
令和３年12月常任理事会 

 

１ 日 時  令和３年12月２日（木）19：00   三役会 18:20 

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 

(1)  開  会 

（2） 出席者数 22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、川口、内村、井手、北岡、清田、小嵜、一安、田中敦、堤、村田（欠）建山 

（3）  会長挨拶 →11/25校長会・11/26退職校長会との懇談会を実施 様々な場面での難しい決断に迫られ 

る学校の状況や、個人情報保護・未加入問題等について意見交換 充実した会となった。 

（4） 参与挨拶 

・教育委員会（江良指導主事） →11/7研究大会は勉強になった。学校・保護者・地域の一体化を祈念 

・小学校長会（才所校長） →11/25直接会っての会は意義深い 密を避けての音楽会や４校会等を実施 

・中学校長会（髙木校長） →修学旅行や３年は進路選択の時期 社会人講師を招いて単Ｐ研修会を実施 

（5）議 事 

① 審議事項（実施の可否決定や内容の検討・決定）                ＜資料 12：三役会記録も参照＞ 

ア ＣＰプラン２次募集分の審査結果について（ＣＰプラン推進委） →読書3校，交流6校承認  ＜資料1＞ 

イ 2/6（日）北区Ｐｽｷﾙｱｯﾌﾟ研・研修会補助金（上限２万・３万円）申請（北区Ｐ） →承認   ＜資料2＞ 

ウ R4市Ｐ研究大会会場予約の件 11/12(土)午後 市民会館大ﾎｰﾙ（三役） →いずれも承認  ＜資料 3＞ 

     ○4/8（金）市Ｐ選考委員会、○4/14（木）第１回全委員会（パレア５つの会場にて） 

エ ＺＯＯＭ会議年間契約継続の件（事務局） 現契約 R3.1.23～R4.1.22  →承認      ＜資料 4＞ 

オ 今年度の会計研修について（総務委：北区） →研修会は中止とし、資料のみ送付する。  ＜資料 5＞ 

② 協議事項（相談・意見交換・検討）              ＜資料 12：三役会記録も参照＞ 

ア 今年度末行事の件（2/26土：会長懇談会、3/16水：新任研）（三役・各担当） →予定通り  ＜資料6＞ 

イ 12/15（水）県Ｐ合同ふれあい読書・ＣＰ読書プラン中間報告会の件（CPﾌﾟﾗﾝ推進委）    ＜資料7＞ 

     →ＣＰ読書プラン承認校のうち、砂取小、健軍東小、池田小、飽田西小、龍田中が参加 

ウ 1/11（火）市Ｐあいさつ運動の実施について（三役・事務局）  →青封筒で一覧送付予定    ＜資料8＞ 

エ 日Ｐ国内研修事業参加者募集の件（三役・事務局） →正式文書では応募締切が1/11に変更 ＜資料9＞ 

オ 今後のプール開放に関する調査の件（三役・健安委） →回答状況は逐一ＨＰに掲載中    ＜資料10＞ 

③ 報告事項                                                                               

ア 各委員会より                                    ＜資料11＞ 

1）総務委 →11/9（火）搬入～15（月）撤収 教育文化フォーラム美術展 市Ｐの協力に感謝の意                          

2）厚生委 →12/17（金）19:00 中央公民館   

3）教養委 →11/7（日）市Ｐ研究大会 約350人の参加 好評であった 動画配信ＵＲＬをＨＰに掲載 

4）健安委  5）広報委 →特になし         記録誌に感想文等を添えて各単Ｐに送付予定 

6）会則・個人情報保護等検討委 →12/21（火）19:00 中央公民館６Ｆ小会議室 

イ 各区Ｐより 

1) 中央区 →1/26（水）19:00 定例会 パレア、2/5（土）研修会 

 2) 東区 →12/10（金）18:30 定例会・校内副懇談会 東部公民館、2/6（日）スキルアップ研・研修会 

3) 西区 →12/17（金）19:30 理事会 西部公民館、2/5（土）研修会 熊本城ホール 

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 →2/6（日）○9:20～ ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研 熊本城ホール中会議室Ｂ ○10:30～ 研修会＋ｵﾝﾗｲﾝにて 

ウ 三役各担当より（11/25（木）三役会報道他） →税理士の件  本市教育への意見等の件  ＜資料12＞ 

エ 11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13＞ 

オ 諸会議等報告（充て職他） → （岡﨑）子どもの命と権利を守る活動推進協議会 

（内村）学校給食会青果物査定会・博物館協議会、（岡﨑・寺井・橋口）学校給食会理事会 

（川口）学校給食運営協議会、（福島）学校給食会食肉査定会  



カ 事務局より  ①次年度市Ｐ役員等選出及び市Ｐ役員等選考委員会規則の件         ＜資料14＞  

②総合保障制度・団体賠償・個人情報漏えい保険加入状況、保険金請求状況等一覧 

③１月中に、次年度行事予算委開催（主査：総務委、会長、市Ｐ担部会長、各委員長、会計理事） 

④いじめ防止標語募集 ～1/14（金）学校で絞りすぎないで！ ⑤単Ｐ研助成金申請 ～1/21（金） 

～今後の予定（12・１・２・３月）～ 

・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 

・12/15（水）13:00 県市Ｐ合同ふれあい読書中間報告会 県総合福祉ｾﾝﾀｰF5 CP読書ﾌﾟﾗﾝ 各区１校 

・12/17（金）19:00 厚生委員会 中央公民館 ６階大会議室 

・12/21（火）19:00 会則･個人情報保護等検討委 中央公民館 ６階小会議室 西本･北里･田中博･濱石･北岡 

※12/24（金）    ２学期終業式 

・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 ３学期始業式 

・ 1/12（水）15:00（予定）高Ｐ・県Ｐ・市Ｐとの会 県総合福祉センター５階研修室 三役対応 

・ 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）  〃  

※ 青少協との懇談会 三役対応 →青少協と相談し、できれば１・２月中に実施したい 

※ 市Ｐ小中学生総合保障制度について、小中学校長会の会合に、説明に出向く（２・３月に） 

・ 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 総務委：北区 

・ 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 厚生委：中央区 

※ 3/23（水）小学校卒業式    

※ 3/24（木）小中学校修了式 

・ 3/27（日）～30（水）日Ｐ国内研修事業 中２男女１名推薦 大州青少年交流の家：愛媛県大州市 

（6）名義後援他依頼 →承認                                   ＜資料15＞ 

①名義後援 ＫＥＷデジタル作品コンテスト 

②理事配付 ユニセフシンポジウム 12/5（日）13：00～16：00 県劇大会議室＋ＺＯＯＭ 

③理事配付 (株)リソー科学からリーフレット 

④単Ｐ配付 日Ｐ新聞 第363号 、「子どもの命と権利を守る活動推進協議会 10年のあゆみ」 

（7）その他 

（8）閉 会 

令和４年１月常任理事会の開催について（ご案内） 

令和４年１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４年１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  ＜南区＞ 司会：橋口健二 副会長   記録：清田晃子 常任理事 

・１～４月行事の件  ・2/26（土）会長懇談会の件（北区：総務委）の件  

・3/16（水）新任研（中央区：厚生委）の件  ・行事予算委員会の件 

・その他                              ※総会資料は毎回是非ご持参を 


