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          平成３０年９月２７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 9 月 13 日（木）  ９時３０分～１０時３０分 

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３１年度「教育条件整備要望書」について 

    ・要望書書式変更について 

        ・２０２０年度「教育条件整備要望書」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 3 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）副会長         ６Ｂ（山野小）会長 

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 

◆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。そしてお久しぶりでございます。今日もお忙しい中、ありがとうございます。夏休みは、い

かがでしたか。長期のお休みがあるたびに、一日中、子どもがいる生活をしていると、日頃の先生方のご苦労が身にしみ

ます。２学期もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

今年の夏は、酷暑と大型台風、また先日は北海道胆振東部地震。被災された皆さま、ならびにそのご家族の皆さまに

は、心よりお見舞い申しあげます。 

辛いニュースが続いてはいますが、山口県で２歳の男の子を発見したスーパーボランティアの尾畠さんや、杉並のエレ

ベーターのない駅で、ベビーカーを抱えて長い階段を上げ下ろしするのをお手伝いされている「ベビーカーおろすんジャー」

など、ボランティアの方々が話題になっています。今回の地震の復興活動においても、名もなきボランティアの方々が、被

災地で活躍されていることでしょう。必要としている人のために活動しているから、ボランティアのありがたさを感じられる

ということがあります。 

ＰＴＡも一種のボランティアです。保護者と先生方で力を合わせ、できることをできる範囲で試行錯誤しながら活動する

ことで自然に創意工夫が生まれ、その過程で意識の変化が起きていき、様々な気づきが出てくることが大切だと思います。

私たちはプロではありませんから、完璧である必要はありません。楽しみながら、できるところまでやればいい。 

またＰＴＡ活動の中でも子どもたちの安心、安全に関わる部分は理解されますが、それ以外の活動については、その成

り立ちや目的などを今の感覚でとらえ直していかないと浸透していかないでしょう。毎月、常任理事会が開催されている

のですから、各ブロックからあがってくる皆さまからの、忌憚のないご意見をいただければと思います。ＰＴＡ活動は尾畠さ

んのような自由度はないかもしれませんが、皆さまで知恵を出し合いながら楽しく活動していけば、不恰好でも、その姿を

見て育つ子どもたちは、きっと何かを感じるはずです。後ほど、世小Ｐ事業の要とも言われている「ＰＴＡ研修会」について、

少しお話をさせてください。 

 

さて、私からのお知らせは４点です。 

１点目は、先月８月２４日(金)２５日(土)に開催されました、第６６回日本ＰＴＡ全国研究大会新潟大会に、世小Ｐから副

会長２名が参加しました。日本ＰＴＡ全国協議会は日本最大の社会教育関係団体で、創立７０周年になります。この大会

のスローガンは「教育は未来を拓く」。分科会は新潟県内１０会場で開かれました。来年度の会場は、兵庫県です。 

２点目は、８月２６日（日）「アドベンチャーin 多摩川 いかだ下り大会」です。とても暑い日でしたが、趣向を凝らした様々

な手作りいかだチームが、およそ１．２キロ先のゴールを目指してがんばりました。タイムレースでの優勝が、桜小学校で

した。関係者各位、また応援に駆けつけてくださった保護者の皆さまには、お礼を申しあげます。 

３点目は、６１校からあげていただいた教育条件整備要望書をまとめる作業を無事終了いたしました。後ほど今月２６

日(水)に行われる「教育条件整備要望書提出の会」に向けてのご承認を、よろしくお願いいたします。 

４点目、ここ教育センター２階の「郷土学習室」がリニューアルし、子どもたちが体験しながら英語を学べる施設「Touch 

the World(多文化体験コーナー）」となりました。先週９月５日（水）のオープニングセレモニーに参加させていただきました。

区民の皆さまに一般公開となりますのは、１０月１日(月)からです。小学４年生の「英語体験移動教室」として、また一般区

民、および未就学児向けの多文化理解のイベントなども考えているそうです。入場料は無料。また詳しいご案内が各校に

配付されます。 

 

２学期は学校の行事も多く、世小Ｐの各ブロック研修会、地域環境連絡協議会、コーラスフェスタ、バレーボール大会 

など盛りだくさんです。今後とも、ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 
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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。 

２学期が始まりました。子どもたちは、学校が始まった途端に朝早く起きて、登校していることでしょう。毎日子どもたち

を見ていて、子どもは本当に偉いなと思います。大人は夏休みが終わっても、いつものリズムに戻るのに時間がかかりま

す。子どもは９月３日から元気よく学校に来て、楽しく元気に飛び回っているので、見習わなければならないなと思いまし

た。 

 ７月からブロック塀の調査が始まりました。私も危ないと思われるところを回ってみました。すると、やたらブロック塀が気

になるようになりました。そして今回、防犯の調査もきまして、今度は、ここはちょっと暗いな、街灯がほしいなどと思うよう

になりました。見る視点を決めると、同じ道でもいつもの風景が違って見え、新しい発見があることを改めて実感しました。 

 子どもを見る時も、この子素敵だなと思うと素敵なところばかり見えてきますし、課題が気になると、その点ばかり気にな

ります。今回の調査のように、時々立ち止まって、違う視点で見ることが大事だと思いました。 

 ２学期はＰＴＡもブロック研修会があったり、地域環境連絡協議会があったり色々と行事があります。学校も同じです。忙

しいときこそ、立ち止まりながら、広い視野を持って取り組んでみんなで楽しくできたらいいなと思います。２学期もどうぞ

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。皆様、大変お久しぶりです。 

ここ数日は温度的に過ごしやすい日が続いておりますが、夏休みはいかがお過ごしでしたでしょうか。 

日本は、今夏も多くの天災に見舞われました。先週は北海道で震度７の地震があり、「日本は大丈夫だろうか…」と思っ

た方も多いのではないでしょうか。北海道は未だに余震が続き、復旧・復興まで相当な時間がかかりそうです。また、台風

も猛威を振るいました。先日の２１号のように、強さ階級が「猛烈な」という台風が次々と上陸しております。 

このような時こそ、地域のつながりやご近所づき合いなどが大切になるのだと思います。天気予報等を小まめにチェッ

クして助け合っていきましょう。 

さて、本日は来週開催のイベントのご案内が一つと、御礼が二つ、そして、「通学路の緊急合同点検」についてのお知ら

せをいたします。 

一つ目はご案内です。机上に配布しました第１５回「おやじと子どもフェスタ２０１８」が、９月１７日（月・祝）に世田谷区役

所中庭と世田谷区民会館で開催されます。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。また、大ホールでは、キッズバンドやダンスの発表、おやじバンドの演奏などがありますので、ぜひお出かけ

ください。 

二つ目は御礼です。８月４日、５日に区役所中庭・区民会館、若林公園等で開催されました、第４１回「せたがやふるさ

と区民まつり」です。２日間ともお天気に恵まれ、４日が２万１０００人、５日が２万４０００人、２日間合計４万５０００人の来

場がありました。大変暑い日ではありましたが、大きな事故なく、トラブルなく、無事に開催することができました。これも一

重に皆様方のご協力あってのものと感謝しております。 

三つ目も御礼です。８月２６日に開催されました「アドベンチャー in 多摩川 いかだ下り大会」ですが、こちらも多くの 

先生方、ＰＴＡの役員の皆様方にご来場いただき、無事に開催することができました。ありがとうございました。当日は猛烈

な暑さで、３７度を越えていたと思いますが、大きなトラブルがなくホッとしております。ベストタイム賞（１位）の桜小学校

「桜フェザープレーン号」の皆様、本当におめでとうございます。世田谷の恵まれた自然環境を生かした本事業ですが、多

摩川の自然環境を守るためにも、また、多摩川の大切さ、素晴らしさ、時には怖さを知るためにも、このような事業で一人

ひとりが意識し、学ぶことが大切であると考えます。多摩川で行われる様々なイベントが無事に開催される中で、こういっ

た意識が芽生えることを祈念しております。 

なお、「区民まつり」、「アドベンチャー in 多摩川」ともに、区内小中学校の新任教員の皆さまにも多数ご協力いただき

ました。本当にありがとうございました。 

続きまして、「通学路の緊急合同点検の実施」についてです。今年５月に新潟市で７歳の児童が殺害され、未来ある尊

い命が奪われるという痛ましい事件が起きました。この事件のように、登下校中の事件が後を絶ちません。そこで、今回

は、特に「子どもの連れ込みや連れ去り」に焦点を絞り、通学路の死角などをチェックすることとなりました。大変お忙しい

中恐縮ですが、ＰＴＡの校外委員の皆さまにもご協力をいただきますので、よろしくお願いいたします。 

最後に、早いもので２学期がスタートして今週で半月となります。世小Ｐにとって２学期は、「ブロック研修会」や「地域環

境連絡協議会」、「コーラスフェスタ」、「バレーボール大会」等、たくさんの研修会やイベントが予定されております。特に皆
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様にとっては、まずは「ブロック研修会」だと思いますが、世田谷区におけるＰＴＡ研修会の歴史は半世紀以上あり、「単位

ＰＴＡ研修会」、「ブロック研修会」、「合同研修会」という流れがあります。これは、他区に例を見ないもので、まずは単Ｐで

学び、それをブロックで共有し、最後に区全体で把握するというものです。この趣旨を考えると、ぜひ、「ブロック研修会」の

中で「単位ＰＴＡ研修会」のＰＲを行い、つながりを作っていただけると良いと思います。準備等でお忙しいことと思いますが、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

１. 平成３１年度「教育条件整備要望書」について 

６１校から提出された要望事項をまとめ、区教育委員会へ提出する要望書を作成いたしました。 

承認を受け、９月２６日の「提出の会」に提出いたします。 

１０月上旬までに各校へ要望書を配付いたします。 

学校内に配付する場合は、こちらを印刷してお配りください。 

また、世小 Pのホームページにも掲載しますので、ダウンロードしご活用ください。 

要望書は都小Ｐの方にも提出することになっております。 

        平成３１年度教育条件整備要望書 →  承認  

  ・要望書書式変更について 

   今後学校に配付する書類を簡易で記載しやすいものに変更したいと考えています。 

年内には新しい書式を作成し提案いたします。 

・２０２０年度の「教育条件整備要望書」は新書式で活用していく予定です。 

         

【 総務広報部 】 

◆「ＰＴＡの広場」第１０３号 

  各ブロックのブロック研修会の様子を掲載させていただく予定です。当日はＰＴＡの広場編集委員がお伺いして、 

写真撮影等を行わせていただきます。講師の先生方には撮影の承諾をとっていただくよう、よろしくお願いします。 

 

【 生涯学習部 】 

◆「世田谷ＰＴＡコーラスフェスタ２０１８」 

１１月４日（日）開催します。 

１０月２日（火）に会場の下見、１０月３日(水)にプログラム・チラシの印刷・発送の予定です。 

次回の実行委員会は９月１８日(火)に行います。 

◆「第３２回 世小Ｐバレーボール大会」 

第３２回世小Ｐバレーボール大会は１２月１日（土）に開催されますが、それに向けた各ブロック大会が１０月中旬 

から始まります。常任理事校のＰＴＡ会長は、各ブロック大会で自校の応援をされると思いますが、当日は決勝まで 

残っていただいて決勝戦への立ち会いをお願いいたします。 

 ◆世小Ｐ通信について 

   １０月初旬に、「コーラスフェスタ」「バレーボール大会」「合同研修会」のお知らせを掲載した、世小Ｐ通信を発送 

します。各校１部ずつの発送ですので、各家庭に印刷・配付をよろしくお願いいたします。 

 

 

議 事 

活動報告 
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【 地域環境部 】   

 ◆秋の地域環境連絡協議会について 
「秋の地域環境連絡協議会」の日程は次のとおりです。 

  ・１０月１６日（火）世田谷警察署管内 多聞小学校  

  ・１０月２９日（月）北沢警察署管内 池之上小学校  

  ・１１月 ２日（金）玉川警察署管内 深沢小学校  

  ・１１月 ５日（月）成城警察署管内 千歳小学校 

◆地域環境連絡協議会（ちーかん）の略称について 

  来年度より、世小 Pでは略称を「ちーかん」に統一いたします。（単Ｐでも同略称の使用を推奨します。） 

 ◆「PTAパトロール」と「こどもをまもろう１１０番」のプレートの申込み 

   ９月１２日（水）に秋の自転車用「ＰＴＡパトロール」と「こどもをまもろう１１０番」のプレートの申込書を配付しました。 

   締切りは９月２８日(金)まで。それまでに申込みされた場合は、１０月４日(木)に発送予定です。 

 

【 会 計 】 

 ◆ブロック研修会費の受け渡しについて 

  本日ブロック研修会費 35,000円をお渡ししました。 

   世田谷区研修共催負担金ですので、講師謝礼・所得税の源泉徴収はこちらからお支払いください。 

   詳細は４月１６日に開催された新旧ブロック研修懇談会の「研修会事務手続きの手引き」をご覧ください。 

   ブロック活動費や単Ｐ研修会費と混同のないようご注意ください。 

 

 

◆９月より、各ブロック研修会が始まります。ぜひご参加ください。 

 

・第１ブロック（城山小）    ９月２７日（木） 城山小体育館     講師： 松島 伸浩氏 

わが子を「メシが食える大人」に育てるには？ 

・第２ブロック（松沢小）   １０月１１日（木） 松沢小体育館     講師： 立川 志の彦氏 

   「笑いと子育てと明日への元気」 

・第３ブロック（駒繋小）   １０月１７日（水） 駒繋小体育館     講師： 沼田 晶弘氏 

   「やる気スイッチをＯＮにする！」 

・第４ブロック（笹原小）    ９月２８日（金） 笹原小体育館     講師： 菊池 省三氏 

   「子どもが変わる、大人が変わる～ほめ言葉のシャワー～」  

・第５ブロック（武蔵丘小）  １１月２６日（月） 武蔵丘小体育館   講師： 副島 賢和氏 

   「涙も笑いも、力になる～院内学級の子どもたちが教えてくれた大切なこと～」 

・第６ブロック（山野小）   １０月１２日（金） 山野小体育館     講師： 佐谷  恭氏 

   それってホントに「常識」？～未来をつくる子どもと学ぼう～ 

・第７ブロック（桜町小）   １１月２０日（火） 桜町小体育館     学校別ブース形式による報告会 

   「生きる力 育つ力 ～ともにそだつということ～」 

・第８ブロック（八幡小）   １１月２９日（木） 八幡小体育館     講師：黒川 伊保子氏 

   「幸せ脳に育てよう～脳育ての黄金ルール～」 

 

 

 

 

 

常任理事校より 
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【 外部団体とのつながり 】 

◆世田谷区子ども・青少年協議会 第８回小委員会 ７月３０日（月） 出席 

◆平和資料館事業評価委員会 第１回会議 ８月 ３日（金） 出席 

◆第４１回 ふるさと区民まつり（社会を明るくする運動） ８月 ４日（土） 出席 

◆平成３０年度第１回学校給食調理業務民間委託業者選定委員会 ８月２０日（月） 出席 

◆日本ＰＴＡ全国大会（新潟） ８月２４日～２５日 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 

◆都小ＰＴＡリーダー研修会打ち合わせ ９月 ３日（月） 出席 

◆「Touch ｔｈｅ Word（多文化体験コーナー）」オープニングセレモニー ９月 ５日（水） 出席 

◆第２４回「交通安全宣言都市せたがや」区民のつどい ９月 ８日（土） 出席 

◆“社会を明るくする運動”世田谷推進委員会作文コンテスト小委員会 ９月１４日（金） 出席 

◆都小Ｐ第２回理事会 ９月１５日（土） 出席 

◆都小ＰＴＡリーダー研修会 ９月２２日（土） 出席 

◆遊びから学ぼうワークショップ ９月２５日（火） 出席 

 

【 教育委員会事務局 】  

◆「ＰＴＡパトロール」「こどもをまもろう１１０番」プレート等の一斉配送以外での対応について 

今年度も秋にプレート・ステッカー・しおりの一斉配付を行います。９月１２日（水）に募集通知を地域環境部より発送し

ております。一斉配送後に不足が生じた場合は、生涯学習・地域学校連携課 世小Ｐ担当で送付対応しますので、 

ご連絡ください。 

 

◆ブロック研修会について 

ブロック研修会報告書の様式を作成しましたので、各ブロック役員さんを通じて各校にお送りいたします。様式に入力

するにあたり不備がありましたら、お手数ですが生涯学習・地域学校連携課 世小Ｐ担当までご連絡ください。 

また、負担金の支出についてご不明な点あった場合についても、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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
以上 

その他 

《今後の日程》 

★第４回 常任理事会・研修企画委員会 
                １０月１５日（月） ９時３０分～１２時  教育センター「ぎんが」 

 


