

②会費納入通知  →180円×会員数で案内  ③市Ｐ細則 →常任理事に配付 常任理事会で改変 

～今後の予定～（６月～９月） 

・ 6/11（金）14:00 九ブロ定期総会 ｻﾞ･ﾆｭｰﾎﾃﾙ 会長・副会長 1・母親代表 1・事務局 →全てｵﾝﾗｲﾝにて 

・ 6/11（金）19:00 厚生委  

・ 6/15（火）19:00 会計研修会 パレアホール 北区：総務委 →延期（日時未定） 

・ 6/25（金）10:00  日Ｐ定期総会・研修会 TKP ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ PREMIUM池袋 会長 →ｵﾝﾗｲﾝで参加  

・ 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）14:45 会長・市Ｐ担合同研修会  ＫＫＲホテル熊本  ※18:00情報交換会なし  

・ 7/13･14（火･水） 日Ｐ委員会・代表者会 東京ガーデンパレス 会長 

※ 7/21（金）終業式 

・ 7/29（木）19:00 市Ｐバレー抽選会 パレアホール  

・ 8/20（金）ＣＰ（読書・交流）プラン申し込み締切り（応募数によっては２次募集も） 

・ 8/21（土）13:00～18:30？ 日Ｐ(九Ｐ)北九州大会  

・ 8/30（月）市Ｐ主催あいさつ運動（２学期始業式日朝） 

・ 9/ 2･3(木･金) 指定都市情報交換会（広島市大会：昨年から順延）会長以下５人参加 

・ 9/ 4（土）午後 市Ｐバレーボール大会 →12月（4日(土)予定）に延期 

・ ～9/8   ＣＰ（読書・交流）プラン推進委員会 審査（岡﨑チーフ・寺井・福島・内村・清田・田中敦） 

・ 9/ 9（木）19:00 常任理事会 中央公民館 ７階ホール（18:00 三役会） 

・ 9/26（日）13:30（予定） 市Ｐ研究大会 熊本城ホール大会議室Ａ２～４ 

・10/ 7（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）名義後援他依頼 →承認                                    ＜資料12＞ 

① 名義後援 くまもと「水」検定 熊本市水保全課 （毎年後援） 

② 単Ｐ配付 市立図書館だより６月号 

（7）その他  

（8）閉 会                     

令和３年７月常任理事会の開催について（ご案内） 

 令和３年７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３年７月１日（木） 19時～  （三役会 18時～） 

２ 場 所   中央公民館 ６階大会議室３＋小会議室３ 

３ 内 容    ＜南区＞ 司会：橋口健二 副会長  議事録作成：清田晃子 常任理事 

・総合保障制度(株)コーリンの件 ・令和３年度あいさつ運動の件 ・9/26（日）市Ｐ研究大会の件 

・教育懇談会（市小中校長会、市教委）の件  ・その他       ※総会資料は毎回ご持参を 


