平成 29 年度

北九州市ＰＴＡ協議会

第 10 回役員・理事会

報告

○ 平成３０年５月７日（月） 役員会 18:00～
理事会 19:30～
○ 北九州市立生涯学習総合センター２F ２１学習室
○ 出席者（敬称略）曽我部・多田・植木・脇・清水・村島・松岡・密井・遠嶋・寺田・野田・
河野・芳賀・薬師寺・岩田・井村・野瀨・槇山・一ノ瀨・武藤・上田・田中（正）
・武谷・
折出・大河内・川津・奥田・山田・鷲頭・池田
事務局…久保川・今永・村山
○ 議
事 ≪理事会来訪者説明≫
議事録署名人と「子どもを育てる 10 か条」の唱和者の指名
☆ 議事録署名人
槇山・一ノ瀨
☆ 「子どもを育てる 10 か条」の唱和
清水

≪理事会来訪者説明≫
なし

≪配布物≫
・総会要録資料 他

１．会長あいさつ
本年度最後の理事会となりました。本当にお世話になりました。会長として、ＰＴＡ協議会
をよりよくしていきたいという強い思いの下、３年間取り組んでまいりました。財政健全化を
図るため会費値上げの折には、単位ＰＴＡの皆様からご理解をいただけるように各区連合会長
様方にも大変お世話になりました。おかげさまで、AIG 保険の事務手数料を各区連合会様へ按
分で分配することが実現いたしました。平成２９年度は社団法人化取得を目指して検討を続け
て来ました。今後は、北九州市内の困っている子どもたちのための支援も考え、全ての子ども
たちの素適な笑顔のために取り組んでまいりたいと思います。
平成３０年度がまたスタートいたします。今後とも何卒お力添えの程よろしくお願いします。
２．審議事項
① 役員選考委員会報告
*審議の結果、賛成多数にて可決。
②平成３０年度優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰の推薦について
＜会長＞
単位ＰＴＡ活性化事業で、小・中学校の連携を図り、学校・地域・保護者が一体となって
防災事業に取り組まれておりましたので、推薦させて戴きたいと思います。審議の程よろし
くお願いいたします。
*審議の結果、賛成多数にて可決。
③ＰＴＡ活動振興功労者表彰の推薦について
＜事務局長＞
５年に１度、文部科学省主催でＰＴＡ活動振興功労者表彰が行われております。本年度に
おきましても北九州市の推薦枠は２名となっておりましたので、ＰＴＡ協議会の運営にご尽
力いただきました２名の方を推薦させていただきます。審議の程よろしくお願いいたします。
*審議の結果、賛成多数にて可決。
④北九Ｐ協総会・歓送迎会について ６月２日(土) ステーションホテル小倉
総会１５：３０～ 歓送迎会１８：００～ ６０００円
(北九州市ＰＴＡ協議会 法人化取得について)
(総会運営要項)
(感謝状贈呈者)
(決算書・予算書 )
(歓送迎会次第)
＜事務局長＞

総会で審議される事項について、最終確認をしたいと思います。平成２９年度で役員・監
事を退任される方には県教委からの感謝状が贈呈されます。さらに、退任される理事の方を
加えて、市教委からの感謝状が贈呈されます。氏名等に間違えはございませんかご確認下さ
い。皆様、本当にありがとうございました。
*審議の結果、賛成多数にて可決。
＜専務理事＞
なお、総会代議員について今一度確認させていただきたいのですが、連合会組織における
「連合会長・副会長（１～２名）
、母親代表・校長会長・事務局長」がＰ協総会の代議員とな
ります。欠席の場合は委任状が必要となりますので、確認の上ご対応いただけますようお願
い申し上げます。
３．協議事項
① 指導者研修会について
５月１２日(土) 黒崎ひびしんホール １0：00～12：30 受付 9：30～ 申込者３００名
＜事務局長＞
５月７日（月）時点で３００人の方に申し込み頂いております。締め切りは本日としてお
りますが、当日まで受け付けております。ぜひとも沢山の方にお越しいただきたく準備を進
めておりますので、今一度、ご周知のお声掛けの程よろしくお願いします。
②

広報委員研修会
５月１７日(木) ホテルクラウンパレス小倉
10：00～12：１0 受付 9：30～
申込者 １２２名
より良い広報新聞作成をめざし、広報委員研修会を開催いたします。今後の広報新聞作り
に役立ちます。多くの広報委員の方に参加してほしいと思います。今一度、ご周知のお声掛
けの程よろしくお願いします。
③ 第１回会長・副会長・役員研修会
６月３０日(土) ホテルクラウンパレス小倉
15：00～20：00
受付 14：３0～
＜研修委員長＞
今回の研修会は三部構成で行う予定にしております。はじめに北九州市選挙管理委員会の
方にお越しいただき、
「保護者世代の選挙参加促進」についてお話しいただきます。次に、曽
我部会長にご講演いただき、Ｐ協の活動やご自身のＰＴＡ活動への思い等をお話し頂きます。
そして、最後に少人数の班編成を行い「ＰＴＡ肯定」をテーマとして参加者同士で協議を行
います。研修案内は後日、庁内メールで各学校に配布いたします。たくさんのＰＴＡの皆様
にご参加いただきますようお願い致します。
④

役員・理事研修会について ６月１８日(月)
ステーションホテル小倉にて
18:00～19:30
研修会
19:30～21:00
情報交換会
＜事務局長＞
平成３０年度の新役員・理事の方を対象として研修会を行います。今回は、日時のみのご
連絡で、正式なご案内状は総会にご出席いただいた折に直接お渡しいたします。
⑤ ＰＴＡの任意加入について
＜常務理事＞
ＰＴＡの任意加入とは少し主旨がずれるとは思うのですが、お話させてください。先日、
市内の校長先生とお話をさせて頂いた折に「入学式・卒業式等の学校行事の際に、ＰＴＡの
方にお手伝いをしてお願いするのですが、ご協力いただけない場合、どうすればよいのか」
というご相談を受けました。私達ＰＴＡは、普段、学校行事の際に役員・母親委員のお母さ
ん達と共に運営のお手伝いをしていると思います。確かに学校運営へのご協力は無理にお願
いすることではありません。しかし、地域との繋がりもあり、学校職員だけで運営できない
場合、ＰＴＡの皆様のご協力は不可欠だと考えます。「ＰＴＡの皆さまには今後ともさまざま
な面でご協力いただきたいと思っています。」と校長先生から伺い、とても不安に思っておら

れるなと感じた次第です。
ＰＴＡは、学校の先生方の手が届かない所、親ならではの視点で手助けをしていくための
団体です。子ども達が安全に学校に通い、学び、安全に家に帰ってくるための見守りをして
いくこともＰＴＡの役割だと思います。
＜八幡東区中Ｐ連＞
学校の先生方と子どもたちが必要としなければ、私達ＰＴＡは必要ありません。私達ＰＴ
Ａは求められているという役割があるからこそ存在しているのです。私の所属するＰＴＡで
はＰＴＳＣ（Parent・Teacher・Student・Community）を掲げ、保護者や先生方だけでなく
生徒側の意見も取り入れながら学校運営のお手伝いをしております。協力して欲しいという
強い思いがあるのならば、ＰＴＡと学校側で直に話し合い、学校の先生方から保護者側へ協
力をお願いするべきだと思います。
⑥

個人情報保護について

⑦

その他

４．

なし

連絡・報告事項

① 役員より なし
② 常置委員会活動報告
＜総務委員会＞
ＨＰの業者選定が終わり、正式に１社決定いたしました。平成３０年度よりＨＰの改装・
改善を行います。また、５月１４日（月）に第８回総務委員会を開催いたします。ＨＰの掲
載事項等、今年度の活動の最後の詰めを行っていきたいと思います。
＜教育環境委員会＞
４月１９日に第３回教育環境委員会を行いました。アンケートを実施したいという事で、
より細かいアンケートの内容を協議してきました。実施については、次年度に引継ぎとなり
ました。
＜母親委員会＞
２９年度最後の母親委員会を５月２８日（月）に行います。新旧委員さんで顔合わせと引
継ぎをしたいと思っております。よろしくお願いします。
＜研修委員会＞
単位ＰＴＡは４月から新体制になっているかと存じますが、現メンバーでの研修委員会と
しては、６月３０日（土）の第１回会長・副会長・役員研修会が最後の活動となります。次
回の研修委員会は、５月１５日（火）です。最後までご協力いただけましたら助かります。
よろしくお願いします。
③ 小・中・特支部会報告 なし
④ 各連合会報告
＜小倉北区中Ｐ連＞
長い間お世話になりました。特に、研修委員会では密井委員長をはじめ、委員会の皆様と
大変楽しく活動させて戴きました。ありがとうございました。
＜八幡西区中Ｐ連＞
５月１日 (火)に連合会総会を行いまして、次期連合会事務局は熊西中学校となりました。
連合会長さんは単位ＰＴＡの会長を今年度初めて経験される方ですので、皆様どうかいろい
ろとご助力いただけますようお願いします。
⑤ 校長会より
＜小学校校長会＞
新１年生を迎えて、５月後半は運動会が始まりますので、各学校で練習に励んでおります。
１年間どうぞよろしくお願い致します。
＜中学校校長会＞
中学校は、連休明けから関西方面への修学旅行が順次実施されます。３年生が元気に楽し
く修学旅行ができるよう努力したいと思います。１年間どうぞよろしくお願いします。

＜特別支援学校校長会＞
特別支援学校も、新入生・新しい先生方を迎え、新しい環境で先生と子どもたちのつなが
りが少しずつできてきたところです。わたしたち特別支援学校も、５月頃から修学旅行が始
まります。楽しい思い出を作ってほしいと思います。１年間どうぞよろしくお願い致します。
⑥
⑦

各種行政関係出向より報告 なし
事務局より
・ＰＴＡ広報紙コンクール審査結果について
審査会４月１９日実施
・三行詩募集
５月７日(月)～６月１８日(月) 必着
・５月・６月 行事予定表
＜事務局長＞
ＰＴＡ広報紙コンクールにお申し込みいただいたＰＴＡの皆様ありがとうございました。
審査会を開催いたしました。優秀賞を受賞されたＰＴＡの皆様の表彰を５月１７日(木)の広
報委員研修会にて行います。優良・佳作受賞校には、受付で賞状をお渡しいたします。また、
すでに、三行詩の募集案内を各学校宛に庁内メールでお送りしております。沢山のご応募お
待ちしております。最後に、役員・理事の皆様、平成２９年度の活動大変お疲れ様でした。
様々な面でご協力いただき、誠に有難うございました。
⑧ その他
＜専務理事＞
本年度最後の会議となりますので、皆様ひとことずつお願いします。
＜門司区小Ｐ連＞
一年間大変お世話になりました。２９年度は学校内が人手不足のため、教頭・教務主任が
両方とも担任を持たざるをえない状況になり、加えて連合会の事務局も担って頂いたため非
常に大変でした。
＜小倉北区小Ｐ連＞
旧連合会長は所用のため欠席となりましたので、次期連合会長として参りました。昨年度
は大変お世話になりました。引き続きどうぞよろしくお願いします。
＜小倉南区小Ｐ連＞
１年間大変お世話になりました。同じ南区内の先輩方、そして他区の皆様方に本当に助け
て頂きました。Ｐ協のことも１年間で沢山知ることが出来ましたので、区内に情報共有でき
たらと思っております。
＜八幡西区小Ｐ連＞
連合会長としての任期は終えますが、引き続き八幡西区小Ｐ連の顧問として残ることにな
りました。今後とも市内のＰＴＡ活動に尽力していきたいと思っております。１年間ありが
とうございました。
＜戸畑区小Ｐ連＞
副会長の遠嶋さんが１年間ずっとサポートしてくださいまして、無事に理事としての活動
を終えることが出来ました。皆さん本当にありがとうございました。
＜戸畑区中Ｐ連＞
旧会長は所用のため欠席となりましたので、新年度のご挨拶に参りました。平成３０年度
連合会長の折出と申します。旧年度中はありがとうございました。
＜八幡西中Ｐ連＞
前年度の連合会長に、サポートしていただきまして大変心強かったです。１年間無事に活
動を終えることが出来ました。次年度の会長に引き継ぎますので、今度は私がその方をサポ
ートして行けたらと思っております。大変お世話になりました。
＜八幡東区中Ｐ連＞
１年間大変お疲れ様でした。本年度は総務委員会で社団法人化についていろいろと勉強い
たしました。総会で可決された折には、ＰＴＡ協議会がよい法人となるよう尽力したいと思
います。
＜若松区中Ｐ連＞
１年間本当にお世話になりました。皆様本当にありがとうございました。
＜小倉南区中Ｐ連＞
一人ではわからなかったことが沢山ありましたが、１年間の活動でＰＴＡについて理解を
深められたように思います。これからも子ども達のために頑張っていきたいです。今後とも

よろしくお願い致します。
＜小倉北区中Ｐ連＞
思い起こせば平成２５年にも連合会長を担当させていただき、その後Ｐ協に幹事として２
年携わり、そして最後に２９年度で１年間連合会長を担当し、大変充実した数年間を過ごし
ました。曽我部会長とも様々な意見を交わしました。お互いに刺激し合って大変活動ができ
ました。楽しんでやったもの勝ちなので、みなさんも楽しんでいただけたらと思います。
＜門司区中Ｐ連＞
こういう場でいろいろな方と話が出来て大変勉強になりました。次期の会長にしっかりと
引継ぎをして、次年度に繋げていきたいと思っております。１年間大変お世話になりました。
＜専務理事＞
退任される役員の方もひとことずつお願いします。
＜村島＞
３年間役員を務めさせて頂きました。大変お世話になりました、有難うございました。
＜密井＞
大変充実した１年間でした。沢山の出会いがあり、私は引き続き単位ＰＴＡの会長を続け
ますので、今後とも何かとお世話になるかと思います。よろしくお願いします。
＜松岡＞
２年間やらせて頂きました。会長にいろいろとアドバイスを頂きながら、２年間総務委員
会の委員長も務めました。やれるだけの手は尽くせたように思いますので、次の方はどうぞ
よろしくお願いします。
＜芳賀＞
１年間特支部会の会長を務めさせていただきました。来年度もどうぞよろしくお願いしま
す。
＜河野＞
来年度も子ども達の教育環境改善にしっかりと務めて参りますので、ご協力の程どうぞよ
ろしくお願いします。
＜野田＞
はじめてＰ協の役員を務めました。知らない事ばかりでしたので、大変勉強になった１年
間でした。来年度は、単位ＰＴＡ東郷中学校の会長として引き続きＰＴＡ活動を続けて参り
ます。研修会等にも積極的に参加したいと思います。
＜遠嶋＞
連合会の武谷会長に仰っていた通り、今戸畑区の連合会は非常によい雰囲気でＰＴＡ活動
を進めております。来年度も小・中で連携を取りながら頑張っていきたいです。
＜池田＞
今年度は母親委員長の清水さんの下で活動させて戴きました。１年間大変お世話になりま
した。
＜寺田＞
３年間副会長を務めさせて頂きました。今後も頑張っていきたいです。
＜清水＞
母親委員会として、まったくわからないところからの１年間でしたが、本当に楽しい１年
間を過ごすことができました。来年度もどうぞよろしくお願いします。
＜脇＞
平成２８年度は初めてのＰＴＡ会長、初めての連合会長としてこの場に出席させて戴きま
した。平成２９年度は役員となり、Ｐ協の様々な活動に参加させていただきました。今は本
当にＰＴＡを楽しんでやっています。来年度もよろしくお願いします。
＜植木＞
北九州市のＰＴＡ活動を支えていけるよう、しっかりと頑張っていきたいと思います。
＜専務理事＞
つたない司会を２年間務めさせて頂きました。ＰＴＡとして多くのことを学ばせていただ
きました。いろいろな先生との出会いもありました。今年度で役員の任を終えますけれど、
今後ともよろしくお願いいたします。
※第２１回役員会・・・５月２１日（月）1８時３0 分～ 生涯学習総合センター ２F ＰＴＡ会議室
※役員・理事研修会・・・６月１８日(月)
1８時～ ステーションホテル小倉にて

