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        平成３０年６月２５日発行／世田谷区立小学校 PTA 連合協議会 会長  

 

 

日時：平成３０年６月４日（月）  １０時～１２時  

             場所：教育センター  おおぐま 

   

【  会次第 】 
会長挨拶 

校長会挨拶 

教育委員会事務局挨拶 

議事  １．平成３０年度 世小 Pテーマについて 

２．常任理事代理出席について 

３．研修企画委員会の立ち上げについて 

４．第 31回世小 Pバレーボール大会実施要領（案）について 

５．世小 P顧問について 

６．メーリングリストについて 

７．エントリーシステムについて 

８．平成３１年度 世小 P名簿について 

活動報告   ・総務広報部 

・生涯学習部 

・地域環境部 

・会計 

常任理事校より 

その他 

教育委員会事務局より 

-出席者- 

◆常任理事 

１Ｂ（城山小）校長・会長  ２Ｂ（松沢小）  校長・会長 

３Ｂ（駒繋小）校長・会長  ４Ｂ（笹原小） 校長  

５Ｂ（武蔵丘小）会長・副会長    ６Ｂ（山野小）  校長 

７Ｂ（桜町小）校長・副会長  ８Ｂ（八幡小）  校長・会長 

◆校長会  副会長 

◆教育委員会事務局 

社会教育主事・社会教育主事・社会教育係主事・社会教育係主事 

社会教育指導員・社会教育指導員・社会教育指導員 

◆世小 P 役員 

  

第１回 常任理事会報告 
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会長挨拶                  世田谷区立小学校 PTA 連合協議会 会長  
本日もお忙しい中、第１回 常任理事会へご出席いただきまして、ありがとうございます。おかげさまで総会も無事に終

わり、３０年度世小 Pはすでに活動を始めております。１年間、どうぞよろしくお願いいたします。 

では活動について、３点ほどお伝えします。まず 1 点目、６月２日（土）に第２９回東京都小学校 PTA 広報紙コンクール

表彰式が開催されました。世田谷区以外の東京都他の区の広報紙は、なかなか拝見する機会がありませんので、とても

新鮮でした。プロフェッショナルな写真や取材記事もありましたが、親御さんという立場で作成してくださっているため、チ

ームワークの良さだけでなく、手作り感や温もり感があって、心がほっこりしました。最優秀賞は、北区赤羽台西小学校

「赤西小 PTA だより」でした。優秀賞は４校。佳作は 7校あり、世田谷区からは桜小学校「さくら通信」が、奨励賞は９校あ

り、世田谷区は千歳小学校「けやき」と松丘小学校「まつがおか」が、また地区Ｐ連広報紙奨励賞は、世田谷区立小学校

PTA連合協議会「せたがや PTAの広場」が受賞しました。 

２点目は、６月３日（日）に第１７回世田谷区小学校 PTA スポーツ大会が開催されました。これはソフトボールの大会で

す。二子玉川緑地運動場で、今年度は、７時半から第一試合が始まりました。参加される方々の大半はお父さんたちです

が、女性の経験者も数人ほど参加されていて、とても強かったです。これだけの人数の世田谷区のお父さんたちが、そし

てそれを応援するご家族の方たちが、このような形で親睦を図ってくださっていることは、男性の参加がなかなか難しい

PTA という現状の中、とても勇気付けられる活動だと改めて感じました。校長会の新井校長先生、当日は最後までお付き

合いいただき、ありがとうございました。また教育委員会事務局の皆さま、そして応援に来てくださった方々、ありがとうご

ざいました。素晴らしい晴天にも恵まれ、とても楽しい、１日を過ごさせていただきました。６月１０日（日）にも試合が控え

ておりますので、ご都合のつく方はぜひ応援をよろしくお願いいたします。 

3 点目ですが、６月７日（木）から、世田谷区内４警察署の地域環境連絡協議会情報交換会が開催されます。今年度は

活動が早い時期からですが、どの担当校も熱い思いをお持ちの方々が集まっております。子どもたちや地域の安全に直

接関わっていく活動ですので、１年かけて、どのような流れが起きていくのか、とても楽しみにしております。 

最後に、総会のご挨拶でも申し上げましたが、戦後長く続いたPTAが、曲がり角にきていることを多くの人が感じている

のではないでしょうか。しかし、ピンチはチャンスでもあります。新たな風が吹いていく。そういう意味でも、今年度は、とて

も重要な年とも言えます。常任理事校の校長先生方、PTA会長の皆さま、各ブロックや各単 Pのパイプ役になっていただ

けると、幸いです。皆さまとこうして出会えたことも、何かのご縁と思います。ご一緒に（なかなか、これが正解という処方

箋はないとは思いますが）子どもたちにとって、何が最善か、ということを考えていければと思っています。 

 

 

校長会挨拶                 世小 P 担当副会長  校長（深沢小） 
今年度校長会の世小Ｐを担当させていただきます、深沢小学校長です。どうぞよろしくお願いいたします。 

昨日のソフトボール大会をみていて、楽しむということが大事だなと感じました。ちょうど新聞の「おやじのせなか」という

コラムの記事にも「楽しい思い出があったから、つらいことも乗り越えられてきた」というようなことが書いてありました。前

向きに明るく過ごすことが大事なのだという姿を親御さんがみせていたのだということを感じました。開会式の挨拶の時に、

出場している方が皆さんいい顔をされていて、普段は疲れた顔をみせることもあるでしょうが、表情も二刀流でやってくだ

さい。皆さん、楽なことばかりではないと思いますが前向きにとらえて、笑顔でやってよかったなと思える思い出を作り、ど

んなことでも、乗り越えられるとよいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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教育委員会事務局挨拶                   社会教育主事  
おはようございます。社会教育主事です。１年間、どうぞよろしくお願いいたします。 

まずは、４月１９日に開催されました「理事会」、４月２３日から４会場で開催されました「みんなで学ぶＰＴＡ」、５月１７日

に開催されました「定期総会」、そして、昨日晴天の中大変盛り上がりました「世田谷区小学校ＰＴＡスポーツ大会」と、大

変お疲れ様でした。２９年度の方々から正式にバトンタッチされ、慌しい中で本日を迎えたことと思います。一人で抱え込

まず、皆様で助けあって活動していただければ幸いです。そして何かあれば遠慮なくご相談ください。 

さて、私からは、４つほどお話させていただきます。 

１つ目は、私の肩書きである「社会教育主事」の仕事についてです。世田谷区には、社会教育主事が６名いまして、現

在、教育委員会の事務局内には５名が在籍しています。その職務は、「生涯学習・社会教育を行うものへの助言」で、ＰＴ

Ａは代表的な社会教育関係団体ですので、今年度も担当をさせていただきお役に立てればと考えております。ちなみに、

「生涯学習とは一人ひとりが行う自主的・自発的な学習活動」を言い、「社会教育とは学校教育以外の組織的な教育活動」

を言います。 

２つ目は、常任理事の皆様の役割についてです。以下のように、大きくわけて二つの役割があると思います。 

①常任理事会で話し合われた内容をブロックの単Ｐ会長や役員の皆様に伝える。 

②各ブロックの動きや単Ｐ会長会などで話し合われた内容を常任理事会で報告する。 

 ＰＴＡ活動は、すべての学校で同じ内容で行われていると思われがちですが、実際は一校一校すべて違います。つまり、

世田谷区立の小学校で考えれば、６１通りの活動があるのです。したがって、例えば、この取り組みは素晴らしいものだと

思ったならば、ぜひその事例をその都度ご報告していただきたいと思います。その報告をヒントに、新たなアイディアが生

まれるかもしれませんし、課題の解決につながるかもしれません。活発な情報交換を期待しております。 

 ３つ目は、常任理事会に参加するメリットについてお話します。一つには、世田谷区全体のＰＴＡ活動を把握することがで

きると思います。全体の流れを理解することで、自校のＰＴＡ活動にプラスになる情報が得られるはずです。二つには、自

校以外の、しかもブロックの違う校長先生のお話を伺うことで、自分自身に学びがあると思います。 

４つ目は、世小Ｐ役員についてです。世小Ｐ役員は、ＰＴＡのアスリート軍団、つまりベテランメンバーの集まりだと思わ

れておりますが、そんなことは全くなく、皆様と同じで今年度の一担当に過ぎません。しかも、今年度のメンバーは、ＰＴＡ

活動自体がはじめての方も多くいらっしゃいます。ですから、本日もかなり緊張しているのではないでしょうか。ぜひ、「思

いやりの心 支えあう力」を大切に、今年一年、楽しく活動していきましょう。 

 

 

 

１．平成３０年度 世小 P テーマについて 

昨年度のテーマに副題を追加した「思いやりの心♡支えあう力 ～つながろう！子どもたちの未来のために～」 

を、採用することを提案します。 

 

３０年度世小 Pテーマ →  承 認  

 

 

２．常任理事代理出席について 

常任理事会は、規約第１７条により各ブロック常任理事校の校長・会長によって構成されますが、仕事などの都

合により全ての会議に出席できないと予めわかっている常任理事会長について、常任理事校より、代理出席の要

望がありました。 

【代理出席】 第５・第７ブロック →  承 認  

ただし、突発的事由による欠席の場合は、代理を立てなくてよいものとします。また、次年度役員選考会への出 

席も、代理出席者が行うものとします。 
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３．研修企画委員会立ち上げについて 

常任理事、教育委員会事務局、校長会、世小Ｐ役員が委員となり、世小Ｐ研修会を企画運営する委員会と位置

づけ、開催形式・テーマ・内容などについて話し合いながら進めていきます。 

   研修企画委員会発足 →  承 認  

 

 

４．第３２回 世小 P バレーボール大会実施要領（案）について 

本大会は、各校ＰＴＡ相互の親睦と連携を深め、併せて健康の増進を図るため、世田谷区立小学校ＰＴＡ連合協

議会（世小Ｐ）と世田谷区教育委員会の共催で１２月１日（土）に実施されます。 

   バレーボール実施要領（案） →  承 認  

後日、第３２回世小Ｐバレーボール大会実施要領を６１校へ送付します。 

 

 

５．３０年度世小 P 顧問について 

規約第１２条「顧問・参与をおくことができる」により、２９年度世小 P会長 を推薦します。 

世小Ｐ顧問→  承 認  

これをもって、第１回理事会に提案します。 

 

６．メーリングリストについて 

世小Ｐ役員と常任理事校との連絡が円滑に取れるよう、また情報の共有を目的とし、メーリングリストを作成し活

用します。リストのメンバーは、世小Ｐ役員・常任理事校会長・会長代理です。なお、個人情報のため、任期終了後

は責任を持って削除します。 

 

 

７．エントリーシステムについて 

世小Ｐの会議・研修会などへの出席の申込みについて、迅速かつ正確に効率的に作業を行うために、インター

ネットを利用したエントリーシステム（登録管理システム）の導入をし、平成２４年度より本稼働しました。 

平成３０年度のマニュアルとパスワード変更につきましては、第１回理事会にて６１校に配付しお知らせします。 

     第１回理事会までは平成２９年度のパスワードをご使用ください。 

 

 

８．平成３１年度世小Ｐ名簿について 

現在、世小Ｐ名簿を毎年第１回理事会にて、１校１冊配布していますが、以下のような理由から配布の必要性を

見直すことにしました。 

 

① 校長先生、会長などの氏名は個人情報にあたり、また学校の電話番号などは、昨今簡単にインターネット

で調べることができます。 

② あまり活用されていないため、あえて冊子として配布する必要がないのではないかという意見がありまし

た。 
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７月１１日理事会にて平成３０年度の名簿を配布後、メーリングリストなどを活用し、名簿の使用状況を把握する

アンケートを実施予定です。 

９月１３日第３回常任理事会にて使用状況について再確認し情報収集におよび把握につとめる予定です。 

ブロック名簿以降の掲載箇所については、世小Ｐガイドラインに一括して掲載する案が出ています。 

以上のことを今後検討していきます。 

 

 

【 総務広報部 】 

◆３０年度教育条件整備要望に対する回答書   

４月２６日（木）に１校につき２部（校長・会長）を６１校に配付いたしました。ホームページでもご覧いただけます。 

◆「ＰＴＡの広場」第１０２号   

７月６日（金）区役所納品、７月９日（月）６１校へ配付予定です。 

◆世小Ｐ名簿         

総務広報部で作成中し、７月１１日（水）第１回理事会で配付予定です。 

   ◆ホームページの更新    

      迅速に更新していくように努めます。個人情報の流出も十分に注意します。 

 

 

【 生涯学習部 】 

◆みんなで学ぶＰＴＡ 

４月２３日（月）に単Ｐ研修会と役員分科会を世田谷区民会館にて、４月２５日（水）は、学級と役員分科会を成城ホ

ールにて、４月２６日（木）には単Ｐ研修会、役員分科会を三茶しゃれなあどホールにて、５月２日（水）に校外と広報の

分科会を世田谷区民会館にて行いました。 

みんＰは PTA初心者研修と位置づけ、教育委員会と世小Ｐの共催事業として開催しております。今年度は６１校、合

計８７７名の方にご参加いただきました。 

また、５月３１日（木）に「みんなで学ぶPTA」の反省会を行い、次年度へ向けて貴重なご意見をいただきました。報告

書は今月中に配付させていただきますのでぜひご覧ください。 

 

◆第１７回世田谷区小学校ＰＴＡスポーツ大会 

６月３日（日）二子玉川緑地運動場において、ソフトボール大会を開催しました。４１校の参加のうち、２～３校ずつの

１４ブロックにわけて、総当たり戦で行いました。ブロック内で一位に残った若林、太子堂、桜、松沢、上北沢、代田、池

尻、尾山台、桜町、芦花、砧南、船橋、武蔵丘、千歳台の１４校で６月１０日（日）に決勝を行います。敗退が決まったチ

ームの中から１３チームが親善試合を行う予定です。ご都合のよろしい方は、ぜひ応援にいらしてください。 

 

◆第３２回 世小 Pバレーボール大会 

世小Ｐ事業の１つで、各ブロック優勝代表校が出場するバレーボール大会です。 

今年度は、１２月１日（土）午前９時３０分～午後５時まで世田谷区立総合運動場体育館にて開催予定です。 

昨年まで参加資格はＰＴＡ女性会員のみで規定されていましたが、都小Ｐの規定変更に伴い、「男性会員が１名コー

トに入ることができる。ただし、条件付きのプレーとする」が追加となりました。 

６月２０日（水）に各ブロック担当校と開催校 世田谷小学校出席の打合せ「世小Ｐバレーボール大会世話人校打合

せ会」を開催します。 

 

◆「世田谷ＰＴＡコーラスフェスタ２０１８」  

１１月４日（日）世田谷区民会館ホールにて開催予定です。４月１７日（火）説明会が行われました。６月２２日（金）に

第１回実行委員会を行う予定です。 

活動報告 
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【 地域環境部 】 

◆こどもをまもろう１１０番  プレート・ステッカー・しおり 及び自転車用「ＰＴＡパトロール」プレート 

申請していただいた各校に５月２４日（木）に配付いたしました。今年も秋に追加送付希望のお知らせを６１校に配付

します。春と秋以外にも随時受付しています。お問い合わせは教育委員会事務局または地域環境部までお願いしま

す。 

◆春の情報交換会について 

第１回担当者会を５月１８日（金）に行いました。４署担当校順次開催予定です。 

・６月７日（木） 世田谷警察署  多聞小学校      ・６月８日（金） 北沢警察署  池之上小学校 

・６月２０日（水） 玉川警察署   深沢小学校     ・６月２６日（火） 成城警察署  千歳小学校  
  

第２回担当者会を７月５日（木）に予定しています。 

 

◆青少年問題懇談会について 

懇談会の日程、内容について、少年センターのご担当の方と打ち合わせし、開催は６月２５日（月）１０時から１２時

に決定しました。「少年相談について」「ネットルールについて」「振り込め詐欺について」お話しいただきます。６月４

日（月）に案内書を作成し、６１校の PTA 会長、校外委員長宛てに送付予定です。 エントリーシステムでも受付をし

ています。 

 

 

【 会 計 】 

先日行われました総会では平成３０年度予算案にご理解ご承認ありがとうございました。 

会費納入についてですが、６月１日(金)までが納入期間となっておりました。１日現在６１校中６校が未納入です。 

全校の納入が完了次第、皆さまからお預かりした８０円の内の２０円を都小Ｐの会費として支払をします。 

 

◆ブロック活動費とブロック研修会費について 

ブロック活動費の６万円を７月２日(月)の第２回常任理事会にてお渡しいたします。 

ブロック研修会費は３万５千円を９月１３日(木)の第３回常任理事会にてお渡しいたします。 

本日配布した領収書に記入捺印のうえお持ちください。 

 

◆日本ＰＴＡ全国研究大会について 

８月２４日(金)２５日(土)に新潟で開催されます。世小Ｐでは予算をとり、参加される方の補助金をお出しします。参

加ご希望の方は会計齋田までご相談ください。 

 

◆常任理事会の際のお茶について 

    年１０回の常任理事会の際にお出ししているお茶について、以下の点から今後は各自で持参いただきたいのでご

協力をお願いします。 

① 教育センターでの開催は給茶機があり費用はかかっていませんが、全員分用意するのは時間がかかり、その

分の時間を常任理事会にむけての打ち合わせに使用したい。 

② 別の場所の開催の場合は世小Ｐ会費から、校長先生、会長分としてペットボトルのお茶を購入しに行っている。

本数が多く大変になっている。 

③ マイボトルを持参している方が多く、資源削減につながる。 
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【 世小 P 歓送迎会 】  

◆６月８日（金） １８時～２０時 レストラン「けやき」 

 

 

【 外部団体とのつながり 】 

◆平成３０年度教育条件整備要望書  回答の会             ４月２０日（金） 役 員 出席 

◆都小Ｐ理事会 ５月１９日（土）  会長 出席  

◆世中Ｐ総会 ５月２５日（金） 会長 出席 

◆世中Ｐ研修会 ５月２５日（金） 会長・副会長 出席 

◆都小 P広報紙コンクール表彰式 ６月１０日（土） ２９、３０会長・副会長 出席 

◆都小 P総会 ６月１０日（土） ２９、３０会長 出席 

 

 

 

【 教育委員会事務局 】 

◆ブロック研修会の書類の提出について 

ブロック研修会企画書を、7 月 6 日（金）までに生涯学習・地域学校連携課 世小Ｐ担当あてに交換便で提出してくださ

い。全ブロック分の企画書が揃ってから支払いのお手続きとなりますので、期限内のご提出にご協力をお願いいたしま

す。 

共催負担金は 9月 13日（木）第 3回常任理事会にてお渡しする予定です。 

また、ブロック研修会に関するすべての支出が完了しましたら、1 ヶ月以内に実施報告書を提出してください。 

企画書、実施報告書ともに、消せるボールペン、修正液・修正テープは使用できません。訂正箇所がある場合は二重線

を引き作成者の訂正印を押してください。実施報告書には担当者の印鑑（朱肉を使用するもの）が必要です。 

手続きの詳細につきましては、「ブロック研修会事務手続きの手引き」をご覧いただき、ご不明な点がございましたら担当

までお問い合わせください。 

 

◆単Ｐ研修会企画書について 

単Ｐ研修会企画書の提出期限は 6 月 8 日（金）です。7 月 11 日（水）の第 1 回理事会にて共催負担金をお渡しする予

定です。61校すべての企画書が揃ってから支払いのお手続きとなりますので、ご提出をよろしくお願いいたします。 

 

◆家庭教育学級の委託契約書類の提出について 

家庭教育学級の委託契約書類の提出期限は 6月 15日（金）です。家庭教育学級の事務手続きでは登録していただい

たＰＴＡ会長の印鑑を年間通して使用しますので、登録した印鑑を忘れないようご注意ください。 

 

 

 

 

その他 
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以上 

《今後の日程》 

★第２回 常任理事会・研修企画委員会 
           ７月２日（月）   ９時３０分～１２時     教育センター「ぎんが」 

★第１回 理事会    

           ７月１１日（水）  １０時４５分～１１時４５分  北沢タウンホール 


