
令和３年11月常任理事会 

 

１ 日 時  令和３年11月４日（木）19：00   三役会 18：00 

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 

（1）開  会 

（2） 出席者数  18 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、川口、内村、井手、北岡、清田、小嵜、村田（欠）田中博、建山、一安、田中敦、堤 

 

（3）  会長挨拶 →10/29対面での九Ｐ理事会に参加 対面のよさがある一方、不安の声もある  

各人各様であることを認識しつつ、諸行事等をできるだけ実施していきたい。 

（4） 参与挨拶 

・教育委員会（江良指導主事） →１月後半に熊本エﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ・ｳｨｰｸでPTAを取り上げる。 

・小学校長会（才所校長） →11月心かがやけ月間で、あいさつ運動や親子読書等を実施  

制限のある中でも諸行事が実施できることに感謝 

   ・中学校長会（髙木校長） →ご欠席 

（5） 議 事 

① 審議事項（実施の可否決定や内容の検討・決定） →いずれも承認 出欠の確認 

ア 11/25（木）15:30 小中校長会役員との懇談会 （三役・厚生委）         ＜資料1＞ 

イ 11/26（金）16:00 市退職校長会との懇談会の件（三役・総務委）         ＜資料2＞ 

② 協議事項（相談・意見交換・検討） 

ア 11/7（日）市Ｐ研究大会の件（教養委）                     ＜資料3＞ 

→現時点で89校から344人参加予定 主に教養委で運営するが、理事の応援よろしく 

イ 11/10（水）～11/15（月）教育文化ﾌｫｰﾗﾑ美術展の件（総務委）          ＜資料4＞ 

→市Ｐから13人19点出品 総務委延べ22人で、搬入・受付・搬出を実施予定 

ウ 会則・個人情報保護に関して（会則等検討委）                  ＜資料5＞ 

→年内に個人情報に関するひな形、２月をめどに任意加入に関するﾁｪｯｸﾘｽﾄ提示予定 

エ 分散登校・オンライン授業等に関する市Ｐアンケートの件（会長）  

→市教委から同様の調査があり重複するので、市Ｐからの調査はなしとする。 

③ 報告事項 

ア 各委員会より  

  1）総務委員会  2）厚生委員会 3）教養委員会 4）健安委員会 →特になし                            

5）広報委員会 →10/29付市Ｐ会報第135号発行完了報告とお礼        ＜第135号：回覧＞ 

イ 各区Ｐより 

 1) 中央区 →11/13（土）校内副会長懇談会、11/18（木）定例会 パレア会議室１ 

 2) 東区 →11/11（木）定例会 秋津公民館 

3) 西区 →未定 

4) 南区 →12/4（土）スキルアップ研 アクアドーム（着衣水泳他） 

5) 北区 →R4.2/6（日）予定 スキルアップ研・研修会 

ウ 三役各担当より（10/29（金）九Ｐ理事会報道）                  ＜資料6＞ 

    →8/21（土）日Ｐ北九州大会の見逃し配信中 熊本市Ｐのパスワードは「6rr7zfew」 

R4九Ｐ大会は沖縄にて12/17･18(土日) 熊本市Ｐの提言は小学校で「学校教育」 

エ 10月分本会計執行状況（会計理事） →報告・説明 質疑特になし          ＜資料7＞ 

オ 諸会議等報告（充て職他）  

→（髙梨）市移動等円滑化推進協議会、（川口）民生委員推薦会 

カ 事務局より                                  ＜資料8＞ 



   ①市からの監査を終えて ②プール調査(16件)・CPﾌﾟﾗﾝ(読書2、交流2)応募状況 →呼びかけを 

③日Ｐ個人表彰、広報誌・三行詩コンクール →一般の部で、髙木校長先生が佳作受賞 

秋季善行表彰結果 →西原小学校支援ｸﾞﾘｰﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱが受賞 ④市Ｐ総合保障制度加入状況 

 ～今後の予定（11・12・1・2・3月）～ 

・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 

※11/13（土）午後 県Ｐ研究大会 ＷＩＮＧ松橋 他 会長来賓出席 

※11/14（日）15:00 市退職校長会50周年記念式典後の講演会 パレアホール 会長他 

・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 

・11/25（木）15:30 小中校長会役員との懇談会 男女共同参画センターはあもにい ４階研修室ＡＢ 

 ・11/26（金）16:00 市退職校長会との懇談会（総務委：北区）文教会館２階会議室 

 ・～11/26（金）ＣＰプラン再募集 応募締切 

 ・12/ 2（木）19:00 常任理事会 中央公民館６階大会議室３＋小会議室 

 ・12/ 3（金）午後  九Ｐ理事・事務局長会 沖縄  

 ・12/ 6（月）13:00 県退職校長会・県Ｐとの懇談会への参加 会長他 

・12/29（水）～1/5（水）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） 

・ 1/14（金）いじめ防止標語締切 →その後、～1/19（水）までに本部実行委へ送付 

・ 1/21（金）単Ｐ研助成応募締切 →市Ｐ理事教養委(中央区)で審査 →2/3（木）常任理事会で提案 

※ ～2/1（火）次年度行事（予算）案を策定（行事予算委 主査：総務委）→ 2/3（木）  〃  

・ 2/ 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） 

・ 2/ 4（金）    九Ｐ幹部研修会 佐賀 会長以下４名 

・ 2/15（火）～18（金）ＣＰプラン・単Ｐ研助成金支給 市Ｐ事務局 

・ 2/17（木）11:30 日Ｐ委員会・代表者会 東京 会長 

・ 2/26（土）15:00 会長懇談会 （予定）山本屋 

・ 3/ 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） 

※ 3/ 4（金）    中学校卒業式 

・ 3/16（水）19:00 新任研 （予定）パレアホール 

※ 青少協との懇談会・・・三役対応 →青少協会長より 12月以降、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 →承認                              ＜資料9＞ 

      （1）名義後援 童謡で新年おめでとう「童謡歌い初め大会」お年玉コンサート（毎年後援）                                          

（7）その他 

（8）閉 会 

令和３年12月常任理事会の開催について（ご案内） 

 令和３年12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12月２日（木） ○常任理事会 19時～ （三役会 18:00予定) 

２ 場 所   中央公民館 ６階大会議室３＋小会議室 

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

・各委員会の12・１・２・３月行事等について  ・会長懇談会の件 

・新任研・会計研の件  ・その他           ※総会資料は毎回ご持参を 


