
令和３年10月常任理事会 

 

１ 日 時  令和３年10月７日（木）19：00   三役会 18：30  

２ 場 所  中央公民館６階 大会議室３＋小会議室 

３ 内 容  ＜中央区Ｐ＞ 司会：岡﨑淳司 副会長   記録：髙梨沙織 市P担当副会長部会長 

(1)  開  会 

（2） 出席者数 20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、建山 

内村、井手、北岡、清田、小嵜、田中敦、堤、村田 （欠）田中博、川口、一安 

（3）  会長挨拶 →まん延防止解除 ご多用な中のご参加に感謝 延期になった行事等の検討をよろしく願う。 

（4） 参与挨拶 

・教育委員会（江良指導主事） →ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ･ｳｨｰｸでＰＴＡを取り上げる １月末頃公開予定 

・小学校長会（才所校長） →やっと先週から通常日課 感染対策をして行事等に取り組む 通知表２回 

   ・中学校長会（髙木校長） →通常日課で部活動もできるようになり、子どもたちが元気になってきた 

（5）議 事 

① 審議事項（実施の可否決定や内容の検討・決定） 

ア ＣＰプラン２次募集の件（ＣＰプラン推進委）                    ＜資料 1＞ 

→１次募集で定数に届かなかった分（読書４、交流 10）を募集する。～11/26（金） 

イ 12/4（土）市Ｐバレーボール大会の件（厚生委：中央区Ｐ）                           ＜資料 2＞ 

     →中止とする。修学旅行等行事集中の時期 子どもに感染し実施不可を避けるべき他 

      第一報を流しその後文書でも通知予定 練習場先行予約の扱いは担当課に確認する。 

   ウ 小・中学校夏休みプール開放に関する調査の件（三役、事務局）                   ＜資料 3＞ 

        →担当課にも照会中 ペーパーとグーグルフォームで回答を求める 

   エ コロナ禍に伴う分散登校やオンライン授業に関するアンケート調査の件（三役）     ＜資料 4＞ 

        →担当課にも照会中 グーグルフォームで実施予定 

オ 三行詩コンクール市Ｐ表彰の件（三役、事務局）〇賞状、副賞千円分図書カード     ＜資料 5＞ 

     →市 P会報への掲載も見越し、受賞者や家族の同意を得たい 

② 協議事項（相談・意見交換・検討）募集する 

   ア 11/7（日）市Ｐ研究大会の件（教養委：東区Ｐ）                   ＜資料 6＞ 

        →市民会館大ホールで実施する ご来賓３名から出席の返事（残り５名） 

   イ 本市教育に関する意見・要望等について（健安委：西区Ｐ、市Ｐ担部会、事務局）    ＜資料 7＞ 

        →意見・要望の外、２件の質問を掲載 この２件については回答を求めたい 

   ウ 日Ｐ「子供に身につけてほしいことに関するｱﾝｹｰﾄ」協力依頼           ＜現物：資料 8＞ 

        →50セット分配当・回答依頼 常任理事＋１人に配付 各人で返信のこと 

③ 報告事項 

ア 各委員会より  

  1）総務委員会  →10/14（木）教育文化ﾌｫｰﾗﾑ美術展第２回実行委 さらなる作品の応募を～10月中 

  2）厚生委員会 →10/1（金）委員会実施 大会中止を受け、これからの委員会は今後検討 

  3）教養委員会 →10/21（木）委員会 

  4）健安委員会 →第２回委員会を今後検討したい 

  5）広報委員会 →会報第135号 校了10/22、発送10/27予定 三行詩・自転車保険等追加  ＜資料9＞ 

イ 各区Ｐより                                   

     1）中央区 →定例会：10/11（月）19:00 パレア会議室１ 会長・市 P担、校内副情報交換会予定 

2）東区 →定例会：10/2（土）18:30 健軍文化ホール 11/11（木）秋津公民館 

3）西区 →理事会：10/15（金）19:30 西部公民館 会議室Ａ 

4）南区 →運営委員会：10/20（水）19:30 火の君文化センター ※10/24着衣水泳教室 →延期  

5）北区 →運営委員会：10/19（火）19:00 北部公民館 

ウ 三役各担当より（10/5（火）三役会報道他）                       ＜資料10＞ 

     →自転車保険への問い合わせ186件：申込期待 いじめ防止標語：学校と連携を 

      会費納入10/6完了 R3年度会員数：50,720人 



エ 会計理事より ９月分会計執行状況 →報告・説明 質疑特になし                ＜資料11＞ 

オ 諸会議等報告（充て職他） →（西本・小嵜）小中一貫教育懇談会                       ＜資料12＞ 

（川口）学校給食運営協議会、（福島）エイズ総合対策推進会議 

カ 事務局より  

～今後の予定（10・11・12・1月）～ 

・10/12・13（火・水） 市からの監査 市Ｐ事務局 

・10/14（木）10:00 教育文化ﾌｫｰﾗﾑ美術展 第２回実行委員会 文教会館２階 会長・総務委員長・事務局 

・10/21（木）10:00 日Ｐ委員会、14:00代表者会 東京ガーデンパレス 会長 →オンライン実施 

・10/21（木）19:00 教養委員会 市Ｐ研究大会の件 中央公民館７階ホール 

・10/29（金）午後  九Ｐ理事会等 北九州市 会長他３名（松島・吉田・髙梨・森川） 

 ・10/29（金）19:00 会則プロジェクト会議 中央公民館５階 中会議室（西本・北里・田中・濱石・北岡） 

・10/30（土）19:00 市Ｐバレー 対戦表・資料作成 中央区担当校のみにて →中止 

・11/ 4（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） 

・11/ 5（金）19:00 第３回厚生委員会 中央公民館 

・11/ 7（日）13:30 市Ｐ研究大会 市民会館シアーズホーム夢ホール・大ホール 12:00集合？ 

・11/ 9（火）16:00 美術展搬入・展示 鶴屋８階ふれあいｷﾞｬﾗﾘｰ 総務委等５～６名 15:30集合 

・11/10（水）～15（月）教育文化ﾌｫｰﾗﾑ美術展 鶴屋８階ふれあいｷﾞｬﾗﾘｰ 受付担当 総務委 

・11/11（木）19:00～受付 19:30開会 市Ｐバレー 抽選会・説明会 市民会館２階 大会議室 →中止 

※11/13（土）午後 県Ｐ研究大会 ＷＩＮＧ松橋 他 会長来賓出席 

※11/14（日）午後 市退職校長会50周年記念式典 パレアホール 会長他来賓出席 

・11/15（月）17:00 美術展撤収 鶴屋８階ふれあいｷﾞｬﾗﾘｰ 総務委等５～６名 16:30集合 

・11/16（火）10:00 教育文化ﾌｫｰﾗﾑ美術展 第３回実行委員会（反省会）文教会館２階 

・11/19（金）13:30 日Ｐ年次表彰式 東京 ホテルニューオータニ 会長・受賞者 

 ・11/26（金）16:00予定 市退職校長会との懇談会（総務委：北区） 

 ・12/ 2（木）18:00 常任理事会 中央公民館６階大会議室３＋小会議室（三役会なし） 

 ・12/ 3（金）午後  九Ｐ理事・事務局長会 沖縄  

 ・12/ 4（土）午後  市Ｐソフトバレーボール大会 →中止 

 ・12/29（水）～1/3（月）閉局（年末年始休暇） 

 ・ 1/11（火）早朝  市Ｐ一斉あいさつ運動 

・ 1/13（木）19:00 常任理事会 中央公民館７階ホール（18:00 三役会） 

※ 市教委との懇談会・・・担当（健安委：西区・市Ｐ担部会） →要望書提出時に担当課と相談 

※ 小中校長会との懇談会・・・担当（厚生委：中央区） → 時機を見て相談 

※ 青少協との懇談会・・・三役対応 →青少協会長より 11/4～の週、役員会で相談 

※ 高Ｐ連・県Ｐとの懇談・情報交換会・・・三役対応 R3：県Ｐ担当 →今後三者で検討 

（6）名義後援他依頼                                        ＜資料13＞ 

  ① 単Ｐ配付 ○全国おやじサミット in熊本城 11/21（日）12:30 オンラインにて →青封筒で送付 

（7）その他   

（8）閉 会 

11月常任理事会の開催について（ご案内） 

令和３年11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11月４日（木）  ○三役会 18時～  ○常任理事会 19時～ 

２ 場 所   中央公民館６階 大会議室３＋小会議室 

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 

     ・11/7（日）市Ｐ研究大会 ・各委員会の11～２月行事等 ・その他  

※総会資料は毎回是非ご持参を 


