
 

令和４年５月 新旧常任理事会 

              

１ 日 時  令和４年５月12日(木)  19:00 新旧三役会 18:20 

２ 場 所  中央公民館 ７Ｆホール 

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

 ※ 人権教育指導室から「子どもフォーラム」の件 松尾幸治室長・植村陽一指導主事 

（1） 開 会   

（2） 出席者 29 名 →成立 (別紙 R3・R4 年度名簿参照)    

（現）松島、岡﨑、吉田、山本、橋口、西本、髙梨、北里、寺井、梅田、田中博、川口 

建山、内村、井手、北岡、清田、小嵜、一安、田中敦、堤、村田（欠）濱石 

（新：推薦名簿による）友村、廣島、酒井、出田、津川、神吉、田尻 

（3）会長挨拶 →皆さんのご出席に感謝 この会の概要紹介 退任者へのお礼 

（4）参与等挨拶  

・教育委員会 片山 明光 青少年教育課 教育審議員 →これまでへの感謝 協力して進めたい 

江良 友一 同課 指導主事 →今年度もどうぞよろしく 

・小学校長会 馬場 康弘 力合小校長 →尚学会(PTA)は全児童のために活躍 更に市全体へ 

   ・中学校長会 城音寺明生 出水南中校長 →城西中から出水南中 PTAに助けられてきた 

（5） 議 事（入る前に、常任理事等区毎の紹介）                  ＜別紙資料＞ 

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

ア 市Ｐ定期総会要項（案）に関して（各担当、事務局）         ＜総会要項抄：資料1＞ 

   ※会次第 P1来賓等 P2･3表彰者名簿 ｐ8役員等推薦名簿 ｐ9活動方針 ｐ12積立金予算 

    →○ｐ12積立金予算案 研修費支出350万を400万に変更（沖縄への補助一人２万円） 

イ 5/28（土）市Ｐ定期総会運営に関して（三役・事務局）、〇歓送迎会案      ＜資料2＞ 

 →○市Ｐ総会役割分担 別紙参照 各区から受付担当１名選出のこと 

ウ 6/14（火）会計研修会開催の件（総務委：中央区Ｐ）→Googlﾌｫｰﾑでの申込も可   ＜資料3＞ 

エ 充て職（関係団体委員等）の分担について（三役・事務局） →別紙一覧参照   ＜資料4＞ 

オ R4年度市Ｐバレー大会開催の件（厚生委：東区Ｐ）→各区で会場を確認のこと   ＜資料5＞ 

カ 令和４年度九Ｐ･日Ｐ、個人･団体表彰の件（三役・事務局） →承認       ＜資料6＞ 

② 協議事項（相談・意見交換・検討）    

ア 12/17・18（土・日）九Ｐおきなわ大会提言者等選出他の件（三役・事務局）   ＜資料7＞ 

    →城北小（提言者：小嵜会長、指導助言者：(前校長)西川本荘小校長） 

イ 8/26・27（金・土）日Ｐ山形大会への参加者選定の件（三役・事務局）      ＜資料8＞ 

    →各区１名選出し事務局に報告する。（県Ｐと同行なら5/26までに） 

ウ 熊本教育振興会と共催の区Ｐ研修会実施の件（三役・事務局）          ＜資料9＞ 

    →その後、宇藤理事長からの提案書を三役に送付、各区での検討を依頼 

③ 報告事項 

   ア 各委員会から （4/14（木）第１回各委員会報告）              ＜資料10＞ 

1）総務  2）厚生  3）教養  4）健安  5）広報 →各委員会から報告  

イ 各区Ｐ連より  

  1) 中央区 →5/9締切 書面での定期総会終了、6/16（木）定例会 パレア会議室 

2) 東区 →5/20（金）18:30 定期総会 ＫＫＲホテル、6/9（木）定例会 

3) 西区 →5/ 7（土）16:00 定期総会終了 ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 総会：60名、懇親会：40名 

4) 南区 →5/13（金）19:00 定期総会 ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ、6/8（水）運営委員会 

5) 北区 →5/21（土）19:00 定期総会 北部公民館（ｵﾝﾗｲﾝ併用）、6/9（木）運営委員会 

ウ 三役各担当より（5/10新旧三役会報道他） →三役の役割分担 紹介         ＜資料11＞ 



   岡﨑：総務(行事予算・教育文化ﾌｫｰﾗﾑ)総合保障・諸課題、友村：CPプラン・ふれあい読書 

濱石・髙梨：九Ｐ・県Ｐ関連、橋口：健安関連(本市教育への意見要望等・プール開放) 

小嵜：広報関連・新聞コンクール・三行詩募集・いじめ防止標語 

エ 会計理事より ４月分会計執行状況 →報告・説明 質疑特になし          ＜資料12＞ 

オ 諸会議等（充て職等における）報告 →なし 

カ 事務局より ○4/21･27県Ｐ共済説明会参加状況 〇市Ｐ保険３種加入状況     ＜資料13＞ 

 ○（新任の方へ）連絡先等提供のお願い、市Ｐバッジの供与 

～今後の予定から 

※ 5/13（金）19:00  南区Ｐ定期総会 ニュースカイホテル 

・ 5/18（水）19:00  市Ｐ総会要項作成 総務委：中央区 

・ 5/20（金）13:00  日Ｐ協議会代表者会 ホテル東京ガーデンパレス 会長  

※ 5/20（金）18:30  東区Ｐ定期総会 ＫＫＲホテル 

※ 5/21（土）19:00  北区Ｐ定期総会 北部公民館 オンライン併用にて 

・ 5/21（土）18:00 日Ｐ（九Ｐ）北九州市大会解団式 リーガロイヤルホテル小倉 会長 

・ 5/27（金）19:00 厚生委員会 中央公民館６階大会議室 市Ｐバレー大会の件 

・ 5/28（土）15:00 市Ｐ総会 市立図書館ホール ※同日18:00～ 新旧常任理事会 歓送迎会 

※ 6/ 2（木）13:30 高Ｐ連定期総会 ＫＫＲホテル 会長 

・ 6/ 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（18:00 三役会） 

※ 6/ 4（土）14:00 県Ｐ定期総会 嘉島町民体育館 会長 

・ 6/10（金）13:30 九Ｐ定期総会 北九州市 会長・副会長 1・母親代表 1・事務局 1 

・ 6/10（金）19:30 健安委員会 中央公民館６階大会議室 

・ 6/14（火）19:00 会計研修会 熊本城ﾎｰﾙ B 総務委（中央区）講師：武部税理士事務所 山下様 

・ 6/21･22（火･水） 日Ｐ定期総会 13:30・研修会 10:00 ホテル東京ガーデンパレス 会長 

・ 7/ 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） 

・ 7/ 9（土）15:00 会長・市P担合同研修会  ＫＫＲホテル熊本 ※懇親会 18:00  

※ 7/21（水）小中学校終業式 

（６）名義後援他 依頼 →全て承認                          ＜資料14＞ 

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単Ｐ配付 「いじめ防止標語コンテスト」全国賞ポスター（ビニール袋入り） 

③単Ｐ配付 「生きづらさを抱えた子どもの・・」講演会チラシ 6/12（名義後援済み） 

④単Ｐ配付 男女共同参画センター「はあもにい」からのパンフレット類 

⑤単Ｐ配付 「市立図書館だより５月号」 

（７）その他 

（８）閉 会                           

令和４年６月 常任理事会の開催について（ご案内） 

 令和４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４年６月２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 内 容  ＜南区＞ 司会：橋口 健二 副会長  記録：清田 晃子 常任理事 

・6/14（火）会計研の件  ・7/9（土）合同研の件  ・8/26･27（金･土）日Ｐ山形大会の件 

  ・9/ 3（土）市Ｐバレーボール大会の件  ・9/15･16（木･金）指定都市さいたま大会の件 

  ・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 


