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     ２０１９年１月７日発行／世田谷区立小学校ＰＴＡ連合協議会 会長  

 

 

日時：２０１８年１２月１7 日（月）  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 

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６回 常任理事会報告 

-出席者- 

◆常任理事 

  １Ｂ（城山小）  校長           ２Ｂ（松沢小） 会長 

３Ｂ（駒繋小）  会長        ４Ｂ（笹原小） 校長・会長 

５Ｂ（武蔵丘小）副会長       ６Ｂ（山野小） 校長 

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・社会教育指導員 

◆世小 P 役員 

会長・副会長・副会長・副会長・副会長 

書記・書記・書記・書記・書記・書記 
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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。日頃より、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。来週は、終業式

ですね。インフルエンザや、胃腸炎など、風邪が流行っていますので、くれぐれもお気をつけください。本日お伝えすること

は、４点です。 

 

 まず１点目。おかげさまで、ブロック研修会も、１１月２９日（木）八幡小学校を最後に、８ブロック全てが無事終了いたし

ました。８ブロックの研修会テーマは、「しあわせ脳に育てよう〜脳育ての黄金ルール〜」でした。講師の人工知能研究

者・脳科学コメンテーターの黒川伊保子先生のお話は、脳の研究から導き出される男女のすれ違い、子育ての悩みなど、

日頃、なぜ、どうしてと思っていた部分を明快にしてくださり、笑いの絶えない講演会でした。 

 ９月２７日（木）１ブロック城山小学校から順番に手渡されてきました、ブロック研修会の横断幕が、こうして八幡小学校

から戻ってきました。皆さまがブロックを超えて、聖火リレーのように横断幕を繋いできてくださったのだと思うと、感慨深い

ものがわきあがってきました。ありがとうございました。この思いを、２月１４日（木）世小Ｐ合同研修会へ繋げていきます。 

 

 ２点目。１２月１日（土）世小Ｐバレーボール大会も、大きな怪我もなく無事終了いたしました。優勝は桜小学校、準優勝

は用賀小学校、３位は弦巻小学校、芦花小学校でした。おめでとうございます。都大会へは、昨年に引き続き、桜小学校

が進みます。 

 

 ３点目。今月初め、世田谷区の小学校６１校・中学校２９校体育館に、空調設備の設置を順次すすめることになりました、

とニュースで流れていました。今年度、皆さまからの強い要望が出ていました教育条件整備要望書の熱中症の部分が、

ついに実現しました。教育条件整備要望書を提出してきた世小Ｐの歴史と、今年度の皆さまの思いが後押ししたと思いま

す。設置費用は、２４億３０００万円だそうです。来年４月から順次取り付け作業が始まるとのことです。 

 

 ４点目。先生の勤務時間が平日４時間残業、土日２時間出勤で、約４０％の教員が過労死ラインである、と報道されて

いました。働き方改革と言われていますが、まだまだ日本には、がんばれば、がんばっただけ成果が出るという考えがあ

るのではないでしょうか。先生にもご家庭がありますし、ご病気になるときもあります。しかし、公立小学校ですから、先生

が足りないとなっても、学校だけで勝手に増やすことはできません。いじめの問題も学校の意味も、先生方が子どもたちと

向き合える時間が増えることで、変わっていく気がします。日中、職員室に誰もいない学校もあります。これは、異常事態

ではないでしょうか。 

 

 

校長会挨拶           世小 P 担当副会長  校長 
皆さま、おはようございます。 

日ごとに気温が上下して、本校でも体調を崩す職員も増えております。子どもたちも同じで、インフルエンザも流行って

きましたので気を付けていきたいと思います。 

今朝、２学期最後の全校朝会がありました。いつも最後は、「終わりよければすべてよし」という話をします。今回は私

が言っているのは、こういう意味だと話しました。 

「２学期を振り返ると、うまくいったこと、うまくいかなかったことがある。まだ１週間ある。この１週間はできていることは

続けて、できなかったことを１つ頑張ってよい気持ちで終わりにしよう。そうすれば、冬休みも気分よく過ごせ、３学期に頑

張るぞ！という気持ちにもつながる。」と話しました。 

２学期の世小Ｐも色々行事がありましたが、すべて終わり、懸案だった合同研修会も目途がつき、よい２学期の活動が

できたと思います。今日も充実したよい時間にして、２学期の常任理事会をよい気持ちで終わりにして、３学期につないで

いきましょう。本日もよろしくお願いいたします。 
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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。 

まずは御礼です。先週末（１４日）、無事に人権週間記念事業「講演と映画のつどい」を終えることができました。ＰＴＡの

皆様には、様々な場面で宣伝していただきありがとうございました。 

次に１月のイベント紹介です。「第４０回新年子どもまつり」についてです。毎年恒例の新年のイベントですが、区役所中

庭・区民会館等で１月１３日（日）に開催されます。当日は、世田谷区と長年交流している新潟県十日町市松代から、雪の

プレゼントがあり、「雪の滑り台」「かまくら」などで遊ぶことができます。ぜひご家族でお越しいただき、楽しい一日をお過

ごしください。 

さて、前回の常任理事会でも申し上げましたが、本当にお忙しい２学期だったことと思います。改めまして、「ブロック研

修会」、「地域環境連絡協議会」、「世田谷ＰＴＡコーラスフェスタ」、「世小 Pバレーボール大会」と、大変お疲れ様でした。 

本日は、例年このタイミングで紹介をさせていただいている「せたがやＰＴＡの広場」からお話をいたします。先週末（１４

日）、第１０３号が発行されました。日頃から縁の下の力持ちとして様々な事業に参加し、取材をして原稿作成していただ

いている「ＰＴＡの広場」ご担当の皆様のご尽力により、今回も無事に発行することができました。いつも思うことなのです

が、目立たないところで頑張っている委員の皆様のお陰で、参加できなかった事業の様子も把握することができるのです。

皆様も、広報紙をご覧になるたびに感謝の気持ちや感想等をお伝えいただければと思います。委員の皆様の励みになる

ことと思います。これは、各校の広報委員の皆様にも同じことが言えます。よろしくお願いします。 

続きまして、本日は、今年度の「ブロック研修会」を総括する意味で、以下に私の感想や心に残った講師の言葉を掲載

いたします。まずは、後半に開催された４つのブロックの感想からです。 

第３ブロック研修会は、「やる気スイッチがＯＮになる」をテーマに、東京学芸大学附属世田谷小学校の沼田晶弘先生

による講演会でした。沼田先生のお話では、「大人が学んで欲しいと思うことに子どもが必ず興味を示すとは限らない」、

しかし「大人はどうしても教えようとしてしまう」、なぜなら「大人には経験があるから…、正解を知っているから…」というも

のです。やる気スイッチをＯＮにするには、まずはしっかり受け止めてあげること、そして、対等に話し合える、話しやすい

空間をつくってあげることだと思いました。 

第７ブロック研修会は、「生きる力 育つ力」をテーマに、各校が取り組んだ単位ＰＴＡ研修会を紹介するパネルが展示

される形式で開催されました。これは毎年恒例で、「研修フェア」という名前がついています。世田谷区のＰＴＡ研修会は、

昭和３４年より開催されていて、半世紀以上の長い歴史があります。その間、様々な内容や形式で実施されていて、各ブ

ロックその積み重ねによって今があります。その世田谷区のＰＴＡ研修会をわかりやすく示してくださっているのが、第７ブ

ロック研修会だと思っています。単位ＰＴＡ研修会で各校がそれぞれの課題や、今必要だと思う内容を選択して学び、そ

れをブロック研修会で共有し、２月１４日に開催予定の全体研修会で６１校に向けて発信する。大変素晴らしい流れがそ

こにはあると思います。 

今年度の第７ブロック研修会は、パネル展示にプラスして８回のプレゼンテーションを行いました。相当大変だったので

はないかと思いますが、その分参加者は、内容を理解しやすかったことと思います。今回の研修会で得た情報を活かした

内容で、来年度の単位ＰＴＡ研修会が開催されるのではないかとも思います。個人的には、来春開催の「みんなで学ぶＰ

ＴＡ」の中で活用したいと思っています。 

第５ブロック研修会は、「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～」をテーマに、昭和

大学大学院准教授の副島賢和先生による講演会でした。副島先生のお話では、「親の心得４か条」が大変心に残りまし

た。①赤子には肌を離すな。 ②幼児には手を離すな。 ③子どもには目を離すな。 ④若者には心を離すな。やはり、今

回も「受け止める」ということがキーワードだったように思います。 

第８ブロック研修会は、「しあわせ脳に育てよう～脳育ての黄金ルール」をテーマに、人工知能研究者であり脳科学コメ

ンテーターの黒川伊保子先生による講演会でした。ブロック研修会のトリに相応しく、多くの共感を呼ぶ研修会でしたので、

数行でまとめるのが難しいのですが、例えば、対話には２種類ある、①心の物語を語る（主に女性）、②問題解決を急ぐ

（主に男性）や、「とにかくぼーっとさせる・片付けしすぎない（男の子の育て方）」や、「４歳で一人前・女友達として過ごす

（女の子の育て方）」など、大変刺激的なアドバイスがありました。その中でも、「母の表情が子の人生を決める」、「妻の

表情が夫の人生を決める」、「上司の表情が部下の能力を決める」、というお話は、私自身、最も心に残りました。 

以上が「ブロック研修会」に参加しての感想です。なお、全ブロックの感想を以下にまとめました。 

今年度も大変内容の濃い研修ばかりで、たくさんの学びをいただきました。本当にありがとうございました。この場をお

借りし改めて感謝申し上げます。 
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１. 世小Ｐ名簿の使用状況に関するアンケート結果について 

 ６１校中４２校より回答がありました。 

  ✳これまでに世小Ｐ名簿内 1～８ブロックの名簿を使用したことがありますか？  ➡はい と回答３校 

  ✳この名簿を今後も使用したいと思われますか？    ➡はい と回答３校 

 ➡どちらでもない と回答３校 

これを受け、検討した結果、 

   ①半数以上の学校において使用している状況がみられなかった 

   ②個人情報保護 

   ③ペーパーレス化促進 

以上３点の理由から、次年度より配布しないことに決まりました。ただし、世小Ｐに関する必要な情報はガイドラインへ

掲載し、名簿は世小Ｐとしては作成します。問い合わせがあった場合は各校へ許可を得たのち開示します。 

世小Ｐ名簿各校配布を廃止 → 承 認 

 

 

【 総務広報部 】 

◆世小Ｐ通信№２発行について 

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

視覚障害教育部門の説明や、知的障害教育の見学や説明をそれぞれのＰＴＡ会長と学園の先生からお話をいただき 

ます。保護者同士の交流も予定しています。 

詳細を記載したものを１２月１０日（月）に６１校へ発送しました。各校で必要部数印刷、配布いただき、取りまとめたも
のを １月１５日（火）まで に返送をお願いします。 

議 事 

活動報告 

世小Ｐブロック研修会２０１８まとめ（内容・講演抜粋） 

 

１ブロック（9/27城山小）   講師：松島伸浩氏（花まるグループＦＣ代表） 

「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」 

２ブロック（10/11松沢小）  講師：立川志の彦氏（落語家） 

「頭の中のスクリーン（＝イメージ）を豊かに…」 

３ブロック（10/17駒繋小）  講師：沼田晶弘氏（東京学芸大学附属世田谷小学校教諭） 

「大人が学んで欲しいと思うことに子どもが必ず興味を示すとは限らない」 

「大人はどうしても教えようとしてしまう」、「大人には経験があるから…、正解を知っているから…」 

４ブロック（9/28笹原小）   講師：菊池省三氏（元小学校教諭） 

「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」 

５ブロック（11/26武蔵丘）  講師：副島賢和氏（昭和大学大学院准教授） 

「親の心得４か条」 ①赤子には肌を離すな ②幼児には手を離すな ③子どもには目を離すな ④若者には心を離すな 

６ブロック（10/12山野小）  講師：佐谷 恭氏（㈱旅と平和代表取締役） 

「経験と知恵は減らない、右肩あがり…」 

７ブロック（11/20桜町小）  ８校によるパネル展示「研修フェア」 

各単Ｐ研修会のパネル展示にプラスして８回のプレゼンテーション最高でした。 

８ブロック（11/29八幡小）  講師：黒川伊保子氏（人工知能研究者・脳科学コメンテーター） 

「母の表情が子の人生を決める」、「妻の表情が夫の人生を決める」、「上司の表情が部下の能力を決める」 
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◆「ＰＴＡの広場」第１０３号について  

１２月１４日（金）に６１校へ発送しました。各校にて年内配付のご協力をお願いします。 

 

【 生涯学習部 】 

◆第３２回 世小Ｐバレーボール大会 

１２月１日（土）に、バレーボール本大会が開催されました。始球式では、校長会 会長 、そして教育委員会事務局 生

涯学習・地域学校連携課 課長にご協力いただきました。校長会、教育委員会事務局、世小Ｐの皆さまご協力ありがと

うございました。 

優勝は桜小学校（４ブロック）、準優勝は用賀小学校（７ブロック）、３位は弦巻小学校（３ブロック）・芦花小学校（５ブロッ

ク）でした。 

新旧世話人校・新旧実行委員校・ブロック優勝校にお集まりいただき、２０１９年１月２４日（木）教育センターにて｢反省

及び引き継ぎ会｣を行います。 

 

◆世小Ｐ合同研修会 

２０１９年２月１４日（木）に開催される世小Ｐ合同研修会のポスターを作成し、各校へ配布しました。校内への掲示のご

協力、ありがとうございました。 

参加申込書は１月７日（月）に６１校へ発送します。各校で出欠の取りまとめをお願いします。 

 

 

【 地域環境部 】 

◆地域環境連絡協議会 

４警察署管内の協議会が無事終了いたしました。みなさまご協力いただき本当にありがとうございました。 

報告書は現在作成中です。１月中に６１校へ発送予定です。 

全会員への印刷・配布での周知のご協力をよろしくお願いします。 

次回は、第４回担当者会を２０１９年１月２１日（月）教育センターにて行います。 

 

 

【 会 計 】 

◆ブロック活動費の精算について 

１月末日締めで決算報告書を作成のうえ、２０１９年２月１２日（火）第８回常任理事会にて残金と一緒にご提出ください。

２０１９年５月までの予定活動費を含めた決算報告書の作成をお願いします。 

詳細については、４月１６日に行われた新旧ブロック研修懇談会で配布しました「世小Ｐブロック活動費決算報告につ

いて」および「世小Ｐ活動ガイドライン（３．ブロック活動費について）」をご覧ください。 

 

 

各ブロックより、秋の行事、研修会、学校の様子などをご報告いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

常任理事校より 
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【 外部団体とのつながり 】 

 第５回世田谷区子ども・青少年協議会 １２月 ７日（金）   出席  

 第２回世田谷区いじめ防止等対策連絡会 １２月１３日（木）  出席  

 都小Ｐ「ＰＴＡのひろば２０１８ みんなで語ろうＰＴＡ活動」 １２月１５日（土）   出席  

 第２回学校給食調理業務民間委託選定委員会 １２月２０日（木）  出席  

 「社会を明るくする運動」世田谷区推進委員会 １２月２５日（火）  出席  

 

【 教育委員会事務局 】  

◆単Ｐ研修会・ブロック研修会の完了報告書について 

研修実施後に完了報告書をご提出いただき、残金がある場合は区役所へご持参くださいますようお願いいたします。

全ての報告書、残金が集まってから精算手続きとなります。 

また、講師の確定申告に必要な支払調書を作成するため、平成３０年末までに支払った謝礼の領収書は、平成３１年 

１月１０日（木）までにお送りください。 

 

◆家庭教育学級の会計事務について 

閉級後、「実施報告書兼完了届」と「精算書」のご提出をお願いいたします。また、単Ｐ研修会・ブロック研修会同様、 

講師の確定申告に必要な支払額調書を作成するため、平成３０年末までに支払った謝礼の領収書は、平成３１年１月 

１０（木）までにお送りください。 

 

以 上 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

その他 

《今後の日程》 

★第７回 常任理事会・研修企画委員会 
      １月１５日（火）   ９時３０分～１２時   教育センター 「ぎんが」 


