
第 1 回理事会 報告 

平成３０年度 北九州市ＰＴＡ協議会 

 

 

 

 
○ 平成３０年 7 月 2 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・植木・小森・永岡・芳賀・上田・河野・脇・清水・遠嶋・遠藤・ 

上谷・寺田・香山 

多田・古賀・須藤・賀屋・堀田・波多野・中原・村田・仲村・佐藤・池田・前畑・前川・ 

折出・大川内・奧田・松岡・奥村 

                      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  古賀・村田 

☆ 「子どもを育てる 10 か条」の唱和  清水 

  

１．会長あいさつ 

  いよいよ３０年度が本格的に始動しました。私は４年目になります。財政改革・組織改革

を経て、皆さんと共に１０年後、２０年後も続いていくＰＴＡ協議会を創っていきたいと思

っております。 

  “カウンターパートナー”、という言葉をご存知でしょうか。単位ＰＴＡの会長様方のカウ

ンターパートナーは校長先生、児童生徒です。連合会長様方は単位ＰＴＡの児童生徒、先生

方はもちろんの事、同じ所属の連合会で共に活動する会長さん達です。そして私達市 P 協は、

市長、教育長、そして７１０００人の子ども達です。理事の皆さんは単位 PTA の会長さん、

連合会長さん、市 P 協の理事、さまざまな「顔」と「役割」を担っておられます。本当に大

変だと思います。しかしながら、子ども達の笑顔のために一生懸命に活動していただきたい。

そのためのご協力・努力は惜しみません。必要があれば、連合会様に赴き、ご挨拶・ご説明

申し上げます。本日もどうぞよろしくお願いします。 

 

２．審議事項 なし 

３．協議事項 

① 第６３回日本ＰＴＡ九州ブロック研究大会 鹿児島大会について ★平成３３年度は北

九州大会 

   ※平成３０年１０月２７日(土)～２８日(日)  北九州ナイツ開催 

＜事務局長＞ 

 先月末、庁内メールで各学校に九Ｐ鹿児島大会のご案内をお配りしております。７月初旬ご

ろに順次、学校様へ到着しているかと思います。 

本年度、特にご注意いただきたいのは以下の項目です。 

 

●大会参加者登録・分科会登録は、各単位ＰＴＡで専用ＷＥＢサイトより行ってください。 

(宿泊等を利用しない場合でも全員共通です)  ※ WEB登録の受付期間 7月１０日～８月

１０日まで 

●ＪＴＢの宿泊プランをご用意しております。 

JTB プラン(宿泊・北九州ナイツ・貸切バス)は従来通り FAX 用紙でお申し込みください。 

(※大会本部宿泊プランと混同し、重複予約されないよう十分ご注意ください。) 

●分科会希望は先着順となっております。収容人数の少ない会場はすぐに満席になってしま

いますので、なるべく早めにお手続きください。 

＜若松区小Ｐ連＞ 

≪理事会来訪者説明≫ 

・教育委員会指導第２課 

・小倉北警察署 

 

≪配布物≫ 

・九Ｐ大会二次案内 他 



 分科会登録・参加申込はＷＥＢ上で行い、宿泊・貸切バス等はできればＪＴＢプラン(ＦＡ

Ｘ)を選んでいただきたいという捉え方でよろしいでしょうか。 

＜事務局長＞ 

 おっしゃる通りです。１年前から準備を重ね、極力予算を抑えた市Ｐ協独自のプランをご

用意させていただきました。北九州ナイツも皆さまに楽しんで頂けるよう、一生懸命頑張り

ます。 

＜小倉南区中Ｐ連＞ 

 第２分科会・第５分科会が北九州の担当分科会との事ですが、「応援枠」といった形で他の

地域よりも多めに収容人数の枠をいただけているのでしょうか。できれば地元の方を応援し

たいのですが。 

＜会長＞ 

九Ｐ大会あり方委員会にてその件が協議され、本年度より各地域平等とし、なるべく偏り

が生じないような要請人数となりました。理由の一つとして、１つの分科会が地域応援枠に

よって満席に近い人数となってしまった場合、開催県の地元ＰＴＡにお願いして希望とは異

なる参加者の少ない分科会に全員移ってもらう…等、地元の負担が発生している現状が例年

あったためです。そういった事案を極力減らしていくための施策ですので、ご理解いただけ

たら幸いです。 

＜事務局長＞ 

 なお、貸し切りバスについてですが、最低催行人数は３５名となります。３５名に満たな

い場合は１つのバスに複数の分科会で乗り合いとなりますことをご了承ください。(各分科会

会場に停車いたします) 

 

② 平成３０年度家庭教育講演会について  

   ※平成３０年８月１９日（日） １０時～ 黒崎ひびしんホール 大ホール 

    リーフレットを全会員に配布  申込み締切 ８月１０日（金）必着 市Ｐ協まで 

＜事務局長＞ 

 本年度も夏休みに親子で参加できる家庭教育講演会を開催いたします。子育てシンガーの

mon さんに９０分のご講演をお願いしております。リーフレットの下部に記入欄がございます

ので、所属学校・お名前をご記入の上、市Ｐ協までＦＡＸ送信してください。沢山の皆様のご

来場をお待ちしております。 

 

③第１３回「Ｓｔｏｐ・ザ・非行ふくおか」福岡県大会  

平成３０年８月４日（土） １３時～  なみきスクエア（福岡市） 

※連合会で取りまとめをお願いします。（７月２３日までに） 

＜事務局長＞ 

 三Ｐ協とは、福岡県ＰＴＡ連合会、福岡市ＰＴＡ協議会、北九州市ＰＴＡ協議会の三団体

で構成されております。「Ｓｔｏｐ・ザ・非行ふくおか」は３団体持ち回りで毎年開催してい

る講演会です。本年度の主管は福岡県Ｐ連です。連合会長さま宛に申込書を送付いたします

ので、連合会内のみなさんにご周知戴き、参加希望の方を取りまとめて事務局へご提出くだ

さい。 

＜小倉南区中Ｐ連＞ 

 各連合から何名参加して欲しい等、人数希望はございますか。 

＜会長＞ 

 北九州市Ｐ協への参加要請人数は１００名です。各連合７～８名様となりますが、できる

だけ多くの方が参加していただけたらと思います。 

＜事務局長＞ 

 市内の開催ではなく遠方になりますが、たくさんご参加いただけたら嬉しいです。よろし

くお願いします。 

 

④ 第７４回 指定都市ＰＴＡ情報交換会 北九州大会 について  

    ※平成３０年９月１３日（木） １４日（金） 

＜多田相談役＞ 

 政令指定都市の各ＰＴＡ協議会の皆さんが北九州市に集います。関係者の皆様方には、精



一杯のおもてなしの心を持ってご対応いただきたいと思っております。なお、全体会の記念

講演講師は「はなちゃんのみそ汁」の原作者、安武信吾さんをお招きしております。 

＜事務局長＞ 

 当日受付に母親委員さん、会場案内に研修委員さんにお手伝いいただきたいと思います。

連合会長様で、もし９月１３日（木）にもしお手伝いいただける方がいらっしゃいましたら、

事務局の方までご連絡いただけたら大変ありがたいです。よろしくお願い致します。 

＜会長＞ 

 なお、参加者ではなく運営にあたっていただくことになりますので、宿泊等の必要はあり

ません。お手伝い終了後はお帰りいただけます。 

＜小倉南区中Ｐ連＞ 

 お手伝いに参加する場合、参加費はどうなるのでしょうか。 

＜会長＞ 

 参加費のお支払いはございません。 

 

⑤ 第１回会長・副会長・役員研修会 反省 

＜脇＞ 

 アンケート結果を見ますと、大半の方に御満足いただけたようで大変嬉しく思いました。

今回は旧委員の方が中心になって企画・運営を行って頂き、次回より私達新委員が担うこと

になります。私も参加させて戴きましたが、次回も今回に負けない研修会を開きたいと思い

ました。本日の理事会終了後に研修委員の打ち合わせを致しますが、次回に向けての意気込

みを持って進めていきたいと思います。 

 

⑥ 教育委員会への要望書について   提出締切 ８月１０日（金） 

＜事務局長＞ 

 本年度も各単位ＰＴＡ宛に教育委員会への要望書を送付いたします。庁内メールで各学校

宛にお送りしますので、届きましたらご確認ください。 

＜門司区小Ｐ連＞ 

 要望書についても連合会で取りまとめるのではなく、単位ＰＴＡから直接事務局あてに提

出したらよいのですね。 

＜事務局長＞ 

 はい、おっしゃる通りで、単位ＰＴＡの皆さんから直接ＰＴＡ協議会にご提出ください。

連合会で取りまとめて頂く必要はありません。 

＜会長＞ 

 要望書についてですが、私が一昨年より教育委員会だけでなく直接市長に謁見し、要望書

をお届けしております。 

 

⑦ 北九州市教育委員会 共催申請における減免措置について 

＜会長＞ 

 スポーツ大会等の減免申請については、教育委員会が共催をする事業についての取り決め

があります。①教育委員会が経費を負担している②企画運営に関わっている等です。本年度

も、教育委員会のご理解・お力添えを頂き、市Ｐ協を通すことで減免措置を継続していただ

けることになりました。 

＜若松区小Ｐ連＞ 

 つまり、減免申請を行う場合は市Ｐ協を通したらよいのですね。 

＜会長＞ 

 はい、その通りです。 

 

４． 連絡・報告事項 

① 役員より 

○ Ｐ協新聞 １４４号 ７月発行 

○ 会長 日Ｐ活動報告 

 

② 常置委員会活動報告 

＜総務委員会＞ 

 今年度は社団法人化に向けて準備を進めていくことを中心に委員会活動を行います。社団



法人としての市Ｐ協を中心に、教育委員会、財団法人化した基金運営委員会と三位一体で連

携を取りながら子ども達のために活動していくことを目標としております。７月～９月につ

いては各連合会や単位ＰＴＡへの説明の期間と致します。法人化について訪問・説明のご要

望がある場合は９月３日(月)の理事会までにご連絡ください。本日以降～９月末の間で法人

化説明に参ります。 

北九州市が全国に先駆ける教育大国となるのだという強い思いを持ってやり遂げたいと思

っております。「よりよい法人化をやっていくため」の意見を活発に交わしていきましょう。 

＜教育環境委員会＞ 

 第１回委員会は７月１３日(金)に行います。第１回は自己紹介と、そして携帯スマホ夜 

１０時電源ＯＦＦ運動について話し合います。携帯の使い方については、教育委員会とも連

携しながら取り組みたいと思います。 

＜母親委員会＞ 

 ６月２日(土)に定期総会の受付、そして６月３０日(土)の会長・副会長・役員研修会の受付

を担当いたしました。次回委員会は来週月曜日、７月９日(月)に開催予定です。 

＜研修委員会＞ 

 理事会終了後に私と副委員長さんで今後の活動方針等の打ち合わせを行います。研修副委

員長さんはお手数ですが、理事会終了後市Ｐ協会議室へお越しください。 

 

③ 小・中・特支部会報告 なし 

 

④ 各連合会報告 

＊各連合会より自己紹介・ご挨拶 

 

⑤ 校長会より 

＜小学校校長会＞ 

 ７月からプールの指導が始まりました。子ども達と一緒に私もプールに入り、蹴伸びの練

習をしておりますが、子ども達から「先生、頑張って！」と声を掛けてもらうなど、楽しい

日々が続いております。また、明日は台風接近に伴い市内の小・中・高校が全校休校となり

ました。 

＜特支校長会＞ 

 特別支援学校は修学旅行の時期になりました。しかし、台風の影響で本日出発した学校が

２泊３日のところを切り上げて明日帰ってくるという事態となり、大変残念に思っておりま

す。また、６月３０日(土)の大雨では小倉南区で避難指示もあり、非常に大変な一日でした。 

 

⑥ 各種行政関係出向より報告  

 ＊６月７日（木）長期欠席対策検討会（脇）  ＊６月２５日（月）食育推進懇話会 (脇) 

 ＊７月２日(月)物資納入業者選定委員会(植木)    等 

 

⑦ 事務局より 

・心豊かな少年を育てる市民大会 平成３０年７月７日（土）１０時３０分～ 北九州芸術

劇場 大ホール 

＜事務局長＞ 

 こちらは市Ｐ協主催行事ではありませんが、曽我部会長が大会実行委員の副実行委員長と

して活動しておられます。既に学校に御案内のチラシが届けられているかと存じます。奮っ

てご参加ください。 

 ・７月８月 行事予定表    ※８月１３日～１５日 お盆の為閉局 

 

⑧ その他 

＜多田相談役＞ 

 子どもの見守り・通学路の巡回を行っていますが、帰宅時の変質者が多いようです。私は、

実際に先日、「みまもっち」アプリの情報で見た特徴どおりの男が女学生に声を掛けているの

をたまたま見掛けました。私が注意をしたので、事件を未然に防ぐことができました。情報

収集の大切さを非常に感じました。 

 

※ 第２回役員会・・・  ７月１７日（火）1８時３０分～  生涯学習総合センター   



２F ＰＴＡ会議室 

指定都市実行委員会・・７月１７日（火）1９時～  生涯学習総合センター   

１F Ａ会議室 

※ 第３回役員会・・・  ８月 ６日（月）1８時３０分～  生涯学習総合センター   

２F ＰＴＡ会議室 

指定都市実行委員会・・８月６日（火）1９時～  生涯学習総合センター   

１F Ａ会議室 

※ 第４回役員会・・・  ９月 ３日（月）１８時００分～  生涯学習総合センター   

２F ＰＴＡ会議室 

第２回理事会・・・  ９月 ３日（月）１９時３０分～  生涯学習総合センター   

２F 2１学習室 

 


