
   令和５年２月常任理事会記録 

１ 日 時  令和５年２月２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   ＜中央区＞ 司会：岡﨑淳司 副会長   記録：髙梨沙織 市Ｐ担部会長 

 ※ 青少年教育課 寺崎主査 金峰山少年自然の家新施設設備運営事業について 

 ※ 県高Ｐ連 夏木会長 県高Ｐ連から中学校卒業式への祝詞発送について 

(1)  開  会 

（2） 出席者数 17名 →成立 松島、岡﨑、友村、濱石、橋口、小嵜、髙梨、井手、寺井、廣島、梅田、出田 

津川、清田、酒井、田中、田尻 （欠）堤、川口、内村、建山、村田、神吉 

（3）  会長挨拶 →各区での対面での研修に皆さん熱心に参加 子育てについて考えるよい機会になれば 

（4） 参与挨拶 

・教育委員会（江良 友一 指導主事） →education week、のべ13,000人再生 会長ﾌｯﾄﾊﾟｽにもご参加 

・小学校長会（馬場 康弘 力合小校長） →雪に子どもたち大喜び ｺｻｰｼﾞｭ作り等PTAからの支援に感謝 

   ・中学校長会（城音寺明生 出水南中校長）→公立願書提出 三年生を送る会 寺井会長から温かいﾒｯｾｰｼﾞ 

（5） 議 事 

① 審議事項（実施の可否決定や内容の検討・決定） 

ア 次年度市Ｐ事務局雇用の件（会長） →承認                      ＜資料1＞ 

イ ＣＰスキルアッププラン（上限２万円）申請（南区） →承認              ＜資料2＞ 

ウ 単Ｐ研修会助成金審査の件（教養担当：西区Ｐ）→15件承認 当該校に通知送付済     ＜資料3＞ 

エ 3/15（水）新任研実施の件（厚生担当：東区Ｐ）→一部追記、整理し承認 ～3/7（火）     ＜資料4＞ 

② 協議事項（相談・意見交換・検討） 

ア 次年度行事・予算案の件（1/27行事予算委報道等：総務担当 中央区Ｐ）                   ＜資料5＞ 

    →○会計研：今後講師との打合せ要 ○合同研：7/1(土)に変更 ○夏休みプール開放事業： 

     さらに担当課と協議へ R5年度は中止の見込 ○市Ｐバレー：9/2(土)または9/3(日)に 

区毎に異なるも可 委員会でさらに検討 ○R9日Ｐ熊本市大会へ意識向上・準備金確保 

（今後の九Ｐ大会への参加者増、市Ｐ総合保障制度の周知と加入促進、広告の検討等） 

イ 2/22（水）県Ｐとの懇談会 全常任理事等対象（県Ｐからの提案紹介）          ＜資料6＞ 

ウ 2/25（土）会長懇談会の件（総務担当：中央区Ｐ） ～2/20（月）→2/9現在 回答43件    ＜資料7＞ 

③ 報告事項 

ア 各委員会より 1）総務 2）厚生 3）教養 →特になし 4）健安 →ポスター作成中   ＜資料8＞ 

        5）広報 →２月中に配送完了予定 各区研修会等記事を急ぎ投稿願う 

イ 各区Ｐより                                     ＜資料9＞ 

1) 中央区 →2/25（土）10:30 中央区Ｐ研修会 ＺＯＯＭにて（江原中） 清田一弘氏 

       3/20（月）19:00 定例会（新旧参加）パレアホール（市Ｐ総合保障説明） 

       4/22（土）16:00or17:00 中央区Ｐ定期総会 テルサ 

 2) 東区  →2/ 5（日）14:00 東区Ｐ研修会 二岡中体育館 宮津航一さん親子 

       2/ 9（木）19:30 定例会 託麻公民館  〇3/10（金）年度末総会 

3) 西区  →2/18（土）18:00  西区Ｐ交流会・懇親会 ﾒﾙﾊﾟﾙｸ熊本 ○1/29（日）研修会報告 

4) 南区  →2/10（金）19:00 年度末総会 ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ熊本ニュースカイ 

       4/ 1（土）15:00 スキルアップ研 パレアホール（市Ｐ総合保障説明） 

       5/12（金）19:00 定期総会 ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ熊本ニュースカイ 

      5) 北区  →2/ 9（木）18:30 運営委員会 北部公民館（おきなわ助成金支給・市Ｐ総合保障説明） 

2/26（日）10:00 北区Ｐ研修会 北部公民館 前田康裕氏（ZOOM併用） 

   ウ 三役各担当より 九Ｐ「きらりと輝く九州人大賞」の件（会長） →さらに検討後再提案  ＜資料 10＞                                   

エ １月分本会計執行状況 →報告・説明 質疑特になし                           ＜資料11＞ 

オ 諸会議等報告（充て職他）  →（岡﨑）健康くまもと21歯科保健部会           ＜資料12＞ 

 （内村）学校給食会青果物査定委員会、（川口）学校給食運営協議会  

（清田）野外教育施設運営協議会、部活動改革検討委員会、（出田）小中一貫教育懇談会、 



カ 事務局より                                       ＜資料13＞ 

1）会長理事・市Ｐ担当副会長理事調べの件（会員数等調べは新年度に改めて）    ～4/14（金） 

2) 市Ｐ会長表彰（①個人・②団体・③善行）申請の件（市長・教育長表彰は３月提案）～4/21（金） 

3）令和４年度卒業式・令和５年度入学式への市Ｐ発祝詞お届けの件 

4）R5役員等推薦候補者一覧（R4.12/1理事会で依頼済み）、R5区毎委員会所属校一覧提出の件 

5）常任理事等 年間交通費確認の件 →3/2（木）に年間通信費と併せて支給（印鑑持参を） 

6）いじめ防止標語コンテストの件 17校から742/4429点（R3：23校から845/4542点） 

～今後の予定（２・３・４・５月）～ （区Ｐの研修会と総会は記載しています） 

・ 2/ 3（金）13:00 九Ｐ幹部研修会 長崎市 会長1・九Ｐ担当副会長1・母代1・事務局長1 

・ 2/ 5（日）14:00 東区Ｐ研修会 二岡中体育館 宮津航一さん親子 

・ 2/10（金）19:00 南区Ｐ年度末総会 ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ熊本ニュースカイ 

・ 2/14（火）～17（金） 単Ｐ研・ＣＰ交流プラン助成金支給 市Ｐ事務局または振り込みにて 

・ 2/16（木）10:05 日Ｐ全国大会推進委員会、13:00代表者会 東京ガーデンパレス 会長 

・ 2/22（水）18:00 県Ｐとの懇談懇親会 中央公民館７階ﾎｰﾙ その後yokohachi 対象全常任理事 

・ 2/25（土）10:30 中央区Ｐ研修会 ZOOMにて（江原中） 清田一弘氏 

・ 2/25（土）15:00 会長懇談会 単Ｐ会長（任意）山本屋（世話係：総務担当） 懇親会：4,500円 

・ 2/26（日）10:00 北区Ｐ研修会 北部公民館＋ZOOM配信 講師：前田康裕 氏 

・ 2/28（火）    市Ｐ会報 第138号 各学校へ配送完了 予定 

・ 3/ 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） 

※ 3/ 3（金）中学校卒業式（市Ｐから祝詞送付：２月青封筒） 

・ 3/10（金）18:30 東区Ｐ年度末総会 KKRホテル熊本 

・ 3/15（水）19:00 新任研 中央公民館 ７階ホール オンラインと併用（世話係：厚生担当） 

※ 3/23（木）小学校卒業式（市Ｐから祝詞送付：２月青封筒） ※ 3/24（金）小中修了式  （↓R5年度） 

・ 4/ 6（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） 

・ 4/ 7（金）19:00 市Ｐ役員等選考委員会 中央公民館５階 中会議室３ 各区から計15人 

・ 4/ （ ）    会計監査  

※ 4/10（月）小中：始業式 ※ 4/11（火）中：入学式 ※ 4/12（水）小：入学式（市Ｐからの祝詞送付） 

※ 4/12（水）14:00 熊日ＰＴＡ新聞コンクール最終審査 熊日本社 会長 

・ 4/20（木）19:00 第１回全ての委員会 パレア各会議室 

・ 4/21（金）14:00 九Ｐ理事会 沖縄 会長 

・ 4/22（土）16:00or17:00 中央区Ｐ定期総会 テルサ 

・ 4/27（木）19:00 Ｐ災説明会 鶴屋東館10階 パレアホール（ZOOM併用） ←最初の日程から変更 

※ 4/29（土）14:00 熊日ＰＴＡ新聞コンクール表彰式 会長 受賞校 

・ 5/11（木）19:00 新旧常任理事会 中央公民館 ７階ホール（18:00 三役会） 

・ 5/18（木）    日Ｐ代表者会・委員会 東京（予定） 会長  

・ 5/27（土）15:00 市Ｐ定期総会 市立図書館ホール（2/1仮予約済） 

（6）名義後援・配付他 →全て承認                                        ＜資料14＞ 

①名義共催 「第17回 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ熊本 交通安全ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ：ﾋﾟｯｶﾋﾟｶの1ねんせいてちょう配付」（毎年共催） 

②常任理事会配付 「はばたけ！熊本ｻｲｴﾝｽｶﾞｰﾙｽﾞ」主催：熊大 2/23（木）ｵﾝﾗｲﾝにて（後援済み） 

③単Ｐ配付 ○市立図書館だより２月号、○日Ｐ新聞 第366号 ○県高Ｐ連から中学校卒業式への祝詞 

（7）その他  （8）閉 会  

３月常任理事会の開催について（ご案内） 

令和５年３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５年３月２日（木） 常任理事会 19時～ （三役会 18時～）   

２ 場 所   中央公民館 中央公民館６階 大会議室３＋小会議室 

３ 内 容   ＜東区＞ 司会：友村幸雅 副会長   記録：川口葉子 常任理事 

・3/15（水）新任研の件 ・4/27（木）Ｐ災説明会の件 ・年度末・年度始め諸行事の件 

・その他                         ※総会資料は毎回ご持参を 


