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     平成３０年１２月１０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１1 月２８日（水）  ９時３０分～１０時３０分  

          場所：小学校「ランチルーム」 

 

 

【  会次第 】 
会長挨拶 

校長会挨拶 

教育委員会事務局挨拶      

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） 会長  

７Ｂ（桜町小）  校長・副会長       ８Ｂ（八幡小） 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 

◆世小 P 役員  

 

 

第５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。いつも世小Ｐ活動にご理解、ご協力いただき、ありがとうございます。早いもので、２学期

も残すところ、あと 1 ヶ月となりました。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

おかげさまで、地域環境連絡協議会も無事に終わりました。このような地道な活動こそが、子どもたちの、そして大人た

ちの安心、安全を作っていくのだと思います。皆さま、ご協力ありがとうございました。 

ブロック研修会も、明日１１月２９日開催の第８ブロック八幡小学校で最後となります。 

１０月１７日開催の第３ブロック駒繋小学校の研修会は、東京学芸大学附属世田谷小学校の教諭である沼田晶弘先生

の「やる気スイッチをＯＮにする！」でした。曲のサビの部分がきた途端、掃除をやめて、ほうきを持って踊る子どもたち。

サビが終わった途端、再び掃除を始める映像が、何とも可愛かったです。また、子どもたちがエプロンと三角巾姿で椅子

に座り、ひたすらサンマの骨を取る授業も印象的でした。子どもたちは、お魚を上手に食べられるようになったそうです。 

１１月２０日開催の第７ブロック桜町小学校は、７ブロック８校による単Ｐ研修会の研修内容報告会「研修フェア」でした。

今年初めて、各校のパネル展示を拝見するだけでなく、発表を聞くという形をとりました。これは世田谷区の研修会の歴

史の流れの１つの、完成形ではないかと感じました。保護者の方々のプレゼンが、とても素晴らしかったです。 

１１月２６日の第５ブロック武蔵丘小学校は、２部形式での開催でした。第１部は昭和大学病院で小児科の院内学級を

担当しておられます副島先生のご講演。そして第２部は、５ブロック各校の単Ｐ研修会の紹介、パネル展示でした。子ども

たちのそばに、副島先生のような素敵な先生がいてくださるということが、とても救われました。単Ｐ研修会の発表は、各

校の担当者の方々が前に来て、ご紹介してくださいました。 

１０月１９日開催の世田谷区立小学校特別支援学級連合運動会は、世田谷区立総合運動場体育館回改修工事のた

め、今年は下北沢小学校体育館で。世田谷区立小学校連合運動会は駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場で、

１０月２３日、２４日に開催されました。子どもたちが全力を出して頑張っている姿というのは、何度見ても、心うたれます。 

１１月４日開催のコーラスフェスタも、おかげさまで無事に終わりました。世田谷区のコーラスのレベルは、本当に高い

と思いました。そして、皆さまが、とても楽しく活動している様子が伝わってきました。１２月１日は、バレーボール大会が世

田谷区立総合運動場体育館で開催されます。各ブロックの代表校が優勝をかけて戦いますので、お時間の許す方は応

援に行ってあげてください。 

 

校長会挨拶            世小 P 担当副会長 校長 

 

おはようございます。そろそろ学期末です。忙しいときこそ、一つ一つていねいに取り組むことが大切であると職員に話

したところです。 

２学期は、地域環境連絡協議会、ブロック研修会がありました。私は自分の地域、ブロックの会に出席しました。どちら

の内容も日頃から大切であると思っている内容でした。しかし、大切に思っていても普段は忙しさに流され、じっくり考える

ことはなかなかできない内容でもありました。そのような日常の中、今回、出席して世小Ｐの研修会は、ときどき集まって

大切なことについてじっくり考えるよい機会だと改めて感じました。ここでの学びは、自分のためになるばかりでなく、必ず

子育てにも役に立つものです。役員、理事の皆様、自信をもって世小Ｐの活動に取り組んでほしいと思います。 

本日の常任理事会も学びというおみやげを一つでも二つでも持ち帰っていただけたら幸いです。せっかくの時間です。

よい時間にしましょう。 

 

 

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。 

前回の常任理事会は１０月１５日でしたので、常任理事会は久しぶりなのですが、この間「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」、「世小Ｐバレーボール大会の各ブロック予選会」などがありましたので、事業が目白

押しで大変だったことと思います。まずは、ご協力いただきました皆様に感謝申し上げます。 

さて、今年度のブロック研修会も、明日の第８ブロック研修会で終わろうとしております。ブロック研修会の感想は、来月

まとめてお話することにしまして、本日は、地域環境連絡協議会で感じたことをいくつかお話いたします。 
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１つ目は、講師がいなくても・・・というお話です。 

これは、北沢警察署管内の「地域環境連絡協議会」の内容になります。担当の池之上小学校さんは、外部講師を招か

ず、自校の取り組みを中心に担当の方が発表する形式で展開されました。おそらく、事前の準備が大変だったことと思い

ますし、当日の緊張も相当あったのではないかと思いますが、事例が身近なのと、実践報告なので説得力があるという点

から、とても素晴らしい連絡協議会でした。このように、実際に行っている活動を発表するというのも、たくさんの学びがあ

り、有意義なのではないかと思います。 

２つ目は、継続は力なり・・・というお話です。 

これは、成城警察署管内の「地域環境連絡協議会」の内容になります。担当の千歳小学校さんは、数年前から近隣校

とのつながりの中で継続していた「ヘルメット着用推進プロジェクト」をさらに発展すべく、管内１９校に広める取り組みを行

いました。１校で行うのも大変なのに、１９校に広めるというエネルギーは大変なものです。継続は力なり！で、今後も地

道にネットワークを広げていただければ幸いです。 

３つ目は、講師のお話から・・・です。 

これは、玉川警察署管内の「地域環境連絡協議会」の内容になります。担当の深沢小学校さんは、日本大学の稲垣先

生を講師に招き、交通安全について学びました。ご講演の中で、「そもそも横断歩道は走って渡ってはいけない」、「ドイツ

では、わが子が交通事故に遭ってしまった場合、まず親自身が自分の家庭教育・安全教育が不十分だったことを反省す

る」というお話がありました。交通安全教育をできるのは、保護者であり、地域の大人たちであるというお話もとても心に残

りました。 

４つ目は、会場選択についてです。 

これは、世田谷警察署管内の「地域環境連絡協議会」の内容になります。担当は多聞小学校でしたが、多聞小学校さ

んも、深沢小学校さん同様、日本大学の稲垣先生を講師に招き、交通安全について学びました。しかし、今回はその内容

ではなく会場選択についてです。多聞小学校さんは、体育館ではなく「すくもりルーム」という多目的ホールで開催し、聞き

やすい雰囲気をつくりました。 

これは学校によって、その施設・設備との兼ね合いなのでは…と言われてしまいそうですが、そういうことではなく、会場

選びという点、または事業運営のしやすさという点で素晴らしい選択だったのではないかと思います。 

以上が私の感想です。参加された皆様は、どのような感想を持ちましたでしょうか。上記に記した私の感想も含め、何

かに役立てていただければ幸いです。 

最後に、２つほど、ご案内があります。 

１つ目は、毎年恒例の人権週間を記念する事業「講演と映画のつどい」についてお知らせいたします。１２月１４日（金）

午後１時２０分から北沢タウンホールにて開催いたします。第１部では、『ＬＧＢＴってなんだろう？』をテーマに、特定非営

利活動法人ＲｅＢｉｔ（リビット）にご講演いただき、第２部は、生田斗真主演の映画『彼らが本気で編むときは、』を上演いた

します。入場無料ですので、ご興味のある方はぜひ北沢タウンホールへお越しください。 

２つ目は、「わくわくウインタープラン」です。夏にも「わくわくサマープラン」というものを配布しておりますが、そのウイン

ター版です。子どもたちが有意義な冬休み、春休みを過ごせるように、１２月～３月までの期間に開催される事業・イベン

ト等を調査し冊子にまとめたものです。１２月１５日ごろから、各小中学校や図書館、区民センター、児童館等に配布予定

です。また、１２月１２日より区のホームページにも掲載いたしますので、ぜひご覧ください。 

 

 

【 総務広報部 】 

◆世小Ｐ通信№２発行について 

東京都立久我山青光学園の学校公開・保護者交流会を２０１９年１月２９日（火）に開催します。今年度も知的障害 

教育部門と視覚障害教育部門との交流を予定しています。 

詳細を記載した世小Ｐ通信を１２月中に全６１校へ発送します。全家庭に配布いただき、各校ＰＴＡで参加希望者 

の取りまとめをお願いします。 

 

◆「ＰＴＡの広場」第１０３号について 

１２月１４日（金）発行、全６１校へ発送予定です。 

活動報告 
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【 生涯学習部 】 

◆世田谷ＰＴＡコーラスフェスタ 

１１月２０日（火）に第５回実行委員会があり、反省と今後の課題について話し合いました。 
来年度の実行委員会の新４役も決まり、１２月１１日（火）に新旧顔合わせの予定です。 

 
◆第３２回 世小 Pバレーボール大会 

各ブロック大会も終了し、１２月１日（土）に本大会が開催されます。 

１１月２２日（木）キャプテン会議を行い、トーナメントが以下の通り決定しました。 

第１試合 A コート ３B 弦巻小学校   －  ６B 山野小学校 

B コート １B 太子堂小学校 －  ７B 用賀小学校 

第２試合 A コート ４B 桜小学校     －  ２B 多聞小学校 

B コート ８B 東深沢小学校 －  ５B 芦花小学校 

１１月２２日（木）に実行委員校の世田谷小学校と最終確認を行い、連携して運営していきます。 

本大会での始球式は、校長会会長、教育委員会事務局生涯学習・地域学校連携課課長にお願いします。 

 
◆第５回研修企画委員会 
２月１４日（木）の合同研修会について、講師は僧侶の名取芳彦氏とミュージシャン・タレントのダイアモンド✡ユカイ氏 
に決定しました。講演のテーマは「大人の学び」について講演していただきます。 
ポスター（Ａ３サイズ）は、１１月２９日（木）各校に２枚ずつ発送します。校内に掲示をお願いします。 
申込書付きチラシは、１月上旬に６１校へ配布します。 

 
「みんなで学ぶ PTA」の日程が以下の通り決定しました。 
２０１９年 ４月２２日（月） 世田谷区民会館ホール    校外分科会・役員分科会（会長・副会長） 

４月２５日（木） 三茶しゃれなあどホール   学級分科会・役員分科会（書記・会計） 
５月 ８日（水） 成城ホール              学級分科会・役員分科会（書記・会計） 
５月 ９日（木） 世田谷区民会館ホール    単Ｐ研修分科会・広報分科会 

 
 

【 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が４校全て終了しました。ご協力ありがとうございました。 
報告書を、年明けに６１校へ配布予定です。家庭数での配布をよろしくお願いします。 

 

◆「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」について 

  １０月３１日（水）に発送完了しました。 
 
 
 

【 会 計 】 

◆中間決算について 

 １１月２７日（火）に烏山小学校にて中間決算の監査を終了しました。 

◆都小 Pからの助成金の申請 

１１月２６日（月）に提出しました。本年度の助成申請額は７３万１０００円です。 

 

各ブロックより、役員選考の状況・ブロック研修会・バレーボール大会・秋の行事についてお話いただきました。 

 

   

常任理事校より 
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【 外部団体とのつながり 】 

 世田谷区自転車等駐車対策協議会 １１月 ５日（月）  出席 

 第２回世田谷区健康づくり推進委員会 １１月 ６日（火）  出席 

◆  弦巻小学校研究発表会      １１月 ９日（金）  出席 

 太子堂小学校９０周年記念式典 １１月１０日（土）  出席 

 桜小学校１４０周年記念式典 １１月１０日（土）  出席 

 世田谷区交通安全協議会 １１月１６日（金）  出席 

 三宿小学校１１０周年記念式典 １１月２４日（土）  出席 

 経堂小学校研究発表会 １１月３０日（金）  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、必ず実施報告書兼経費内訳書（両面印刷）をご提出ください。 

経費が負担金（単Ｐ：1 万 5 千円、ブロック：3 万 5 千円）未満の場合は、残金を区役所にご持参いただくことになり

ます。 

報告書の作成方法等について、ご不明な点がありましたら、生涯学習・地域学校連携課 ＰＴＡ担当にお問い合わ

せください。 

 

◆「こどもをまもろう１１０番」名簿更新について 

名簿更新作業と期限内のご提出にご協力いただきありがとうございます。 

提出いただいた更新名簿をもとに、事務局にて更新作業を行います。１月の常任理事会にて、今年度の協力者数

についてご報告する予定です。 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

                                      

その他 

《今後の日程》 

★第６回 常任理事会・研修企画委員会 
      １２月１７日（月）   ９時３０分～１２時   教育センター 「おおぐま」 


