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          平成３０年９月４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 7 月 2 日（月）  ９時３０分～１０時３０分 

場 所：教育センター ぎんが 

  

【  会次第 】 
会長挨拶 

校長挨拶 

教育委員会事務局挨拶 

議事   １．第１回理事会について 

  ２．エントリーシステムについて 

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 

 

 

第２回 常任理事会報告 

-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・会長 

５Ｂ（武蔵丘小）校長・副会長    ６Ｂ（山野小） 

７Ｂ（桜町小）校長・副会長     ８Ｂ（八幡小） 

◆校長会  副会長 

◆教育委員会事務局 

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 

◆世小 P 役員 
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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。今日もお忙しい中、そしてお暑い中、常任理事会にご出席いただきまして、誠にありがとう

ございます。今週も猛暑日が続くとのことです。皆さま、体調にはくれぐれもお気をつけください。私からお伝えすることは

４点です。 

 

①世田谷区小学校ＰＴＡスポーツ大会です。６月３日は素晴らしい晴天でしたが、１０日は小雨が降ったり止んだりの肌寒

い１日でした。お昼すぎから雨が徐々に強くなり、決勝戦はできませんでしたが、見事、松沢小学校と芦花小学校が優勝

されました。おめでとうございます。このようにスポーツを通しての親睦は、とても清々しいですね。来年度の実行委員は、

芦花小学校です。皆さま、引き続き、ご協力をお願いいたします。 

②コーラスフェスタ２０１８第１回実行委員会が始まりました。１１月４日（日）世田谷区民会館ホールにて開催予定です。

今年も、世代を超えて美しく素晴らしいハーモニーを皆さまで奏でてください。こちらもどうぞよろしくお願いいたします。 

③「せたがやＰＴＡの広場」が７月上旬に各学校に配布されます。今年も担当者の方々が、一生懸命作ってくださいました。

楽しみにしていてください。配布のご協力をよろしくお願いいたします。 

④６月７日から、地域環境連絡協議会、春の情報交換会が始まりました。多聞小学校を皮切りに、池之上小学校、深沢

小学校、最後に千歳小学校でした。この「ちーかん」に初めてご出席された方々から、子どもたちの安心、安全のために、

こんなに大切な活動をしていることをもっと広めて欲しい、というご意見をたくさんいただきました。６月２５日に若林にあり

ます、警視庁世田谷少年センターで行われました青少年問題懇談会も、ご出席の方々からたくさんのアンケートをいただ

き、講話終了後も参加者の皆さまはなかなか帰りませんでした。この少年センターの方々は、子どもたちの補導や、相談、

そして立ち直りの支援活動をしてくださっています。現場で活躍されている方々ですので、お時間が取れない中、毎年、貴

重なお話の場を作っていただいて、お子さん方が犯罪に関わったり、巻き込まれたりしないためのアドバイスをくださいま

す。 

  

子どもが犠牲になる事件を耳にするたび、我々大人たちにできることがあったのではないかと思い、とても辛くなります。

新潟県で、小２の女の子が殺害され、線路に遺棄された事件。大阪で震度６弱の地震があり、プールのブロック壁が倒れ、

お子さんが犠牲になりました。また、交番で警察官が刺殺されて拳銃を奪われ、近くの小学校で警備員が撃たれて死亡。

その後、小学校に犯人が侵入するという事件がありました。 

地域社会がかつてと姿を変え、我々親たちも様々な理由により、子どもたちを見守る時間的余裕がなくなってきています。

せっかくＰＴＡという組織があるわけですから、ぜひそこを活用して、改めて子どもたちの安心、安全をどのようにして保っ

ていくのかを、親として皆さまと考えていかなくてはいけないなと思いました。面倒くさい、手間がかかる、不公平だ、任意

加入と言いながら強制参加に感じるなど、今ともすれば、ＰＴＡ活動のネガティブなところにスポットがあたりがちです。し

かし現実には、ＰＴＡは教育活動の中にビルドインされています。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、公教育の運営のやり方を抜本的に改革し

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。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。 

 

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、そして皆さまとともに考え、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。 
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校長会挨拶           世小 P 担当副会長 校長（深沢小） 
皆さまおはようございます。 

学校は、今日から７月が始まりました。今朝の全校朝会で「良心」について話をしました。これは、世田谷９年教育の施

策の一つ「人格の完成を目指して」の今月のテーマです。講話は、「皆さん良心とはなんだかわかりますか。ポスターに、 

『何がよいことかを考え、自分自身で行動をきめていますか』とあります。皆さんもどっちがよいことか迷うことがあると思

います。どっちがよいか迷うということは皆さんに『良心』」があるということです。しかし正しいことでもできる時とできない

時があります。それは子どもも大人も同じです。私は廊下を歩くときにいつもごみを拾っていますが、拾えない時もありま

す。できた時は、『できてよかった』と気持ちがすっきりします。できない時は『やればよかった』と気持ちが暗くなります。そ

ういうときは、次はできるようにしようと思い直して、今朝の青空のようなすっきりした気持ちでいられることを目指していき

ましょう。そうすることが、みんなが持っている良心を大切にすることだと思います。」という内容でした。 

私は、この講話を考えながら、わかっていてもできない自分の弱さをそのまま受け止め、ではどうしよう、次はできるよう

にしようと行動できる子どもを育てていくことが大事だと改めて思いました。 

生活指導で教師は、つい正しさだけを押し出して、子どもの気持ちを追いつめてしまうようなことがあります。私は、わか

ってはいてもできないのが人間であることを前提にして、「正しいことは控えめに」伝えるように心がけています。 

皆さんも子どもを指導するときに同じようなことがあるのではないかと思います。参考になるのではと思い今日はこの話を

しました。 

今日の常任理事会も、貴重な時間を使って集まっていただいております。皆さんで情報交換などをしながら、少しでもお

土産を持って帰っていただけたらと思います。今日もよろしくお願いいたします。 

 

 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。いつも大変お世話になっております。 

いよいよ夏休みも近づいて参りました。本日は、７月～８月に開催される区および教育委員会事業の紹介も含め、以下６

つのお話をさせていただきます。 

１つ目は、家庭教育学級と単位ＰＴＡ研修会についてです。現在、各校で工夫をしながら開催をしていただいているところ

だと思いますが、先日、ある学校の家庭教育学級に伺う機会をいただきました。内容は「給食試食会」で、試食前に栄養

士の方の講話がありました。直接、栄養士のお話を聴く機会も少ないと思いますし、参加した保護者の満足度も高まった

ように思います。保護者同士のつながりも生まれていて、大変素晴らしい「給食試食会」となりました。このように、せっかく

の機会ですので、参加者にとって有意義な学級・研修会になることを切に願っております。来週末も開催する学校が大変

多いので、どこかの学校に伺うことになるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

２つ目は、先ほど教育総務課からも説明がありました、「世田谷区総合教育会議」と「世田谷教育推進会議」についてで

す。平成２７年４月１日から施行された地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い設置した、区長と

教育委員会で構成される「総合教育会議」と、教育の諸課題等について学校、家庭、地域、教育委員会が協働して取り組

むための「教育推進会議」を、時間を分けて７月２７日（金）に世田谷区民会館ホールにて開催いたします。保坂区長と教

育委員全員が揃うこのような機会はそう多くありませんので、ご興味のある方は、ぜひご参加ください。 

３つ目は、毎年この時期に配布しております「わくわくサマープラン」です。子どもたちが有意義な夏休みを過ごせるよう

に、夏休み期間中に開催される事業・イベント等を調査し冊子にまとめたものです。各小中学校や区内図書館、区民セン

ター、児童館等にはすでに交換便で発送済みです。また、区のホームページにも掲載しておりますのでぜひご覧ください。 

４つ目は、平成２９年度より区役所中庭と区民会館、そして若林公園で開催されることになりました「せたがやふるさと区

民まつり」です。今年は、８月４日（土）、５日（日）の二日間です。規模を縮小して開催することになって２年目になりますが、

例年どおり物産展もありますし、子どもコーナー「スタンプラリー」もありますので、ぜひ遊びに来てください。 

５つ目は、これも夏休みの最後に毎年開催しております「アドベンチャー in 多摩川 いかだ下り大会」についてです。 

今年は８月２６日（日）に開催いたします。昨日、７月１日（日）に教育センター「ぎんが」にて参加団体説明会が開催され、

今年度は、５４艇の参加申し込みがありました。当日、ぜひ応援に来てください。 

６つ目は、先ほど会長からもお話がありましたが、「地域環境連絡協議会 春の情報交換会」が、６月２６日（火）に４署す

べて終了しました。今年度の担当校（多聞小学校・池之上小学校・深沢小学校・千歳小学校）の皆様は、ホッとされている

ことと思います。大変お疲れ様でした。事前準備や当日運営等でご苦労されたかと思いますが、担当してはじめて知った

こと、全体像がつかめたことも多かったのではないでしょうか。私自身もそうだったのですが、その立場になってはじめて

知ることは多いのです。地域のあたたかさを感じ、地域の見守りに感謝することが確実に多くなるはずです。「挨拶」から

始まる地域コミュニティの更なる発展を目指し、秋に向けて活動をしていただければ幸いです。 
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世小Ｐでは当然のようにこの事業を行っておりますが、他自治体では警察署を中心としたエリアで、「子どもの安全・安心」

を考えるネットワークはないように思います。各警察署が様々な場面で快くご協力いただけるのは、もしかしたら、この世

小Ｐの「地域環境連絡協議会」の積み重ねがあるからなのかもしれません。そんなことを考えると、世小Ｐ事業の一つひと 

つの意味・意義は大切だと改めて思う次第です。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

１. 第１回理事会について 

  ７月 11日（水）に開催される第１回理事会において、常任理事より議事提案はありませんでした。 

        議長団の選出なし→  承認  

 ２. エントリーシステムついて 

   第１回理事会で、６１校に３０年度マニュアルを配布します。 

   また、理事会翌日よりログイン時のパスワード変更も行います。 

        エントリーシステム→   承認  

【 総務広報部 】 

◆「３１年度教育条件整備要望書」 

７月１１日（水）提出締切です。校長先生・ＰＴＡ会長の署名・捺印を忘れずにお願いいたします。 

◆「ＰＴＡの広場」第１０２号 

  ６月２６日に校了し、７月６日(金)区役所に納品予定です。（発行部数 ３２，７００冊） 

７月第２週には各校にお届けできる予定です。配布をお願いいたします。 

表紙の写真もＰ広編集担当が撮影しましたので、ぜひご覧ください。 

◆「メーリングリスト」 

常任理事会長・常任理事代理の副会長・役員のメーリングリストの登録を完了しました。 

７月１１日（水）の理事会の前に持ち物のお知らせを送ります。ブロック内各校へご連絡をよろしくお願いいたします。 

 

【 生涯学習部 】 

◆「世田谷ＰＴＡコーラスフェスタ２０１８」 

６月２２日に第１回コーラスフェスタ実行委員会が行われました。 

今年は１８校の参加になります。変更になった点は、プログラムの用紙のサイズがＡ３と大きくなります。 

今後、写真屋がネット購入可能か問合せの予定です。 

次回は７月１０日(火)に第２回実行委員会が行われる予定です。 

◆「第３２回 世小Ｐバレーボール大会」 

６月２０日（水）に各ブロック８校の代表、世話人校との会議が行われました。変更点として、今年から男性会員が 

１人コートに入ってプレーすることを確認しました。各校の活動状況や部員数、活動内容、どちらも部員集めに苦戦 

されている状況でした。勧誘方法をどうしているのかを情報共有し話し合いました。 

去年、ブロック大会１２月本大会前の地区予選の際、台風の影響で暴風雨のなか開催した学校が結構あり、今年か

ら警報が出たら中止となります。 

議 事 

活動報告 



 

 

5 

＜３０年度・各ブロックバレーボール大会の日程＞ 

１B 池尻小学校  １０月２７日（土）     ５B 給田小学校  １０月２１日（日） 

２B 松沢小学校  １０月２１日（日）     ６B 山野小学校  １０月１４日（日） 

３B 駒沢小学校  １０月１４日（日）     ７B 桜町小学校  １０月２８日（日） 

４B 笹原小学校  １１月 ４日（日）     ８B 九品仏小学校 １１月 ４日（日）※八幡中学校にて 

◆「第１７回 世田谷区小学校ＰＴＡスポーツ大会（ソフトボール大会）」 

６月３日、１０日の２日間、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。４１校の参加があり１４ブロ

ックにわけてリーグ戦を行い、１０日に１４チームの決勝トーナメントが行われました。あいにくの雨のため決勝戦は

行わず、松沢小学校と芦花小学校が２校同時優勝となりました。７月１４日（土）に反省会を予定しています。 

 

【 地域環境部 】   

 ◆地域環境連絡協議会 春の情報交換会 
区内、全４警察署で「春の情報交換会」が開催されました。 

  ・６月 ７日（木）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～ 

  ・６月 ８日（金）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～ 

  ・６月２０日（水）深沢小学校 「親子で高めよう 安心への意識」  

  ・６月２６日（火）千歳小学校 「見えていますか？子供の周りの危険」 ～親子で考える安全意識～ 

今年も、世田谷区土木部交通安全自転車課 福島様に全４回講話をいただきました。 

全４校の報告書を作成し、夏休み前に６１校に送付いたしますので、各校での配布をお願いいたします。 

◆第２回担当者会 

７月５日（木）教育センター「ぎんが」にて開催いたします。 

◆青少年問題懇談会 

６月２５日（月）警視庁世田谷少年センターにて開催されました。９７名の参加あり。 

「ネットルールについて」「振り込み詐欺について」「少年相談について」ご講話いただきました。 

報告書を夏休み前に６１校に送付いたしますので、各校での配布をお願いいたします。 

 ◆こどもをまもろう１１０番の名簿の更新について 

   ７月１１日(水)の理事会で名簿を配布予定。例年学校便での提出となっていましたが、個人情報により変更となりま

す。１１月９日(金)までに世田谷区役所第２庁舎３階の「生涯学習・地域学校連携課」窓口まで直接提出ください。 

もしくは、各警察署管内の秋の地域環境連絡協議会でも提出いただけます。 

 

【 会 計 】 

 ◆会費納入 

世小Ｐ会費の納入については、会員数×８０円を全６１校より滞りなく納入されましたことを報告いたします。 

６月１９日（火）都小Ｐ会費を児童数 ３６，５５８名×２０円＝７３１，１６０円を納金いたしました。内１０円は日本 

ＰＴＡに会費として納入されます。（昨年度より児童数１，１６６名増加） 

 ◆「第３２回世小Ｐバレーボール大会」ブロック大会補助金 

６月２０日（水）担当者会にて８校に配付しました。 

 ◆単Ｐ研修会費 

  ７月１１日（水）第１回理事会にて６１校に配付します。領収書に会長の署名・捺印のうえ、ご持参ください。 

 ◆常任理事校通信費 

  本日配布いたしました領収書に会長の署名・捺印のうえ、第 1回理事会にご持参ください。 

 ◆ブロック活動費 

  本日、研修企画委員会終了後、お渡しいたします。 
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各ブロックごとに、校長、会長、副会長などを交えた交流会を開催しています。 

その中で、ＰＴＡのあり方や任意加入についてなど、多くの情報を共有しながら交流をはかっています。 

 

【 外部団体とのつながり 】 

◆池之上青少年会館運営委員会 ６月２８日（木） 出席 

◆自転車等駐車場指定管理選定委員会 ７月 ２日（月） 出席 

◆世田谷区自転車等駐車対策協議会 ７月 ５日（木） 出席 

◆都小Ｐ 第１回理事会 ７月 ７日（土） 出席 

◆平成３０年度第１回世田谷区健康づくり推進委員会 ７月１０日（火） 出席 

◆第１回世田谷区いじめ防止等対策連絡会 ７月１７日（火） 出席 

◆第２回教育推進会議シンポジウム ７月２７日（金） 出席 

◆第２１回アドベンチャーin多摩川 いかだ下り大会 ８月２６日（日） 出席 

 

【 教育委員会事務局 】  

◆単Ｐ研修会企画書について 

全校より提出いただき、書類を確認いたしました。単Ｐ研修会費は７月１１日（水）理事会にて各校へお渡しいたします。 

◆ブロック研修会企画書について 

７月６日（金）必着です。こちらも単Ｐ研修会の企画書と同様全ブロックが揃わないと支払いができませんので、ご提出

をよろしくお願いいたします。 

◆家庭教育学級について 

委託料を順次お振込みしておりますが、振込みの連絡は差し上げていませんので、詳細については担当にお問い 

合わせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【 お詫びと訂正 】  

◆平成３０年度 第１回理事会資料、資料２ 活動報告［生涯学習部］世田谷ＰＴＡコーラスフェスタの日付に誤りがあり

ました。 

正しくは、世田谷ＰＴＡコーラスフェスタ２０１８ 

開催日：１１月４日（日）世田谷区民会館ホール です。訂正して深くお詫び申しあげます。 
 

以上 

常任理事校より 

その他 

《今後の日程》 

★第３回 常任理事会・研修企画委員会 
           ９月１３日（木） ９時３０分～１２時  教育センター「おおぐま」 

★地域環境連絡協議会の日程 

世田谷警察署管内 ・・・・１０月１６日（火）多聞小学校 

北沢警察署管内   ・・・・１０月２９日（月）池之上小学校 

玉川警察署管内   ・・・・１１月 ２日（金）深沢小学校 

成城警察署管内   ・・・・１１月 ５日（月）千歳小学校 


