
 

令和４年10月常任理事会 

 

１ 日 時  令和４年10月６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Ｐ＞ 司会：友村幸雅 副会長   記録：川口葉子 常任理事 

(1)  開  会 

（2） 出席者数  19名 →成立  松島、岡﨑、友村、濱石、橋口、小嵜、髙梨、寺井、廣島、梅田、川口 

内村、出田、津川、村田、酒井、田中、神吉、田尻  （欠）堤、井手、建山、清田 

（3）  会長挨拶 →３年振りのバレー大会へのお礼 できる限り以前のような行事・活動を実施していきたい 

（4） 参与挨拶 

・教育委員会（江良 友一 指導主事） →優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰内定のお知らせ 

・小学校長会（馬場 康弘 力合小校長） →よい季節 行事を通して子どもたちの力を育てたい 

   ・中学校長会（城音寺明生 出水南中校長） →校長会内に様々なプロジェクトチームを作り協議中 

（5）議 事                           ※ ＜資料7＞三役会報道資料 乞ご参照 

① 審議事項（実施の可否決定や内容の検討・決定） 

ア 11/12（土）市Ｐ研究大会の件（教養委：西区Ｐ） →３ヶ所修正後承認         ＜資料 1＞ 

イ 本市教育に関する意見・要望等の件（健安委：南区Ｐ） →必要最小限の修正に留めた   ＜資料 2＞ 

② 協議事項（相談・意見交換・検討） 

   ア 12/17･18(土･日)九Ｐ沖縄大会申込状況他（三役・事務局） →現状確認と呼びかけ依頼 ＜資料 3＞ 

   イ いじめ防止標語募集の件（三役・事務局） →学校との連携、メール等の活用も     ＜資料 4＞ 

   ウ 11/28（月）15:30 市退職校長会との懇談会（総務委：中央区、事務局） 詳細は次回    ＜資料 5＞ 

③ 報告事項 

ア 各委員会より                                   ＜資料6＞ 

  1）総務委員会  →10/7（金）委員会予定 教育文化フォーラムでの役割分担等 

  2）厚生委員会 →9/3･10（土）市Ｐバレー大会終了 結果・決算書等報告 10/22（土）委員会 

  3）教養委員会 →9/22（木）委員会 11/2（水）委員会 11/12（土）研究大会に向けて 

  4）健安委員会 →9/20（火）委員会 着衣水泳は継続検討 ヘルメット着用ポスター制作を検討 

  5）広報委員会 →9/30付 市Ｐ会報（第137号）発行 10/7（金）各校に配送予定 

イ 各区Ｐより                                   

     1）中央区 →10/15（土）17:00 校内担当副会長交流会 

2）東区 →10/13（木）19:30 定例会 秋津公民館 

3）西区 →10/21（金）19:30 理事会 森都心プラザ 

4）南区 → 1/14（土）南区Ｐ研修会 火の君文化センター予定  

5）北区 →10/17（月）北区子どもまつり実行委員会 11月に運営委員会予定 

ウ 三役各担当より（本日18:00～実施）                            ＜資料7＞ 

   ○会費未納あと１校 ○ＣＰ教育文化ﾌﾟﾗﾝ多数の応募を ○R5.5/27（土）市Ｐ定期総会会場 

    選定の件 ○R5年度市Ｐ研究大会期日変更の件 →11/23（祝木）市民会館仮予約中 

   ○10/1～自転車ヘルメット着用努力義務促進のポスター作成の件 →健安委で今後検討 

   ○11/10常任理事会で講演会の紹介 ○家庭教育セミナー紹介 生涯学習課に出前講座一覧もあり 

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8＞ 

オ 諸会議等報告                                   ＜資料9＞ 

1）充て職他 →（津川）市民スポーツフェスタ実行委員会  

2）指定都市情報交換会さいたま市大会  →資料をもとに概要等報告・説明 R5相模原市、R6熊本市                                              

カ 事務局より ○日Ｐｵﾝﾗｲﾝ国内研修事業報告書（市Ｐから橋口君・田中さん） →回覧 



～今後の予定（10・11・12・1月）～ 

・10/ 7（金）19:00 総務委員会 中央公民館７階 ホール 

・10/14（金）    ＣＰ教育・文化ﾌﾟﾗﾝ作品応募締切（厳守） 

・10/18（火）10:00 教育文化ﾌｫｰﾗﾑ 第２回実行委員会 文教会館２階 総務委：中央区 

・10/20（木）10:00 日Ｐ推進室会議、14:00 代表者会 東京ガーデンパレス 会長 

・10/22（土）18:30 厚生委員会 パレア10階 会議室７ 

・10/26（水）13:00 市Ｐ研究大会会場との打ち合わせ 教養委：西区他 

・10/26･27（水･木） Ｒ５日Ｐ全国大会１年前視察 広島県 会長 

・10/28（金）午後  九Ｐ理事会等 沖縄 会長・副会長・母代・事務局（松島・濱石・髙梨・森川） 

・11/ 2（水）19:00 教養委員会 中央公民館 ６階大会議室 

※11/ 5（土） 9:30 高Ｐ連指導者研究大会 小川総合文化センター 会長 

※11/ 8（火）10:00 私立幼稚園・認定こども園ＰＴＡ連合大会 市民会館大ホール 会長 

・11/10（木）19:00 常任理事会 中央公民館７階ホール（18:00 三役会） 

・11/12（土）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 

※11/12（土）午後  県Ｐ研究大会 山鹿市 他（市Ｐ研究大会と同時間帯）  

・11/13（日）13:15 （共催）教育・文化ﾌｫｰﾗﾑ 鶴屋東館10F パレア（総務委：中央区他）  ※市長選 

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

・11/16（水）～21（月）教育・文化展 鶴屋８階ふれあいｷﾞｬﾗﾘｰ 受付担当 総務委 

・11/18（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 

・11/21（月）17:00 教育・文化展撤収 鶴屋８階ふれあいｷﾞｬﾗﾘｰ 総務委等５～６名 16:15集合 

 ・11/28（月）14:00 第３回教育文化ﾌｫｰﾗﾑ反省会 文教会館２階 総務委：中央区 

・11/28（月）15:30 市退職校長会との懇談会 市Ｐ常任理事等対象（可能な範囲で） 

・12/ 1（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/ 2（金）19:00 健安委員会 中央公民館 ６階大会議室 

・12/ 3（土）13:00？県Ｐ･市Ｐふれあい読書研修会 県総合福祉ｾﾝﾀｰ５階研修ﾎｰﾙ →CP読書ﾌﾟ各区１校程 

・12/ 6（火）18:30 青少協との懇談・情報交換会 会場（     ） 三役対応 

・12/17･18（土･日） 九Ｐおきなわ大会 16(木)午後：打合せ会、17午後：分科会、18午前：全体会 

※12/23（金）終業式 

 ・12/29（木）～1/４（水）閉局（年末年始休暇） 

 ・ 1/10（火）早朝  市Ｐ一斉あいさつ運動（３学期始業式：市教委からの参加はなし） 

・ 1/12（木）19:00 常任理事会 中央公民館７階ホール（18:00 三役会） 

・ 1/13（金）    九Ｐ理事会（本来12月開催の分） 佐賀県 会長・事務局長 

※１月中旬頃 高Ｐ連・県Ｐ（幼稚園Ｐ）との懇談・情報交換会・・・三役対応 R4：市Ｐ担当 

（6）名義後援他依頼 →全て承認                                  ＜資料10＞ 

  ①名義後援 「第 10回こどもの命と権利を守る・・『子どもの貧困を考える』」（毎回後援） 

  ②名義後援 「くまもと未来のしごとフェスタ in錦ヶ丘」主催：同実行委員会 （毎回後援）  

③名義後援 「・・・『童謡歌い初め大会』・・・」主催：(有)ｿｶﾞｸﾘｴｲﾄ     （毎回後援） 

④名義後援 「聞いてみんね、みつけんね！ 理系のロールモデル」主催：熊大 （毎回後援） 

⑤情報共有 日Ｐから「里親月間」実施要綱 →里親制度の普及啓発等  

（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４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４年11月10日（木）  ○三役会 18時～  ○常任理事会 19時～ 

２ 場 所   中央公民館７階 ホール 

３ 内 容   ＜西区＞ 司会：濱石浩二 副会長  記録：出田真都夏 常任理事 

     ・11/12（土）市Ｐ研究大会  ・11/13（日）（共催）教育･文化フォーラム 

・ＣＰ読書プラン再募集審査 ・11～２月行事等 ・その他  ※総会資料は毎回ご持参を 


