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平成３０年９月 4 日 

各 校 理 事   様 

関 係 各 位 

世田谷区立小学校ＰＴＡ連合協議会 

会  長    

 

 

平成３０年度 第１回 理事会 報告書 

 

   日 時 ： 平成３０年７月１１日（水）１０：４５～１１：４５ 

      場 所 ： 北沢タウンホール  

１、開会            

 

２、会長挨拶           世田谷区立小学校ＰＴＡ連合協議会 会 長 

皆さま、こんにちは。今年は、梅雨明けも平年より２２日早く明けたそうですが、本日もお暑い中、そしてお忙しい

中、お越しいただきましてありがとうございます。理事の皆さま、教育委員会、校長会の皆さまには、日ごろより世小

Ｐ活動にご理解、ご協力いただき、心より感謝申しあげます。また校長先生方におかれましては、校長会後の貴重

なお時間にご出席いただき、まことにありがとうございます。 

 

平成３０年度の定期総会を無事終え、昨年度のテーマに副題を追加した「思いやりの心♡支え合う力～つながろ

う！子どもたちの未来のために～」という言葉を胸に、日々活動をすすめております。後程、各部より活動報告をさ

せていただきます。 

さて、１学期もあと少しです。ＰＴＡ活動につきまして、様々なご意見があがってくるころと思います。お父さん、お母

さん方の中から、いろいろな意見や不満がでるころかもしれません。運動会で一役さんとして、お手伝いに駆り出さ

れたけど暑くて大変だったとか、何で学校だけで仕切れないのか、とか。そういうご意見には、きちんと耳を傾けつ

つ、ＰＴＡのボランティア活動が教育活動の中に、なくてはならないものとして組み込まれていることを、丁寧に説明

することも必要かもしれません。例えば保護者証の作成からパトロール、おまつり、運動会の協力など、ＰＴＡが実

際的な役割を担っています。公立小学校は、保護者、先生、地域の人々が協力し合いながら運営していく体制で成

り立っています。これは戦後、法律や制度と社会の習慣のバランスの間で、長い時間を経て、定着してきた仕組み

です。社会の変化により、ＰＴＡ活動にもひずみが出ていることは事実です。ただ、公教育の運営の仕組みを抜本的

に改革しない限り、これでやっていくしかないというものです。ＰＴＡ的な活動に関わるのが嫌という人ばかりなら、そ

の分を外注するということになりますから、会費は大変な高額になります。また行政が全てを請け負うべきだという

ことなら、納税者の負担を増やすしかありません。この前提を保護者の皆さまにわかってもらいながら、その学校に

適したことをみんなで考える。時間的余裕のある方ない方、様々な環境の保護者も、役割を担っています。誰かが

やるしかないのだから、仕事や家事や育児と両立しながら、無理なく、そして楽しく活動していきたいですね。 

 また、ＰＴＡ活動は保護者と先生方による活動です。先生方の普段のご苦心に感謝しながら、ともに支えあってい

ける雰囲気作りに、皆さまもご助力いただけますよう改めてお願い申しあげます。 
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最後に、世小Ｐ活動は、６１校のＰＴＡが活動の基盤にあります。６１校のＰＴＡが、子どもたちのために連携をし、お

互いの活動がよりよくできるよう、校長会、行政、そして皆さまと共に考え、取り組んでまいりたいと思っております。

個人主義的な世の中になっているからこそ、ＰＴＡという組織の窓口の重要性は、逆に増していると思います。これ

からの日本を支えていく子どもたちが元気にすくすく育っていくために、我々親たちも今年度のテーマのごとく、子ど

もたちの未来のためにつながっていきましょう。今後も世小Ｐ事業が続きます。皆さまのご協力をよろしくお願い申し

あげます。 

 

３、教育委員会事務局挨拶 生涯学習・地域学校連携課 課 長 

皆さまこんにちは。ただ今、ご紹介いただきました、教育委員会、生涯学習・地域学校連携課長です。 

世田谷区立小学校ＰＴＡ連合協議会役員の皆様、各区立小学校ＰＴＡの皆さまには、日頃より世田谷区の教育行

政ならびに教育事業に深いご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。この場をお借りしまして、厚く感

謝申しあげます。 

また、当課が担当しております「家庭教育学級」をはじめ、「ＰＴＡ研修会」などでも大変お世話になっております。 

家庭教育学級の担当からは、すでに第１回を無事に開催し終えた学校もあると聞いております。また、今週末は、

大変多くの学校が開催をすると聞いております。担当の職員も分担して各学校に伺う準備を進めているところでご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

さて、「第２次世田谷区教育ビジョン・第２期行動計画」がスタートして４ヶ月となりますが、子育てや家庭をめぐる社

会的な環境の変化はめまぐるしく、保護者の働き方の多様化や、ＰＴＡ活動を取り巻く環境の変化なども大変大きい

ものがあると感じております。 

一方で、ＰＴＡは、保護者のつながりを深め、子どもにとってよりよい「学校教育の改善」や、「地域」と「学校」の協

働を育てるために大切な役割を担っていると認識しております。 

教育委員会といたしましては、第２期行動計画のリーディング事業の中でも、引き続き、「家庭教育への支援」、「Ｐ

ＴＡ活動への支援」に力点を置き、これまで培ってきた蓄積を活かしながら、皆さまの信頼と期待に応える世田谷の

教育の推進に向けてより一層取り組んでまいりますので、ご理解・ご支援をよろしくお願い申しあげます。 

結びにあたり、本日ご出席の皆さまのご健勝と今後のご活躍を、心からご祈念申しあげます。暑い日が続きます

ので、ＰＴＡ活動におかれましても、皆さまのご健康が第一ですのでご自愛いただければと思います。 

私からのご挨拶は以上とさせていただきます。ありがとうございます。 
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４、校長会挨拶              会  長   

皆さまこんにちは。 

１学期も残すところあと７日となりましたが、各学校のＰＴＡ活動、各ブロックでの活動、そして世小Ｐの活動も順調

に進められていることと思います。今日もこのように平成３０年度第１回の理事会が開かれることにも、原会長を中

心とした役員の皆さまの数多くのご努力があってのことだと思います。ありがとうございます。今年度も原会長を中

心に元気で明るく笑顔がいっぱいの世小Ｐが、みなさんの力を結集し、世田谷区の子どもたちのために頑張ってく

ださっていることに改めて感謝いたします。心強い限りです。 

さて今年度の世小Ｐ活動のテーマは「思いやりの心 支えあう力」 

サブテーマは ～つながろう！子どもたちの未来のために～ です。 

このテーマは校長会の今年度のテーマ「未来を見据え 学び合い高め合い連携・協働する校長会」と共通点があり

ます。未来のために、学び合うこと、高め合うこと、人と人とのつながりを大切にすることです。これからも世小Ｐの

活動ではもちろん、世小Ｐと校長会が連携・協働し、様々な課題の共有化と解決に取り組んでいきましょう。 

最後になりましたが、５月の総会以降、世田谷区小学校ＰＴＡスポーツ大会ソフトボール大会、世小Ｐ地域環境連

絡協議会 春の情報交換会など、精力的に実施・運営していただき感謝申しあげます。また、今年度からブロック編

成が変更となる中、各ブロックでの活動を計画的に進めていただき、誠にありがとうございます。 

夏には、各学校でも地域でも様々な行事があります。みなさんで力を合わせ、子どもたちのため、また地域との連

携のため、お力添えをお願いいたします。 

暑さの厳しい夏となりそうですが、体調管理を十二分に行い、充実した夏になることを願っております。 

本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

５、来賓紹介 （当日ご紹介順） 

世田谷区立小学校長会 会長    笹原小学校 校長  

世田谷区立小学校長会 副会長   深沢小学校 校長  

教育委員会事務局 生涯学習・地域学校連携課 課長  

都小Ｐ推薦理事・２９年度世小Ｐ会長              

都小Ｐ委員・２８年度世小Ｐ副会長              

都小Ｐ委員              

都小Ｐ委員              

教育委員会事務局 生涯学習・地域学校連携課  社会教育主事           

教育委員会事務局 生涯学習・地域学校連携課  社会教育主事           

教育委員会事務局 生涯学習・地域学校連携課  社会教育係主事  

教育委員会事務局 生涯学習・地域学校連携課  社会教育係主事  

教育委員会事務局 生涯学習・地域学校連携課  社会教育指導員  

教育委員会事務局 生涯学習・地域学校連携課  社会教育指導員  

６、資料確認 

配布資料一覧の通りです。 

・世小Ｐエンントリーシステムマニュアル・３０年度名簿・都小Ｐ資料     他、チラシ 
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７、活動報告 

（１）年間活動予定                        〈 総務広報部長 〉 

世小Ｐの年間活動は、＜資料１＞をご参照ください。 

常任理事校８校校長・会長・会長代理副会長と年１０回、常任理事会を開催しております。 

常任理事校校長・会長(副会長)の皆さまの紹介。 

１年間皆さまとともに世小Ｐは活動していきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（２） 活動報告 

① 総務広報部【資料２】                      〈 総務広報部長 〉 

 総務広報部の活動については、＜資料２＞をご参照ください。 

平成３１年度教育条件整備要望書 

本日が締切となっております。まだ提出されていない学校は、各ブロックの世小Ｐ役員もしくは総務広報部ま

でご連絡ください。各校の要望書をまとめたうえ、９月に教育委員会へ提出予定です。 

世小Ｐホームページ 

ＨＰを随時更新いたします。報告書や書類などもダウンロードできますので、ぜひご活用ください。 

世小Ｐ広報誌「せたがやＰＴＡの広場」 

第１０２号を７月６日（金）に各校へ配布いたしました。各家庭に配布をお願いいたします。 

不足分につきましては、世小Ｐ名簿に記載の総務広報部のアドレスまでご連絡ください。 

今年もＰＴＡの広場編集担当校として８校の皆さまにご協力をいただいています。 

（Ｐ広８名のメンバー紹介）２学期も各校のブロック研修会や、地域環境連絡協議会など取材に入らせていた

だきます。ご協力をよろしくお願いいたします。 

        

②生涯学習部【資料２】                       〈 生涯学習部長 〉 

 生涯学習部の活動については、＜資料２＞をご参照ください。 

世小Ｐ合同研修会 

例年通り、研修企画委員会を立ち上げ、研修会を企画検討中です。今年度の世小Ｐ研修会は、平成３１年

２月 1４日（木）に全会員を対象とした「合同研修会」を世田谷区民会館ホールにて開催いたします。 

詳細が決まり次第ご案内いたします。 

第１７回世田谷区小学校ＰＴＡスポーツ大会 

６月３日（日）および１０日（日）二子玉川緑地運動場にて、開催いたしました。今年度の参加校は４１校でし

た。１４グループのリーグ戦を行い、１４チームが決勝トーナメントに進みました。決勝大会の日はあいにくの

天気で、決勝戦は行わず、松沢小学校チームと芦花小学校チームの２校が優勝となりました。おめでとうご

ざいます。 

みんなで学ぶＰＴＡ    

    書面のとおり 

第３２回世小Ｐバレーボール大会 

書面のとおり 

世田谷ＰＴＡコーラスフェスタ２０１８ 

     書面のとおり 
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③地域環境部【資料２】                      〈 地域環境部長 〉 

活動報告は、理事会＜資料２＞に記載のとおりです。 

こどもをまもろう１１０番プレート・ステッカー・自転車用プレート・しおりは、お知らせ時以外でも随時受け 

付けております。教育委員会事務局または地域環境部までお問合せください。 

また、今年度より「こどもをまもろう１１０番」災害見舞金補償保険契約更新に伴う協力者名簿の提出が

学校交換便不可となります。１１月９日までに、世田谷区役所第２庁舎３階「生涯学習・地域学校連携課」

窓口までお持ちいただき提出をお願いいたします。もしくは、秋の地域環境連絡協議会でも提出していた

だけますので、よろしくお願いいたします。 

地域環境連絡協議会、春の情報交換会及び青少年問題懇談会の報告書を本日交換便にて送付予定と

なっております。夏休み前に親子で安全面の再確認をしていただけたらと思いますので、夏休み前に全

保護者への配布をお願いいたします。 

では、地域環境連絡協議会、各担当校の紹介、報告をさせていただきます。 

   地域環境連絡協議会 春の情報交換会 

多聞小学校   「子どもといっしょに考えよう安心・安全 ～子どもを事故や危険から守るには～」 

池之上小学校 「大人の意識・子どものお手本 ～顔の見える地域とのつながり～」 

深沢小学校   「親子で高めよう 安全への意識」 

千歳小学校   「見えていますか？子どもの周りの危険 ～親子で考える安全意識～」 

   秋の地域環境連絡協議会の日程 

    世田谷警察署管内  多聞小学校 １０月１６日(火) 

    北沢警察署管内   池之上小学校 １０月２９日（月） 

      玉川警察署管内   深沢小学校 １１月２日（金） 

成城警察署管内   千歳小学校 １１月５日（月） 

    となります。多くの皆さまのご参加をお待ちしております。  

 

 

④会計                                      〈 会計 〉 

活動内容は、理事会＜資料１＞をご参照ください。 

・３０年度の世小Ｐ会費は、全６１校の納入が完了いたしました。ありがとうございました。 

・単Ｐ研修会費については本日受付にて受け渡しを行いました。 

 

８、世小Ｐ顧問について 

世小Ｐ顧問は主に会長の相談役として委嘱させていただいています。平成３０年度につきましては第１回常任理事

会で提案させていただきました。 

平成３０年度世小Ｐ顧問を、平成２９年度世小Ｐ会長 にお願いしたいと考えております。 

よろしくお願いいたします。 

 

９、閉会 
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都小Ｐよりおしらせ                           〈 都小Ｐ推薦理事 〉 

皆さまこんにちは。都小Ｐについて少し説明させていただきます。社団法人東京都小学校ＰＴＡ連合協議会、略し

て都小Ｐと言います。首都東京におけるＰＴＡ活動の活性化と地域の教育力の向上を目指す活動を各区市町村とＰ

連とともに推進していく団体です。世小Ｐもそちらに参加しております。 

主な活動としまして広報誌コンクールがございますが、世田谷区からは桜小学校、千歳小学校、松丘小学校がそ

れぞれ入賞しました。おめでとうございます。 

バレーボール大会についても、東京都バレーボール大会に桜小学校が進出しまして、優勝しております。おめでと

うございました。今年度も各校とも世小Ｐバレーボール大会では全力で頑張ってください。 

最後に都小Ｐからお知らせとしまして、各単Ｐの役員宛てにすでに発送されておりますが、「親子防災体験」が８月

２６日(日)そなエリア東京にて開催されます。また、東京都小学校ＰＴＡ研修会としまして、「まだ間に合う！～子ども

の問題行動との向き合い方～」が９月２２日(土)足立区立足立小学校ランチルームにて開催されます。 

また、防犯マップも皆さまのお役に立てるのではないかとのことで配布しております。資料の１つとしてご覧になっ

てください。 

皆さま色々と暑い中大変かと思いますが、夏休みに入りますとお子さまも危険なこともありますので、ぜひ学校の

各単Ｐで一度集まっていただき、皆さま１人でも多くの目で子どもたちを見守っていただければと思います。今日は

ありがとうございました。 

   

 

< 事務連絡 〉 

世小Ｐエントリーシステムについて 

エントリーシステムは、世小Ｐの会議やイベントへの参加を登録するものです。 

世小ＰのＨＰからアクセスできますので、ぜひご活用ください。ご使用の際の注意点を３点申しあげます。 

１．本年度のＩＤ、パスワードは明日７月１２日（木）より有効となります。 

２．登録の際にご入力いただくメールアドレスは、パソコンからのメールを受け取れるものであれば携帯、 

パソコンどちらのアドレスでも結構です。これは、こちらからの確認のためのメールを送付するためです。 

３．エントリーシステムで参加登録した場合、紙の出欠票を提出していただく必要はありません。 

 

 

                                                     以   上 

１０、その他 


