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    平成３０年１０月３１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１０月１5 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 

教育委員会事務局挨拶 

議事 １．２０２０年度教育条件整備要望書書式変更について 

     ２．２０１９年度役員候補者選考委員会立ち上げについて 

     ３．世小Ｐ名簿の使用状況確認について 

     ４．世小Ｐ役員１名退任について 

 

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）        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） 会長  

７Ｂ（桜町小） 校長・副会長               ８Ｂ（八幡小） 校長・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・社会教育指導員 

◆世小 P 役員  

  

 

第４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  
 

皆さま、おはようございます。本日もお忙しい中、お集まりいただき、誠にありがとうございます。最近、夜になると、虫の

音が聞こえてきます。木の葉も色づき、もうすっかり秋ですね。 

 

さて、今日は、世田谷区立小学校ＰＴＡ連合協議会「いいね」を３点あげたいと思います。 

 

まず１点目。本年も区内６１校の小学校から提出された「教育条件整備に関する要望事項」をもとに、平成３１年度の予

算編成に向けて教育条件整備要望書を作成し、９月２６日「提出の会」にて、世田谷区教育委員会に提出しました。その

後、一般社団法人東京都小学校ＰＴＡ協議会（以下、都小Ｐ）に提出。世小Ｐホームページにも個人情報のみを削除して

掲載しています。 各単Ｐの会長、校長先生が会員からあがってきたご意見をまとめてくださった要望書を、さらに各ブロッ

クの常任役員がまとめ、夏休みに世小Ｐの正副で集まり、まとめたものです。またこの中から、東京都に要望するものは

都小Ｐを通じて提出します。実は、都内で、このような手順と機会を持っているのは世田谷区だけです。東京都教育委員

会からの回答は、例年３月下旬ごろに、世田谷区教育委員会からの回答は、例年４月ごろです。 

 

２点目、９月２７日１ブロック城山小学校から「平成３０年度ブロック研修会」が始まりました。２８日４ブロックの笹原小学

校、１０月１１日２ブロック松沢小学校、１２日６ブロック山野小学校が無事終了されました。関係者の皆さま、ご参加してく

ださった保護者の皆さま、本当にありがとうございました。そして大変お疲れさまでした。どのブロックの研修会も非常に個

性豊かで、楽しく、学びや気づきを与えてくれました。このような形での研修会の開催も、実は世田谷区の特徴です。今後

の予定は、今週１７日に３ブロック駒繋小学校、１１月２０日に７ブロック桜町小学校、１１月２９日に８ブロック八幡小学校

と開催されますので、引き続きのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

３点目、１０月１６日から「地域環境連絡協議会 秋の情報交換会」が、世田谷警察署管内の多聞小学校から始まりま

す。２９日は北沢警察署管内池之上小学校、１１月２日は玉川警察署管内深沢小学校、最後１１月５日に成城警察署管

内の千歳小学校と続きます。このような形で警察署と連携して活動しているのも、世田谷区の特色です。地域社会が様

変わりしている今、様々な事故や事件、そして災害など、ちーかんの活動は、子どもたちの安心、安全を守る最後の砦で

はないかと感じています。このような地道な活動こそが、子どもたちだけでなく、私たち大人たちも住みやすい町を作って

いくことに繋がっていきます。 

今後も「コーラスフェスタ」「バレーボール大会」「合同研修会」など世小Ｐ事業は続きます。皆さまのご協力を、引き続き

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。１０月に入り学校行事では「運動会」、地域のイベントでは「お祭」、そしてＰＴＡでは、「ブロック研修

会」や「地域環境連絡協議会」、「バレーボール大会」と、大変お忙しいことと思います。しかし、そのような事業を通じて、

「人と人とのつながりの大切さ」が感じられたり、新たな発見があったりするのではないでしょうか。寒暖の変化が激しく体

調を崩しやすい季節でもありますので、十分注意していただき、楽しく取り組んでいただければ幸いです。 

さて、本日は、以下２点についてお話をさせていただきます。 

１つ目は、９月中旬から行いました「通学路の緊急合同点検実施」の御礼です。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がねらいだったわけですが、大変お忙しい中を、校長先生は

じめ、副校長先生、ＰＴＡの役員の皆さま、校外委員の皆さまにご協力いただきました。この場をおかりしまして、深く感謝

申し上げます。私が今回の点検で学んだことは、何か一つに絞って点検をする大切さです。今の時代、合理的にこれもあ

れもと、複数同時に行うことが当たり前ですが、それでは見落としてしまうこともあるということです。命にかかわることは、

それではいけないと思った次第です。改めまして、ご協力いただきました皆さまに感謝申し上げます。 
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２つ目は「ブロック研修会」の感想です。それぞれの研修会で、今年度も多くのことを学ばせていただいておりますが、

今回は、各研修会で講師がお話された内容の中から、私の心に残った言葉をご紹介いたします。 

まずはトップバッター、１ブロック城山小学校では、「欠点を見つけてそこばかり注意していると、子どもはごまかすことを

覚える」、４ブロック笹原小学校では、「最終学歴ではなく、最終学習暦を更新していくことが大切」、２ブロック松沢小学校

では、「頭の中のスクリーン（＝イメージ）を豊かに…」、６ブロック山野小学校では、「経験と知恵は減らない、右肩あがり

…」です。 

実際に講師のお話を聴いていない方は、上記のように言葉の羅列だけではよくわからないかもしれませんが、４つのお

話を無理やりまとめてみると、「子どもを受け止めてあげることが大切で、ひと（人間）は、一生涯学び続けることにより、

様々な経験や体験ができる。その経験や体験に裏付けられたものこそ、豊かなイメージを膨らますことができ、それは決

して減らない！」といったようなことになると思います。 

参加された皆さまはどのような感想をお持ちになられましたでしょうか。お近くの方と感想を話し合う時間があるならば、

ぜひ、意見交換してみてください。きっと違った視点からの学びがあり、より研修会が深まるはずです。 

今週は、水曜日に「３ブロック研修会」が、そして、明日は世田谷警察署管内「地域環境連絡協議会」があります。引き

続き、大変お忙しい毎日ですが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

1. 2020 年度教育条件整備要望書書式変更について 

現行の「教育条件整備要望書」の書式を、より簡易で使用しやすいよう、以下の４点を変更することを提案            

したいと思います （別紙参照） 

① 枚数をＡ４両面一枚に簡素化 

② 各校の重要な要望となる最優先要望事項、署名欄を最初に記載 

③ 前年度継続要望事項は選択式とし要望するものに○で囲む 

④ その他の要望事項を記載できるスペースを拡充 

 

教育条件整備要望書書式変更 → 承 認 

 

2. 2019 年度役員候補者選考委員会立ち上げについて 

   会則第１０条に基づく、役員選出手続きに関する細則第２条により、委員会を立ち上げます。 

委員会は、校長会の会長である、笹原小学校校長を委員長とし、常任理事会長・副会長８名、世小Ｐ役員２名で構成さ

れます。世小Ｐ役員から２名選出します。 

 

役員候補者選考委員立ち上げ → 承 認 

 

３. 世小Ｐ名簿の使用状況確認について 

個人情報の観点や、ペーパーレス化が進む中、名簿の使用状況を確認するためのアンケートを作成し、今月中に各

校に配付します。今後各校の意見を取り入れながら、名簿作成を継続するか検討していきます。 

 

 

4. 世小Ｐ役員１名退任ついて 

  第４ブロック役員の転校に伴い、退任することになりました。残りの任期も少ないため、後任者の選出はせずに１１

名で世小Ｐ活動を継続していくことになります。 

 

役員１名退任、後任者選出せず → 承 認 

議 事 
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【 総務広報部 】 

◆２０１９年度「各担当校の役割」お便り発送について 

次年度の常任理事校、地域環境連絡協議会担当校、「ＰＴＡの広場」編集担当校に向け、お便りを発送しました。 

なお、次年度の当番校は以下の通りです。 

 常任理事校 

  １B三宿小 ２B赤堤小 ３B松丘小 ４B船橋小 ５B八幡山小 ６B砧南小 ７B二子玉川小 ８B東玉川小 

 

 地域環境連絡協議会 担当校 

  世田谷署：桜小 北沢署：世田谷小 玉川署：等々力小 成城署：烏山小 

  

 広報紙「PTAの広場」編集 担当校 

  １B城山小 ２B松沢小 ３B旭小 ４B千歳台小 ５B給田小 ６B砧小 ７B用賀小 ８B東深沢小 

 

◆「ＰＴＡの広場」第１０３号  

１２月中旬に発刊予定です。 

各ブロック研修会に取材担当者が伺いますので、引き続き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 

９月１８日（火）に実行委員会がありました。１０月２日（火）に会場下見を行いました。 

１０月３日（水）にプログラムとチラシを印刷し、各校へ発送しました。 

次回の実行委員会は１０月２３日（火）の予定です。 

 

◆第３２回 世小 Pバレーボール大会 

各ブロック大会が１０月１４日(日)を皮切りに順次行われます。 

１０月１４日（日）３Ｂ、６Ｂ １０月２１日(日)２Ｂ、５Ｂ １０月２７日（土）１Ｂ １０月２８日（日）７Ｂ １１月４日(日)４Ｂ、８Ｂ 

１２月１日（土）に本大会が総合運動場体育館で開催されるため、実行委員校と１１月１日（木）に下見の予定です。 

ブロック大会優勝校によるキャプテン会議は、１１月２２日（木）に行われる予定です。 

 

◆世小Ｐ合同研修会について 

 ２月１４日（木）の合同研修会は、講師に僧侶の名取芳彦氏とミュージシャン・タレントのダイヤモンド✡ユカイ氏に決定し

ました。この後の研修企画会議で講演テーマについてなど検討していきます。 

 

【 地域環境部 】   

◆「ＰＴＡパトロール」「こどもをまもろう１１０番プレート・ステッカー・しおり」などの申し込み 

秋の申し込み分を１０月４日（木）に発送しました。ただ、イベントなどでしおりが不足したため、発注しております。 

届き次第、順次発送しますので、よろしくお願いします。 

 

◆第３回担当者会議 

１０月５日（金）開催しました。  

 

◆地域環境連絡協議会 

１０月１６日（火）より４署ごとに以下の日程で開催します。 

○世田谷警察署管内  １０月１６日（火） 多聞小学校すくもりルーム 

○北沢警察署管内 １０月２９日（月） 池之上小学校体育館 

○玉川警察署管内  １１月 ２日（金） 深沢小学校体育館 

○成城警察署管内  １１月 ５日（月） 千歳小学校体育館 

活動報告 
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【 会 計 】 

◆中間決算作成中  

◆都小 Pからの助成金の使用方法について 

来年度の都小Ｐ助成金は、７３万１，０００円となる見込みです。こちらは、来年度の運営費として活用されます。 

 

 

 

各ブロックよりブロック研修会のお知らせや実施報告、また単Ｐ研修会の開催方法の工夫について活発な意見が交わ

されました。 

 

   

【 外部団体とのつながり 】 

 教育条件整備要望書提出の会   ９月２６日（水） 出席 

 中町小学校６０周年記念式典   ９月２９日（土） 出席 

 尾山台小学校８０周年記念式典 １０月 ６日（土） 出席 

 特別支援連合運動会 １０月１９日（金） 出席 

 連合運動会 １０月２３日（火）   出席 

 連合運動会 １０月２４日（水）  出席 

 第３回世田谷教育推進会議 １０月２７日（土） 出席 

 

 

【 教育委員会事務局 】  

◆単Ｐ研修会・ブロック研修会について 

研修会実施後、必ず実施報告書（及び経費内訳書）を提出してください。また残金については、交換便での返金ができ

ませんので、生涯学習・地域学校連携課の窓口までお持ちいただくようお願いします。 

書類の作成に関して不明な点がありましたら、事務局までお問い合わせください。 

 

◆こどもをまもろう１１０番名簿更新について 

損害保険更新の事務手続き上、１１月９日（金）の提出期限を厳守してください。ご協力をお願いいたします。名簿は個

人情報が記載されているため、例年の交換便での提出ではなく、生涯学習・地域学校連携課の窓口にお持ちいただくか、

各警察署管内の地域環境連絡協議会（多聞小・池之上小・深沢小・千歳小）会場にてご提出ください。ご協力をよろしく

お願いいたします。 

 

以上 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

常任理事校より 

その他 

《今後の日程》 

★第５回 常任理事会・研修企画委員会 
      １１月２８日（水）   ９時３０分～１２時   深沢小学校 ランチルーム 
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