
 

 

          ２０１９年４月２５日発行／世田谷区立小学校ＰＴＡ連合協議会       会長  

 

 

日時：２０１９年４月１６日（火）  １０時３０分～１２時  

場所：教育センター 「ぎんが」 

   

 

【 会次第 】 
会長挨拶 

校長会挨拶 

教育委員会事務局挨拶 

顧問紹介・新校長先生紹介・教育委員会事務局紹介 

議事 １. ２０１８年度 決算報告について 

    ２. ２０１９年度 予算案について 

    ３. ２０１９年度 事業計画案について 

    ４. ２０１９年度 役員候補者について 

    ５. 会則の改正について 

    ６. 世小Ｐ特別委員会立ち上げについて 

    ７. ２０１９年度 広報紙の発行回数および掲載内容について 

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） 会長 

３Ｂ（駒繋小）  校長・会長      ４Ｂ（笹原小） 校長・会長 

５Ｂ（武蔵丘小）校長・副会長    ６Ｂ（山野小）  

７Ｂ（桜町小）  校長           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１０回 常任理事会報告 



 

 

会長挨拶                         世田谷区立小学校 PTA連合協議会 会長  
 

皆さま、おはようございます。新年度も始まり、お忙しいことと思いますが、今日もお集まりいただきまして、誠にありが

とうございます。まずは、お子さまのご進級、ご入学おめでとうございます。 

 

今日は 、平成最後の、そして今年度最後の世小Ｐ第１０回常任理事会です。この１年、皆さまの支えのもと、世小Ｐ活

動を進めてくることができました。常任理事校の皆さま、校長会長の先生をはじめとする校長先生方、教育委員会の皆さ

ま、そして顧問の支えのもと、世小Ｐ活動をすすめることができましたこと、深く感謝申し上げます。ありがとうございまし

た。 

今年度、世小Ｐ活動を通じて様々な方々とご縁ができたこと、世田谷区内の地域を知れたこと、これは単位ＰＴＡだけの

活動では絶対に経験できませんでした。正直初めはとても大変でしたが、学校の雰囲気、子どもたちや街の様子など、世

田谷の様々な良さを発見することができました。役員さんたちとの繋がりも次第に強くなり、お互いを支え合える仲間にな

っていきました。私にとって素晴らしい思い出となりました。世小Ｐ担当の先生はご定年、山野小学校の校長先生はご異

動されましたが、まだまだ理事会、みんＰ、総会、歓送迎会と、６月まで続きますが、引き続きよろしくお願いいたします。 

 

さて、より良い世小Ｐ活動のために、６１校の新旧会長さん方へ、アンケートを実施させていただきました。世小Ｐは世

田谷区立小学校６１校をつないでいく大切な場所です。それぞれの現状をお聞きする良い時期と思い、実施させていただ

きました。昨日が締め切りでしたが、本当に素晴らしい回収率でした。皆さま、お忙しい中、アンケートへのご協力ありがと

うございました。 

また本日は、理事会、総会へ向けてのたくさんの議事があります。中でも世小Ｐ特別委員会の立ち上げについての話

を後ほど詳しくしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

１年間、世小Ｐ活動にご協力いただき 

ありがとうございました。 

         平成３０年度 世小Ｐ役員一同

 

 

 

 

 

校長会挨拶                              世小 P担当副会長  校長 
 

皆様、おはようございます。 

第１０回常任理事会にご参会くださいまして、ありがとうございます。 

世小Ｐ担当の前校長に代わり、一言ご挨拶申し上げます。前校長から、平成３０年度世小Ｐ常任理事校の皆様によろ

しくお伝えくださいと言付かっております。 

平成３０年度最後の常任理事会となりますが、皆様一年間ありがとうございました。また大変お疲れ様でした。各校のＰ

ＴＡ会長は、平成３１年度（令和元年度）になり交代された方もいらっしゃるでしょうし、引き続き会長を務められる方もいら

っしゃるでしょう。ぜひ平成３１年度（令和元年度）の世小Ｐ活動にもお力添えいただければ幸いです。 

平成３０年度の活動も少し残っておりますが、最後までよろしくお願いいたします。 

会長をはじめ、役員の皆様、一年間ありがとうございました。お疲れ様でした。 

 

 

                                                                                                                                               



 

 

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。今年度も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

まずは皆様、お子様のご進級・ご入学、誠におめでとうございます。ＰＴＡは、各校とも先週くらいから本格的にスタート

したのではないかと思いますが、お忙しい日々をお過ごしのことと思います。我々も、人事異動や職務分担の変更等で、

毎年のことながらこの時期はバタバタとしておりますが、皆様のご迷惑にならないよう仕事を進めて参りますので、今年度

もよろしくお願いいたします。 

また、事務局の世小Ｐ担当も変更がありましたので、後ほど、自己紹介の時間を取っていただければ幸いです。今年度

も皆様と一緒に楽しく活動していきたいと思います。 

本日は世小Ｐの年度サイクルで考えますと、締めの「常任理事会」となりますので、まずは御礼を申し上げます。一年

間、全１０回、大変お世話になりました。ありがとうございました。 

本日で一区切りではございますが、来週２２日からは、「みんなで学ぶＰＴＡ」が始まりますし、「理事会」も２３日に予定

されています。まだまだ締めという感じではありませんが、どうぞ、よろしくお願いいたします。 

さて、本日は、新役員候補の方もいらっしゃっておりますので、新役員候補の皆様に、私の考えるＰＴＡ活動の醍醐味に

ついてお話をさせていただきます。３０年度の皆様は、ちょうど一年前、この場所で私が話した内容ですので、復習・振り

返りをしていただければ幸いです。 

一つ目は、ＰＴＡについてです。ＰＴＡは、かなりの割合で間違って捉えられておりますが、保護者会ではありません。保

護者と教職員が、相互に学び合い、助け合って成り立つものです。つまり、保護者同士だけではなく、保護者と教職員の

つながりから生まれる多くの学びを生かしていただければ幸いです。 

二つ目は、ＰＴＡ活動についてです。ＰＴＡ活動は、「子どもの健全な育成と幸せを目指す」ことを目的に、一般的には

「子どものため」と捉えると思います。しかし、実は結果的には、保護者自身が、大人になることができるものであると考え

ます。 

ある研修会で、講師から「味覚の幅は人生の幅につながる」と教えていただきました。当日は食育がテーマでしたので、

食べず嫌いや偏食をしないことや、テーブルマナー等を学ぶことで人間としての幅にもつながると言った内容でしたが、そ

のままＰＴＡ活動に置き換えますと、「ＰＴＡ活動は人生の幅につながる」と言えるのではないでしょうか。 

これは私自身の経験なのですが、ＰＴＡ活動をしてはじめて知ったことが多くありました。たとえば、地域の見守り活動

や地域イベントの準備等です。日中、地域から離れて仕事をしている私には、知ることのできないものでしたし、ＰＴＡ活動

を行うことで、子どもから教えられることも多くありました。 

繰り返しになりますが、ＰＴＡ活動は、実は保護者自身が、大人になることができるもので、人生の幅につながるもので

あると考えます。 

三つ目は、「地域を知る」、「世田谷を知る」ことができます。世田谷区は大変面積の広い自治体です。地域によって地

域性がありますし、文化や歴史も違います。私は、ご年配の区民の方とご一緒する機会も多くあるのですが、意外と、世

田谷を広く知っている方は少ないように感じています。世小Ｐ役員や常任理事を務めると、まずは常任理事会で様々なお

話を伺うことができますし、研修会等を通しブロック間の交流も生まれます。せっかくの機会ですので、これをプラスに捉

え好奇心を持って臨んでいただければ幸いです。新たな発見がたくさんあるはずです。 

いずれにしましても、これらの醍醐味を味わうためには、健康が第一です。体調には十分に気をつけて、楽しみながら

活動する中で醍醐味をたくさん見つけてください。 

最後に、机上に配布させていただきました、「親と子のつどい」のチラシをご覧ください。第５７回「親と子のつどい」が、４

月２７日（土）１０時から１５時まで、区立総合運動場中央広場および体育館等で開催されます。様々な体験コーナーや遊

びコーナー、模擬店等があり、一日楽しく過ごすことができます。ご都合がよろしければぜひお出かけください。 

 

１. ２０１８年度 決算報告について   ＜ 理事会資料番号２－① ＞            

２０１８年度 決算報告  ➡  承認  

 

２. ２０１９年度 予算案について    ＜ 理事会資料番号 4 ＞                         

２０１９年度 予算案  ➡  承認 

議事 



 

 

３. ２０１９年度 事業計画案について   ＜ 理事会資料番号 3 ＞                         

    ２０１９年度 事業計画案 ➡  承認  

 

４. ２０１９年度 役員候補者について  ＜ 理事会資料番号 5－① ＞                    

２０１９年度 役員候補者 ➡  承認  

 

5. 会則の改正について         ＜ 理事会資料番号 8 ＞                                                     

 

① 第六章 役員 第９条  会長の任期は原則１年とする 

② 第十章 個人情報取扱方法 を追加 

③ 主催・共催・後援に関する内規 を作成。 

 

①・②・③のいずれも ➡  承認  

 

6. 世小Ｐ特別委員会立ち上げについて                                             

ＰＴＡをとりまく環境は日々変化をしており、世小Ｐのより良い活動をすすめていくため発足したいと思います。 

（会則第１８条第３項 役員は必要に応じ、常任理事会の承認を経て特別委員会を設けることができる。） 

 ➡  承認  

特別委員会委員長 

 
平成３０年度 世小 P会長 

委員   平成３１年度・令和元年度 世小 P会長候補 

委員  平成３０年度 常任理事校 会長 

委員  
平成３０年度 常任理事校 会長 

平成３１年度・令和元年度  会長 

委員  平成３０年度 常任理事校 会長 

委員  平成３０年度 常任理事校 会長 

委員  平成３０年度 常任理事校 会長代理 副会長 

委員  
平成３０年度 常任理事校 会長 

平成３１年度・令和元年度  中学校会長 

委員  平成３０年度 常任理事校 会長代理 副会長 

委員  
平成３０年度 常任理事校 会長 

平成３１年度・令和元年度  会長 

委員  
平成３０年度 世小 P 副会長 

平成３１年度・令和元年度 世小 P 副会長 

委員  平成３０年度 世小 P 副会長 

委員  平成３０年度 世小 P 副会長 

委員  平成３０年度 世小 P 副会長 

平成３１年度・令和元年度 校長会副会長世小 P担当 校長 

教育委員会事務局 

相談役 

 

平成２９年度 世小 P会長 

平成３０年度 世小 P顧問 

 

７. ２０１９年度 広報紙の発行回数および掲載内容について                                

４月１２日(金)ＰＴＡの広場編集担当者の新旧顔合わせの会において、広報紙の発行回数を検討しました。２０１９年

度は年２回（７月と３月）の発行と決定しました。また掲載内容を、これまでのものを踏襲するのではなく、６１校がより

繋がりを感じられる紙面構成にしていきたいと思います。 

➡ 承認  



 

 

 

【 総務広報部 】 

◆今後の予定 

 ４月２３日（火） 平成３０年度 第２回理事会           三茶しゃれなあど「オリオン」１０時４５分より 

 ５月９日（木）  みんなで学ぶＰＴＡ 広報分科会        世田谷区民会館 集会室１０時より 

 ５月１６日（木） 平成３１年度・令和元年度 定期総会     世田谷区民会館ホール１０時より 

 ６月 ７日（金） 世小Ｐ歓送迎会                   庁舎レストラン「けやき」１８時より 

◆「ＰＴＡの広場」１０４号について 

 ３月上旬に各校へ配布しました。１年間活動にご協力をいただき、ありがとうございました。 

 

【 生涯学習部 】 

◆研修記録誌について 

平成３０年度合同研修会、各ブロック研修会、単Ｐ研修会の内容をまとめたものを４月上旬に発行、各校へ送付 

しました。今後の研修会の参考に、ぜひご一読ください。 

 

◆「みんなで学ぶＰＴＡ」について 

  ４月２２日（月）  世田谷区民会館 ホール・集会室   校外分科会・役員（会長・副会長）分科会 

  ４月２５日（木）  三茶しゃれなあどホール        学級分科会・役員（書記・会計）分科会（１、２、３、８ブロック） 

  ５月 ８日(水)   成城ホール・集会室           学級分科会・役員（書記・会計）分科会（４、５、６、７ブロック） 

  ５月 ９日（木）  世田谷区民会館 ホール・集会室   単Ｐ分科会・広報分科会 

 

◆第１８回 世田谷区小学校ＰＴＡスポーツ大会 

６月２日・９日（日）開催  二子玉川緑地運動場 

４月９日（火）に全校に案内を発送していますので、ふるってご参加ください。 

 

◆世田谷 ＰＴＡコーラスフェスタ２０１９ 

世田谷ＰＴＡコーラスフェスタ２０１９ １１月４日（月・祝）開催  世田谷区民会館ホール 

 

◆第３３回 世小Ｐバレーボール大会 

  １２月７日（土）開催   総合運動場体育館 

   ３月２日（土）第２５回東京都ふれあいバレーボール大会で４ブロック桜小学校が優勝し、見事に３連覇しました。 

 

 ＜２０１９年度 ブロック大会世話人校＞           

１Ｂ 太子堂小   ２Ｂ 赤堤小   ３Ｂ 旭小   ４Ｂ 船橋小               

５Ｂ 武蔵丘小   ６Ｂ 砧南小   ７Ｂ 二子玉川小   ８Ｂ 玉堤小 

＜２０１９年度 実行委員校＞   

５Ｂ 烏山北小 

活動報告 



 

 

 

【 地域環境部 】 

◆今後の予定 

４月１７日（水） ちーかん新旧担当校引継ぎ会 

４月２２日（月） みんなで学ぶＰＴＡ（校外分科会） 

４月２４日(水)  交通安全教室委託説明会・委託料受渡し 

５月１４日(火)  地域環境連絡協議会 第１回担当者会 

６月上旬より、 地域環境連絡協議会・春の情報交換会を開催予定 

６月下旬もしくは７月上旬 青少年問題懇談会 

 

【 会 計 】 

◆会計監査について 

３月１９日（火）、烏山小学校にて監査を受けました。 

校長先生、会長より、１年間の活動についての感想をお話いただきました。   

 

【 外部団体とのつながり 】 

◆ 世小研総会 ４月２４日（水） 出席 

◆ 教育条件整備要望書回答の会 ４月２６日（金）  出席 

◆ 世田谷区通学路安全対策連絡会 ４月２６日（金） 出席 

 

【 教育委員会事務局 】  

◆みんなで学ぶＰＴＡ参加申し込みについて 

４月４日付で全校にチラシ及び申込書を送付しました。 

申込書はファックスか交換便で生涯学習・地域学校連携課 世小Ｐ担当までお送りください。 

また申し込み締め切り日までに役員・委員が決まっていない学校については、決まり次第申込書をお送りください。 

 

◆PTAのしおり「みんなで学ぶ PTA」３１年度（２０１９年度）版について 

昨年度末に各校に送付しました。不足がある際は生涯学習・地域学校連携課 世小Ｐ担当までご連絡ください。また現

在は実際に不足している冊数を追加発送しており、転入生分として事前に予備を多めに欲しいといったご希望にはお

応えできませんので、ご承知おきください。 

 

◆世小Ｐ交換便ビニールバックについて 

世小Ｐが各校へ書類を発送する際に使用しているビニールバックについてですが、書類を取り出しましたら、学校に保

管せず返送していただくようお願いします。 

常任理事校より 

その他 


