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平成３０年６月8日 

各 校 理 事   

関 係 各 位 

世田谷区立小学校ＰＴＡ連合協議会 

会 長 

 

平成３０年度 定期総会 報告書 

 

 

日 時 ： 平成３０年５月１７日（木）１０：００～１１：３０ 

 場 所 ： 世田谷区民会館 ホール 

 

１．開 会 

 

２．会長挨拶  ＜２９年度 会長＞ 

本日はお忙しい中、平成30年度「定期総会」にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。日

頃より世小 P活動にご理解、ご協力をたまわり心より感謝いたしております。そのお陰により、本日平成

29年度の世小Pの活動報告をさせていただけるものと思っております。改めて感謝申し上げます。 

今年度より、62校から61校の単Pとなりました。閉校式、落成式等の貴重な歴史の一頁である式典に

参列させていただき、変わりゆく環境を前にする子どもたちや保護者の皆さまの様子を拝見いたしまし

た。未だに複雑なお気持ちをお持ちの方はいらっしゃることと思いますが、子どもたちが、今まで以上に

楽しく、幸せな学校生活を送れるようお祈りしております。 

さて、世小 Pは、校長会、教育委員会、東京都 PTA協議会等の皆さまのご理解、ご協力のもと、活動

ができております。常任理事会では、常任校の校長先生をはじめとする会長、副会長の皆さまと一体とな

って運営ができたと感じております。たくさんのご意見を頂戴して会議が進められましたことは、わたく

しにとって一番の幸せであり、本当に感謝しております。また、各校の校長先生をはじめとする先生方や

教育委員会の皆さまのご尽力を間近に見ることができたのは、何より貴重な経験となりました。教育条件

整備要望書についても、教育委員会の皆さまのご尽力のもと、子どもたちのために、いくつもの要望を一

つひとつ回答して、実施へと進めてくださっていることにも、大変感謝いたしております。 

PTAについても、様々な物議が醸される昨今ですが、できないことを悩むより、できる方法を見出だし

ていく、このことが、私の中で一番強く感じていることでもあります。お仕事や介護等をしながら、役員

を請け負った場合、どのようにバランスをとって従事していけるようにするか。各学校でも同様かと思い

ますが、今後の世小Pもこのことに尽きると、１年間頭を巡らせる毎日でした。勿論、作業の簡素化や連

絡手段の利便性を考慮していくのは、やむを得ません。しかし、やはり人と人との交流がなければ人間関

係が希薄になり、よい結果を生むかは疑問です。 

私事ですが、ある日娘が公園でお友達と遊んでいる最中に雨が降ってきました。この時、一人のお友達

のお母様が、わたくしが普段忙しくしているから、きっと留守であろうと、娘の分も傘を持って来てくだ
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さいました。これは、日常の小さなエピソードではありますが、大変助かりましたし、また同時にとても

暖かい気持ちになりました。 

子育ては、決して一人ではできることではなく、地域や周囲の方々と協力しあい、助け合い、支えあっ

て育てていくものであり、運命共同体なのだと痛感いたしております。 

私は、自校、世小Pを通して PTAに携わり、多くの方々と出会い、暖かい気持ちをいただけたこと

に、本当に感謝いたしております。皆さま、１年間本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

３．来賓挨拶 

教育委員会挨拶                     ＜世田谷区教育委員会 教育委員＞ 

みなさま、おはようございます。ただ今、ご紹介いただきました教育委員の宮田春美でございます。 

平成３０年度 世田谷区立小学校ＰＴＡ連合協議会「定期総会」の開催を心よりお喜び申しあげます。 

世小Ｐ相賀会長はじめ役員のみなさま、会員のみなさまには、日頃より子どもたちの教育環境の充実にご

尽力いただいておりますことを、心より感謝いたします。また、区、教育委員会の事業にご理解、ご協力を

いただいておりますこと、この場をお借りしまして、厚く御礼申しあげます。 

さて、今年度は、「第２次世田谷区教育ビジョン」の「第２期行動計画」初年度となります。「第２期行動

計画」では、２０２１年度までの４年間に取り組む「１０」のリーディング事業を設定しました。その中に

は、学校支援地域本部の実施校拡大などを目指した「地域の教育力をいかした学校の支援」や、「家庭教育へ

の支援と幼児教育の充実」などがあり、一層取り組みを進めてまいります。 

私は、これらの教育ビジョンの取り組みは、家庭、学校、地域が、子どもたちにとって大切だと思うこと

を、それぞれの力を認め合って、ひとつずつ着実に、協働しあうことから、実現されるものであると思いま

す。 

これはまさに、世小Ｐがここ数年続けられている活動テーマ、「思いやりの心 ♡ 支えあう力」 が基本

となり、このテーマに通じると思います。 

本日の総会より、新役員のみなさまとともに、世小Ｐは新体制でスタートされることと思いますが、教育

委員会といたしましても、みなさまの信頼と期待に応える世田谷区の教育の推進に向けて全力で取り組んで

まいりますので、今後ともご理解、ご協力いただきますよう、よろしくお願い申しあげます。 

最後になりますが、世田谷区立小学校ＰＴＡ連合協議会のますますのご発展と、みなさまのご健勝をお祈

り申しあげ、挨拶とさせていただきます。 

２９年度のみなさま、大変お疲れ様でした。 

３０年度のみなさま、１年間どうぞよろしくお願いいたします。 
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校長会挨拶               ＜世田谷区立小学校長会 ３０年度会長 笹原小学校 校長＞ 

平成30年度世小P定期総会の開催、誠におめでとうございます。会長をはじめ、世小Pの役員の皆さま、

各ご担当の皆さま、各常任理事校の皆さま、統合された北沢小学校を含めた 61校各校の PTAの皆さま、

1年間本当にお疲れ様でした。そして、ありがとうございました。先ほどの会長の言葉には、会長としての

思いがたっぷりこもっていて感動しました。 

また、4月19日に開かれた第2回理事会から本日の総会への準備など、大変だったことと思います。そ

して、いつもながら、世小 P、そしてブロックや各校の PTA活動が、本当に細部にわたり計画的に進めら

れていること、そして役員や担当の皆さまのきめ細かな配慮や取り組みの姿勢には、いつも感心させられる

ことばかりです。 

さて、平成30年度がスタートして 1ヶ月半になります。各校も新しい体制での PTA活動が始まってい

ることと思います。小学校は2020年に全面実施となる新学習指導要領へ向け、今年度から 2年間の移行

措置期間に入り、また、英語教育の充実、特別の教科 道徳の全面実施、特別活動や総合的な学習の時間の

新学習指導要領の趣旨に基づいた学習活動が始まりました。 

学校も時代の変化や世の中からの様々な要請により変わってきています。また、PTA活動のあり方や考え

方も時代とともに変化を見せています。共働きの世帯も増え、学校や PTA活動にかかわれる時間も以前の

ように確保することが難しくなり、PTA活動の精選や見直しを進めていることと思います。よく、「できる

時に」「できることを」という言葉を聞きます。私も、PTA活動はそのような考え方で、それぞれの立場を

理解し合い、しかし、みんなで力を合わせて進めていくということでよいと思っています。 

反面、これからの時代の子育ては、学校・家庭・地域が連携・協力して行っていくことが望まれています。

学校・家庭・地域がそれぞれの役割に責任をもつとともに、互いに連携・協働しながら、時には補い合い、

助け合い、共に未来を担う子どもたちの育成を目指していくことが重要な時代になっています。世田谷区は

全ての学校が地域運営学校になり、保護者や地域が学校運営に参加・参画し、子どもたちの育成や教育活動

の充実を共に進める環境が整っています。また、学校支援地域本部の仕組みも広がり、学校を支えるボラン

ティア組織も充実してきています。 

そこに関わっている方々は、みなさん「学校のために役に立ちたい」「地域のために役に立ちたい」と、自

分ができることを、みんなと楽しくやっていきたいと思ってやっています。 

また、お父さん方の会であるおやじの会も、勧誘しなくても入会する方も増えていると聞いています。お

やじとして、父親として、学校のために役に立ちたい、地域の一員として役に立ちたいと、仲間とともに、

自分ができることを自分のできる範囲で楽しく活動しています。 

PTA活動も同じだと思います。私も、3年前、校長会副会長として世小Pを担当させていただき、世小 P

のみなさんと、様々な取り組みや活動で関わらせていただく機会がありました。きっと忙しい中でも、多く

の仕事や役割を分担しながら、明るく楽しく自分のできることを自分のできる範囲で一生懸命されていまし

た。 

本日、会場にお越しの皆さまも、自分の学校の PTA活動を、仲間とともに楽しくやってこられた方々、ま

た、これからやっていきたいと考えている方々だと思います。無理せず、まずは子どものため、そして学校

のため、地域のために、自分ができる範囲で関わっていくことで、関わる楽しさを感じていけると思います。 

ぜひ、PTA活動で、笑顔を大切にし、みなさん一人ひとりが輝いてほしいと願っています。 

今年度の校長会テーマは、「未来を見据え 学び合い高め合い 連携・協働する校長会」です。世小Pそし

て各校 PTAの皆さまと、様々な活動を通して、学び合い高め合い、連携・協働し、共に前進していきたい

と考えています。 

今年度も、学校と各校PTA、世小Pと校長会、そして教育委員会が力を合わせ連携・協働し、「地域とと

もに子どもを育てる教育」の具現化を目指し、未来を担う世田谷区の子どもたちをともに育てて行きましょ

う。どうぞよろしくお願いいたします。 
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４．来賓紹介 

 

世田谷区教育委員会 教育委員   

世田谷区教育委員会事務

局               

 

教育次長 

 

 

 教育政策部長   

 生涯学習部長   

30年度  

世田谷区立小学校長会 

 

会長  笹原小学校 校長   

 副会長 深沢小学校 校長   

    

東京都小学校ＰＴＡ協議会 副会長 

27年度世小P会長・28年度 顧問 

 

 

東京都小学校PTA協議会 推薦理事 

29年度会計監査役 烏山小学校29年度PTA会長 

28年度世小P会長・29年度 顧問 

 

 

世田谷区教育委員会事務局 教育総務課長   

 学務課長   

 幼児教育・保育推進担当課長    

 学校健康推進課長   

 教育環境課長   

 学校職員課長   

 副参事 学校経営推進担当   

 副参事 第2次教育ビジョン推進担当   

 教育相談・特別支援教育課長   

 新教育センター整備担当課長   

 生涯学習・地域学校連携課長   

30年度 会計監査役 烏山小学校 校長   

 烏山小学校 ３０年度ＰＴＡ会長    

世田谷区立中学校PTA連合協議会 ３０年度 会長   

 

 

 

 

 

５．議長団選出 

 

2９年度 第２ブロック常任理事校 代田小学校 校長   

 代田小学校 ＰＴＡ会長   
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６．議 事 

（１）平成２９年度 事業および活動報告 

    総務広報部  【 資料番号１－①、④ 】  ＜2９年度 総務広報部長＞ 

最初に、現在、東京都小学校ＰＴＡ協議会において副会長２名、世田谷区推薦理事１名、理事１名、

委員６名が活動されています。活動報告に関しては、都小Pホームページをご覧ください。また、２９

年度総務広報部の主な活動につきましては資料１－①、④をご覧ください。 

広報紙「PTAの広場」編集担当校の皆さま、１年間お疲れ様でした。ありがとうございました。 

４月２０日、昨年９月に提出した平成３０年度教育条件整備要望書への回答の会がありました。回答

書は４月下旬に各校理事の皆さまへ、会長１部・校長１部として送付いたしました。来年度の教育条件

整備要望書へご活用ください。よろしくお願いいたします。 

 

 

 生涯学習部  【 資料番号 １－⑤ 】              ＜2９年度 生涯学習部長＞ 

◆世小P研修会 

研修企画委員会で話し合いを重ね、平成２９年度は、合同研修会として、平成３０年２月１５日（木）、

こちら、区民会館ホールにて開催いたしました。当日はホワイエにて、各ブロック研修会の様子と、生

涯学習部の事業である「PTAスポーツ大会」「コーラスフェスタ２０１７」「世小Pバレーボール大会」

の様子をパネル展示いたしました。講師に、ピアニスト辻井伸行さんのお母様である辻井いつ子氏をお

迎えし、講演会を行いました。今年度は９６５名と多くの方にご参加いただきました。ありがとうござ

いました。 

同研修会の詳細および平成２９年度実施の単P研修会・ブロック研修会の詳細は「平成２９年度世田

谷区立小学校PTA研修会記録」にまとめております。今後の研修会活動にぜひお役立てください。 

   ◆みんなで学ぶ PTA 

今年度も４日間の日程で無事に終了いたしました。 

単P研修分科会をこちらの世田谷区民会館で行い、事例発表は松原小学校・明正小学校の皆さまにご

協力をいただきました。当日のアンケートでは事例発表はとても参考になったとたくさんの声をいただ

きました。 

また、各分科会では常任理事校をはじめとする多くの学校よりお手伝いをいただきました。準備から

当日に至るまでご協力いただきました皆さま、本当にありがとうございました。 

なお、報告書は５月末日に各校へ発送予定となっております。 

   ◆第３１回 世小Pバレーボール大会 

実行委員校の第３ブロック三軒茶屋小学校バレーボール部の皆さんが中心となり運営していただきま

した。 

１回戦から白熱した試合が行われ、激戦の結果、今年度も第４ブロックの桜小学校が優勝されました。

優勝した桜小学校は「都小Pふれあいバレーボール全都大会」に出場し優勝。連覇という素晴らしい結

果を納めました。おめでとうございます。 

    

   ◆第１６回 世田谷区小学校PTAスポーツ大会 

実行委員が中心となり、６月３日（土）、１０日（土）の２日間、世田谷区立小学校PTAによるソフ

トボール大会が二子玉川緑地運動場で開催されました。参加校４１校のお父さんたちの熱気と歓喜にあ

ふれた大会となりました。優勝は桜町小学校の皆さまでした。おめでとうございます。 
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    ◆世田谷PTAコーラスフェスタ２０１７ 

実行委員会が中心となり、１０月９日（祝）世田谷区民会館にて開催されました。 

保護者や先生、子どもたちも参加し、日ごろの練習の成果を素敵な衣装とともに発表してくださいま

した。とても聞きごたえ、見ごたえのある素晴らしいコーラスフェスタとなりました。 

 

なお、バレーボール大会、スポーツ大会、コーラスフェスタの詳細については、世小 Pホームページ

に掲載しております。ぜひご覧ください。 

一年間、皆さまにご協力を賜りながら活動を進めてまいりました。本当にありがとうございました。 

 

 

  地域環境部  【 資料番号 １－⑥ 】 ＜２９年度 地域環境部長＞ 

    ◆地域環境連絡協議会 

地域環境連絡協議会の活動は、平成 2９年度担当校、世田谷警察署管内：桜丘小学校、北沢警察署

管内：山崎小学校、玉川警察署管内：中町小学校、成城警察署管内：喜多見小学校の4校に企画・運

営をしていただきました。詳細は資料番号１―⑥をご参照ください。担当校の皆さま、一年間ご尽力

いただき本当にありがとうございました。 

平成３０年度担当校は、多聞小学校、池之上小学校、深沢小学校、千歳小学校です。よろしくお願

いいたします。担当校の当番表は、資料番号６をご覧ください。 

地域環境連絡協議会担当者会を5月1１日（木）・7月1０日（月）・10月５日（木）・1月２３

日（火）の4回行いました。 

新旧引き継ぎ会を4月17日（火）に行いました。 

春の情報交換会、秋の連絡協議会の報告書を作成し、全校に配付いたしました。 

また、4月に世田谷・北沢・玉川・成城の各警察署へご挨拶に伺いました。 

 

    ◆青少年問題懇談会 

７月７日（金）警視庁世田谷少年センター会議室にて開催いたしました。 

世田谷区立小学校保護者１０８名にご参加いただきました。ありがとうございました。 

報告書を作成し、全校へ配付しました。 

     

    ◆みんなで学ぶPTA 校外分科会 

５月2日（水）世田谷区民会館ホールにて開催しました。平成２９年度地域環境連絡協議会担当校

の皆さまには活動の発表をしていただきました。ご協力ありがとうございました。そしてご参加い

ただいた皆さまありがとうございました。 

 

    ◆「こどもをまもろう１１０番プレート」 

プレート・ステッカー・自転車用パトロールプレートの推進をはかり、申し込みのあった各校へ配

付しました。 

 

      1年間、子どもたちの安心と安全のためにご協力いただき、本当にありがとうございました。 
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（２）平成２９年度 決算報告【 資料番号 ２－ ① 】 ＜２９年度 会計＞ 

       会計の活動報告につきましては、資料番号１－①をご覧ください。 

決算報告については資料番号２－①をご覧ください。３月１６日に会計監査を受けました。  

 収入の部  

        ◯都小Ｐ助成金は、平成 2８年度分で、6８万７千円。 

        ◯世小Ｐ会費は、会員数を平成２９年４月末時点の３万５３１名とし、２４４万２千４８０円。 

        ◯預かり金７０万７千円は、平成３０年度都小Ｐ助成金です。 

        平成 2９年度申請分が、平成３０年1月に入金され、平成３０年度の活動資金となります。 

        以上、収入合計 6６６万１千４１８円。 

 支出の部  

        ◯１．世小Ｐ研修会費   

合同研修会1回の開催で、資料の印刷代や講師代、関連費用と合わせて、３８万３千７０２

円。 

        ◯２．地域環境活動費   

活動費の他に、地域環境連絡協議会の各４校の活動費4万円、残金は返金とし、 

合計２２万９千３８６円。 

        ◯３．ブロック活動費 

各ブロック常任理事校の活動費6万円、残金は返金とし、合計 4４万７千２３３円。 

資料番号２－②、平成2９年度ブロック活動費使途の合計金額４７万８千９４６円との差額が

生じておりますが、ブロック活動費使途の方は単Pからの補填分も含まれているための差額と

なります。例年このような記載方法で参りましたが、来年度以降はブロック活動費使途の方も

単Pからの補填は含まない形での記載に変更いたします。 

        ◯４．バレーボール大会費 

本大会と各ブロック大会の審判謝礼・ボール代など、合計１６万９千９５３円。 

        ◯１６．予備費 

都小Ｐふれあいバレーボール大会参加交通費の補助で2万円。 

        ◯１８．ホームページ費 

ホームページ更新費用、セキュリティ関連費用、16万7千43５円。 

        ◯繰越金 

次年度活動準備金1２２万２千４８３円には、平成 2９年度世小 P役員の平成３０年度定期総

会までの活動費が含まれています。 

          預かり金７０万７千円は、平成３０年度都小Ｐ助成金です。 

        以上、支出合計 6６６万１千４１８円。 

        世田谷区からの研修共催金・事業委託金・世小P積立金は、資料をご参照ください。 

  

 

 （３）平成２９年度 会計監査報告   

会計監査役 烏山小学校 校長 坂本 正彦先生、PTA会長 鈴木 奈保子様より報告。 

平成２９年度期間中の会計を監査した結果、適正かつ正確であることを報告します。 
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平成２９年度事業および活動報告・決算報告・会計監査報告 →  承 認  

（４）平成３０年度 役員候補者紹介                  ＜平成３０年度 校長会長＞  

資料番号５－①「平成３０年度 世小Ｐ役員候補者氏名一覧」を参照。  

 平成３０年度役員候補者選考委員会報告および役員候補者 →  承 認  

 

 

 

 

 

７．新会長挨拶                              ＜３０年度 会長＞ 

本日はお忙しい中、平成３０年度世小P定期総会にご出席いただきまして、誠にありがとうございま

す。先ほどご承認いただきました１１人の皆さまと、新たに出発いたします。どうぞよろしくお願いいた

します。 

PTA活動に関わりはじめて、４年が経ちます。最初は校外委員長に手をあげました。早めに役員を一度

やっておくと、その後は免除になるという不純な動機からでした。その年、自校は８０周年でした。周年

委員会の役員の皆さんの熱意をそばで見ていて、子どもたち、学校、地域のために活動することの意義を

教わりました。 

翌年、会長を引き受けました。それは、たまたま自校が地域環境連絡協議会担当校に当たった年でし

た。私が注目したのは、スタントマンの人たちが車に跳ね飛ばされたりしながら、交通事故のおそろしさ

を伝える「スケアード・ストレート」。YouTubeやニュースなどで見て、知っていました。これは本

来、４年生以上を対象にしたものですが、低学年の児童にこそ、見せるべきだと提案しました。小さい子

どもには、ショックを与えるという反対意見が、先生方や保護者から出ましたが、どうしても無理そうな

お子さまは参加しないなどの配慮をする提案をし、この過程の中で会長として自分の意志や考え方を理解

してもらい、実現することのやりがいと重みを感じました。 

翌年には会長を続けながら、「PTA見直し委員会」を立ち上げました。将来に渡って、持続可能な、

PTAのあり方を検討するための活動です。今も、みんなで知恵を出し合って考えています。 

テレビドラマでもPTA活動や教育現場の行き詰まりをテーマにしたものが増えています。戦後長く続い

た PTAが、曲がり角にきていることを多くの人が感じているのだと思います。PTA活動は、そもそもボ

ランティアです。自分の子どもだけがよければいい、というエゴイズムや、とにかく手間を省きたい、と

いう効率主義とは、異なる考え方に基づいています。ただ、それがゆえの困難や、時代との隔たりに直面

しているとも言えます。 

 縁あって、世小Pの会長に抜擢していただきましたので、皆さまと一緒に子どもたちにとって、何が最善

かということを、なかなかこれが正解という処方箋はないとは思いますが、考えていければと思っています。 
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８．議 事 

（１）平成３０年度事業計画 【 資料番号 ３ 】 ＜３０年度 副会長＞ 

  本年度も、総務広報部、地域環境部、生涯学習部とも、例年通りの事業内容を計画しております。 

  ◆総務広報部 

世田谷区立小学校全体の要望をまとめた平成３１年度教育条件整備要望書を 9 月に提出いたしま

す。また各ブロック選出の編集委員による広報紙「ＰＴＡの広場」を年３回発行する予定です。 

  ◆地域環境部 

世田谷区内 4つの警察署及び各署内の担当校と協働して、春に情報交換会、秋に地域環境連絡協議

会を開催いたします。 

  ◆生涯学習部 

研修企画委員会を立ち上げ、世小P合同研修会を企画、本年度は来年 平成３１年2月１４日（木）、

ここ世田谷区民会館ホールで行う予定です。その他「ＰＴＡスポーツ大会」「ＰＴＡコーラスフェス

タ」「世小Ｐバレーボール大会」、来年春に「みんなで学ぶＰＴＡ 」の開催を計画しております。 

  本年度も１年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

（２）平成３０年度予算案 【 資料番号 ４ 】     ＜３０年度 会計＞ 

 収入の部  

       ◯繰越金 1２２万２千４８３円には、平成2９年度世小 P役員の平成３０年度定期総会までの活動

費が含まれます。 

       ◯世小P会費は、会員数を平成2９年度と同数とみなし、２４４万２千４８０円計上となります。 

 ◯都小 P助成金は、平成2９年度に申請した分が平成３０年度の活動資金となり、７０万７千円。 

       ◯世田谷区補助金は、150万円を計上しています。 

       ◯預かり金 ７０万７千円は、平成３０年度に申請した場合、平成３１年度の活動資金となります。 

       以上、予算収入合計、657万８千９６３円。 

 

 

      支出の部  

通常予算および平成２９年度実績に基づいて計上しています。 

 ◯１．世小 P研修会費は、平成３０年度の研修会がどのような形でも行えるよう、５万円増額計上し

た平成２９年度と同額で計上しています。 

◯２．地域環境活動費は、総額は昨年度と同額計上ですが、例年、地域環境連絡協議会担当校が単 P

の予算から補填して活動していることから、担当校１校につき１万円増額してお渡しします。 

       ◯４．バレーボール大会費は、平成２９年度と同額で計上。 

◯５．会報発行費は、ここ数年の児童数の増加を考慮し、１０万円の増額計上。 

       ◯６．所属団体活動費は、児童数を平成2９年度と同数とみなし、７０万7千８４0円の計上。 

       ◯７．他団体参加協力費は、昨年度と同額、例年夏に行われる日本ＰＴＡ全国研究大会参加を見込 

   み計上。 

◯１０．周年記念事業費は、平成２４年度より積立金としています。 
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◯１１．消耗品費、１２．通信費、１３．備品費、１４．交通費は昨年度と同額計上。 

◯１５．渉外費は、周年行事の数に合わせて、１万円の増額計上。 

◯１８．ホームページ費は、同額計上。 

       ◯１９．システム開発費は、エントリーシステムなど、システムにかかる費用・改定に関する費用  

       のための積立金としています。 

       ◯余剰金、次年度活動準備金は２４万９千１２３円、預かり金は７０万７千円。 

       以上、予算支出合計は、６５７万８千９６３円。 

 

     平成３０年度 事業計画案・予算案 →  承 認  
 

 

 

（３）平成３０年度 常任理事、広報紙および地域環境連絡協議会担当者 紹介  

                                  【 資料番号 5－② 】 

 

 

（４）平成３０年度 会計監査校 紹介 【 資料番号 5－② 】 

 

 

９．議長団解散 

 

 

１０．都小 Pからのお知らせ              ＜東京都小学校ＰＴＡ協議会 副会長＞ 

皆さまこんにちは。ただいまご紹介をいただきました、東京都小学校PTA協議会副会長でございます。ど

うぞよろしくお願いします。 

本日は世小 Pの平成３０年度総会の開催、誠におめでとうございます。代々続いているものだなと、毎年

感慨を新たにしております。今年の会長も、貫禄のある非常に素晴らしい方とお見受けいたしました。どう

ぞ良い船出を心よりお祈り申しあげます。 

さて「都小 P」という団体ですが、名前を聞いたことのない方もいらっしゃいますでしょうか。「東京都小

学校 PTA協議会」と申しまして、東京都の小学校のために頑張って活動している団体でございます。世小

Pとは、非常に友好的な関係を長年にわたり築いてまいりました。私も世田谷区出身でございまして、数々

の施策をお届けしているところでございます。 

私どもの事業の中から、表彰事業とスポーツ事業について、トピックスをお知らせ申しあげます。 

まずは日本 PTA会長賞の表彰で、駒沢小学校が見事受賞されました。おめでとうございます。 

都小Pふれあいバレーボール大会では、桜小学校が連覇をされました。おめでとうございます。 

そして広報紙コンクールです。桜小学校の「さくら通信」が佳作を受賞されました。千歳小学校「けやき」、

松丘小学校「まつがおか」が奨励賞を受賞されました。世田谷区立小学校PTA連合協議会の「せたがや PTA

の広場」が P連広報紙奨励賞を受賞されました。皆さまおめでとうございます。 

今年も都小 Pとして、東京都そして世田谷の小学校を応援してまいります。頼りがいのある都小Pを目指

して頑張ってまいりますので、１年間どうぞよろしくお願いします。本日はおめでとうございます。 
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１１．2９年度 世小Ｐ活動を支えてくださいました皆さま 

平成２９年度 校長会副会長 世小Ｐ担当 

平成２９年度 会計監査役 

平成２９年度 常任理事校 常任理事 

平成２９年度 広報紙「ＰＴＡの広場」編集担当校および担当者 

平成２９年度 地域環境連絡協議会担当校および担当者 

平成２９年度 教育委員会事務局 世小Ｐ担当 

平成２９年度 世小Ｐ役員              

皆さま、１年間ありがとうございました。 

 

 

 

１２．終わりのことば ＜３０年度校長会副会長・世小Ｐ担当 深沢小学校 校長＞ 

総会を終了して、３０年度の世小 Pが今、始まりました。本当におめでとうございます。 

２９年度の役員、常任理事校の皆さま、ありがとうございました。色々あったと思いますが、本当にお疲

れ様でした。そして３０年度の役員、常任理事校の皆さま、１年間どうぞよろしくお願いします。 

私も縁ありまして、昨年度常任理事校として毎月１回会議に出席しました。最後の会の時に、各ブロック

担当の皆さんが一言ずつスピーチをしてくださいました。多くの皆さんが、「はじめは○○だったけど・・・

今はやってよかったと思っています。」という話を次々とされていました。私はそれを聞いて、引き受けたか

らには前向きにやっていこう、という気持ちでやってこられたのだなと思いました。 

私もまた縁がありまして、世小P担当校長となりました。昨年度の皆さんを見習って、何事も前向きに捉

えて元気で明るく、微力ながら担当校長として世小Pの皆さんのお役に立ちたいと思っています。どうぞ１

年間よろしくお願いします。 

これをもちまして、閉会の言葉とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

 

 

１３．閉 会  

 

                               以 上 


