
常任理事会記録 
令和３年５月 新旧常任理事会 

              

１ 日 時  令和３年５月15日(土)  14:00  （新旧三役会 13:30） 

２ 場 所  県婦人会館 ２Ｆ大学習室 （中央区水道町14-21 中央公民館南側、道向かいの建物） 

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 

（1） 開 会   

（2） 出席者 27名 →会は成立  (別紙 R2・R3年度名簿参照)                     ＜資料 1＞ 

（現）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、吉山、井手、米村、田中敦、北里、太田 

（新：推薦名簿による）濱石、内村、清田、一安、堤、村田 （欠）今村、北岡、(新)建山 

（3）会長挨拶 →年１回の新旧での大事な会であるため、広い部屋で感染防止対策の上実施した。 

コロナで大変だがこれまでも逆境を乗り越えてきた。互いに頑張りましょう。 

退任の方々には大変お世話になった。いずれ歓送迎会は必ずやります。 

（4）参与挨拶 →6/3（木）に改めてご案内予定 

・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 校長 ・中学校長会 髙木 徹 五霊中学校 校長 

（5） 議 事（入る前に、各人の自己紹介：＜資料１＞R２・R３年度名簿参照） 

① 審議事項（実施の可否決定や内容の検討・決定）                                    

ア 5/29（土）市Ｐ定期総会（または書面総会）の進め方の件                 ＜資料2＞ 

      →○昨年に続き書面総会とする ○従来の運営方法等継承のため、あえて掲載 

イ 市Ｐ定期総会要項（案）に関して（各担当、事務局）               ＜総会要項：資料3＞ 

    P2～ 表彰者名簿 ｐ8 役員等推薦名簿 ｐ9～12 方針・行事予算 ｐ13会則一部変更 

       →○ｐ13会則一部変更その２：すべての『招集』を『開催』とする案に変更  

○気づき等があれば、5/18（火）までに事務局にお知らせを 

ウ 6/15（火）会計研修開催の件（総務委：北区Ｐ） →延期に決定              ＜資料4＞ 

エ 充て職（関係団体委員等）の分担について（三役・事務局） →全て確定          ＜資料5＞ 

オ 令和３年度優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰、九Ｐ個人・団体表彰の件 →全て承認       ＜資料6＞ 

② 協議事項（相談・意見交換・検討） →なし 

③ 報告事項 

   ア 各委員会から →各委員会準備の資料を基に、報告・説明                 ＜資料7＞ 

1）総務 →5/19（水）総会要項印刷・製本は少人数で実施  

2）厚生 →市Ｐバレー実施の可否判断が難しい 5/21・6/11予定の委員会は延期する 

3）教養 →5/7開催 7/10合同研は６月の・9/26市Ｐ研究大会は７月の各常任理事会で提案する                                

4）健安 →4/15第１回委員会の報告 ７月中に第２回予定 

5）広報 →市Ｐ会報第135号発行に関して 昨年度3/17実施「新任研」の写真を求む 

イ 各区Ｐ連より                          

  1) 中央区 書面総会（～5/15書面またはWebでの回答） 

2) 東区  書面総会（～5/20 Webでの回答）     

3) 西区  書面総会（～5/25 Webでの回答 書面での回答） 

4) 南区  書面総会（～5/21 Webでの回答）      

5) 北区   書面総会（～5/31 Webでの回答）    

ウ 三役各担当より（5/6新旧三役会報道他）                         ＜資料8＞ 

→本日の内容と重ならない件のみ・・・ ①三役各担当業務のお知らせ 

      ②市教委への要望等提出・懇談会は今後検討 ③団体賠償責任保険 →5/21配付済み 



エ 会計理事より ４月分会計執行状況 →報告・説明、特に質疑等なし               ＜資料9＞ 

オ 諸会議等（充て職等における）報告 

→（岡﨑）健康くまもと21推進会議、（寺井・岡﨑・橋口）学校給食会理事会 

カ 事務局より ①九Ｐくまもと大会決算書 ②会員数提出状況（～5/17）・変遷        ＜資料10＞ 

③総合保障制度加入状況  ④ZOOM利用：市Ｐで１年間契約中（利用100人以内） 

※（新任の方）事務局とのメール送受信確認を（充て職用、生年月日お知らせを） 

～今後の予定から 

・ 5/19（水）19:00 総務委 総会資料製本作業 清水コミセン → 少人数で事務局にて 

・ 5/21（金）    日Ｐ代表者会 会長 東京 → オンラインにて 

・ 5/29（土）15:00 市Ｐ定期総会 市立図書館ホール →6/2付書面にて 新旧常任理事等歓送迎会 延期 

※ 6/ 2（水）14:00 高Ｐ連定期総会 ＫＫＲホテル → オンラインにて 

・ 6/ 3（木）19:00 常任理事会 中央公民館６階大会議室３（18:00 三役会） →同時間帯にｵﾝﾗｲﾝにて 

※ 6/ 5（土）14:00 県Ｐ連定期総会 益城町総合体育館 → オンラインにて 

・ 6/11（金）13:30 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 →延期（日時未定） 

・ 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･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  ＫＫＲホテル熊本  ※18:00懇親会 →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 

・ 8/21（土）13:00～18:30 日Ｐ(九Ｐ)北九州大会 

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

①名義後援 「九電･熊日 ぼくとわたしの｢あかるい｣絵画ｺﾝｸｰﾙ」主催：九電･熊日（毎年後援） 

②名義後援 「2021 熊日新聞ｺﾝｸｰﾙ 親子新聞の部」主催：熊日新聞社 7月～9/8（毎年後援） 

③名義後援 「こどもの詩(ﾎﾟｴﾑ)ｺﾝｸｰﾙ」主催：熊本朝日･親を大切にする子供を育てる会（毎年後援） 

④新名義後援 「くまもとジュニアプログラミングアワード」主催：熊日  

⑤名義後援 「くまもと未来のしごとフェスタ」主催：同実行委員会（毎回後援） 

⑥単Ｐ配付 「日Ｐ：三行詩受賞ファミリーカレンダー」（毎年配付） 

⑦単Ｐ配付 「いじめ防止標語コンテスト」全国賞作品ポスター（毎年配付） 

⑧単Ｐ配付 「市立図書館だより５月号」 

（７）その他 →○学校部活動でない地域文化クラブの活動が学校内でできない件 

○退任の常任理事等全員から、退任のご挨拶 

（８）閉 会                           

令和３年６月 常任理事会の開催について（ご案内） 

 令和３年６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６月３日（木）19時～ （三役会 18時～） 

２ 場 所   中央公民館 ６階大会議室３ → 同時間帯にオンラインにて 

３ 内 容  ＜西区＞ 司会：山本健次 副会長  記録：内村由起 常任理事 

・7/10（土）予定 合同研の件   ・各委員会の６・７・８月行事等の件 

・諸機関・団体との教育懇談会の件 ・その他  ※総会資料は毎回是非ご持参を 


