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日時：令和元年６月 7 日（金）  １０時～１２時 

場所：キャロットタワー ワークショップ A 
 

        令和元年６月２７日発行／世田谷区立小学校 PTA 連合協議会 会長 

 

 

             

   

 

【  会次第 】 
会長挨拶 

校長会挨拶 

教育委員会事務局挨拶 

自己紹介 

議事  １．令和元年度 世小 Pテーマについて 

２．常任理事代理出席について 

３．研修企画委員会の立ち上げについて 

４．第 33回世小 Pバレーボール大会実施要領（案）について 

５．世小 P顧問について 

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１回 常任理事会報告 

-出席者- 

◆常任理事 

１Ｂ（三宿小）校長・会長・副会長 ２Ｂ（赤堤小）  校長・会長 

３Ｂ（松丘小）校長・会長     ４Ｂ（船橋小） 校長・会長 

５Ｂ（八幡山小）校長・会長     ６Ｂ（砧南小）  校長 

７Ｂ（二子玉川小）校長・会長    ８Ｂ（東玉川小）  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・社会教育係主任・社会教育係主任・ 

社会教育指導員・教育指導員・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 
 

皆様お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。令和元年度はじめての常任理事会となります。 

６月２日に世小Ｐソフトボール大会が開催され、あいさつに行ってまいりました。お父さんたちが本当に楽しそ

うに参加しており、運営も積極的に自分達でしっかりと行っていました。このような楽しんでの横のつながりが

世小Ｐとしての活動の基本かもしれない。そのような思いを感じました。本年の世小Ｐとしての活動もまず私を

含む皆様が楽しんでやることを第一として、ちょっと大変なこともあるかもしれませんが、年度が終わったとき

にやってよかったなと思えるような１年にしたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。  

 

校長会挨拶                      世小 P担当副会長 校長 
 

本日は、第１回常任理事会ということで、いよいよ本格的に今年度の世小Ｐの活動が始まるといったところで

しょうか。各校の校長先生、ＰＴＡ会長様、担当の役員の皆様、そして教育委員会の皆様、１年間よろしくお願

いいたします。 

さて、春に運動会を予定していた小学校はすべて終えることができました。熱中症等の対応では、各校で配慮

し、工夫をしていました。児童の応援席に日よけになるテントやシートを設置したり、涼しくなるようにミスト

を設置したりする学校もありました。それぞれの学校で、実態に合わせて工夫をしていました。特に気温が高く

なった日の運動会は、プログラム 

を変更したり、休憩時間を設けて、クーラーをきかせた教室で児童を休ませたりしていました。 

ＰＴＡ競技を取りやめた学校も多かったようです。ＰＴＡの皆様のご理解とご協力があって実施できた運動会

だったと実感しております。各校の工夫を校長会でも共有して今後につなげていこうと話しているところです。 

この世小Ｐ常任理事会は、まさしく横のつながりをもつ場になります。毎回参加するのが楽しみとなるような

常任理事会にしてまいりましょう。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。今年度第１回の常任理事会なので皆様緊張していますでしょうか。何をお話したら良い

か考えていましたが、やはり昨年同様ＰＴＡ活動の基本となるお話をさせていただくことにします。 

まずは、４月に開催されました「理事会」、ＰＴＡの初任者研修である「みんなで学ぶＰＴＡ」、５月１６日に

開催されました「定期総会」、そして、先日日曜日に開催されました「世田谷区小学校ＰＴＡスポーツ大会」と、

大変お疲れ様でした。３０年度のメンバーから正式にバトンタッチされ、慌しい中で本日を迎えたことと思いま

す。一人で抱え込まず、皆様で助けあって活動していただければと思います。 

さて、本日のお話は四つです。 

一つ目は、私の肩書きである「社会教育主事」の仕事についてです。 

社会教育主事は、教育委員会事務局で働く専門職で、その職務は「生涯学習・社会教育を行うものへの助言」

です。ＰＴＡは代表的な社会教育関係団体ですので、今年度も担当をさせていただきお役に立てればと考えてお

ります。ちなみに、「生涯学習とは一人ひとりが行う自主的・自発的な学習活動」を言い、「社会教育とは学校教

育以外の組織的な教育活動」を言います。 

二つ目は、常任理事の皆様の役割についてです。大きくわけて二つの役割があると思います。 

①常任理事会で話し合われた内容をブロックの単Ｐ会長や役員の皆様に伝える。 

②各ブロックの動きや単Ｐ会長会などで話し合われた内容を常任理事会で報告する。 
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ＰＴＡ活動は、すべての学校で同じ内容で行われていると思われがちですが、実際は一校一校すべて違います。

つまり、世田谷区立の小学校で考えれば、６１通りの活動があるのです。したがって、例えば、この取り組み 

は素晴らしいものだと思ったならば、ぜひその事例をその都度ご報告いただきたいと思っております。その報告

をヒントに、新たなアイディアが生まれるかもしれませんし、課題の解決につながるかもしれません。活発な情

報交換を期待しております。 

三つ目は、常任理事会に参加するメリットについてお話します。 

①世田谷区全体のＰＴＡ活動を把握することができると思います。全体の流れを理解することで、 

自校のＰＴＡ活動にもプラスになる情報が得られるはずです。 

②常任理事校の全校長先生のお話を伺うことができ、自分自身の学びにつながると思います。 

四つ目は、世小Ｐ役員についてです。 

世小Ｐ役員は、なぜかＰＴＡのアスリート軍団、つまりベテランメンバーで何でもわかっている人たちの集ま

りだと思われております。しかし、そんなことはないですよね。会員メンバー皆同じで、今年度の一担当に過ぎ

ません。ですから、わからないことがあって当然ですので、ぜひ皆様で支えあって、一年間、楽しく活動してい

きましょう。 

 

 

１．令和元年度 世小 Pテーマについて 

 

今年度はつながりを大切にしていきたいとの思いから「６１校でつながろう！！～参加したくなる PTAをめざして～」 

を、採用することを提案します。 

令和元年度世小 Pテーマ →  承 認  

 

 

２．常任理事代理出席について 

 

常任理事会は、規約第１７条により各ブロック常任理事校の校長・会長によって構成されますが、仕事などの都合に

より全ての会議に出席できないと予めわかっている常任理事会長について、常任理事校より、代理出席の要望があり

ました。 

【代理出席】 第 1 ブロック →  承 認  

ただし、突発的事由による欠席の場合は、代理を立てなくてよいものとします。また、１０月より発足の役員選考会へ

の出席も、代理出席者が行うものとします。 

 

３．研修企画委員会立ち上げについて 

常任理事、教育委員会事務局、校長会、世小Ｐ役員が委員となり、世小Ｐ研修会を企画運営する委員会と位置づけ、

開催形式・テーマ・内容などについて話し合いながら進めていきます。 

   研修企画委員会発足 →  承 認  
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４．第３３回 世小 Pバレーボール大会実施要領（案）について 

 

本大会は、各校ＰＴＡ相互の親睦と連携を深め、併せて健康の増進を図るため、世田谷区立小学校ＰＴＡ連合協

議会（世小Ｐ）と世田谷区教育委員会の共催で１２月 7日（土）に実施されます。 

   バレーボール実施要領（案） →  承 認  

後日、第３３回世小Ｐバレーボール大会実施要領を６１校へ送付します。 

 

 

５．令和元年度世小 P顧問について 

 

規約第１２条「顧問・参与をおくことができる」により、３０年度世小 P会長を推薦します。 

 

世小Ｐ顧問→  承 認  

これをもって、第１回理事会に提案します。 

 

 

【 総務広報部 】 

◆令和元年度教育条件整備要望に対する回答書   

５月９日（木）に１校につき２部（校長・会長）を６１校に配布いたしました。ホームページでもご覧いただけます。 

◆「ＰＴＡの広場」第１０5号   

７月上旬、６１校へ配布予定です。 

◆世小Ｐ名簿         

平成３０年度常任理事会にて６１校への配布中止を決定いたしました。名簿以外の項目に関しては、世小 P 活

動ガイドラインにてご確認下さい。 

   ◆ホームページの更新    

      迅速に更新していくように努めます。個人情報の流出も十分に注意します。 

◆エントリーシステムについて 
世小Ｐの会議・研修会などへの出席の申込みについて、迅速かつ正確に効率的に作業を行うために、インター

ネットを利用したエントリーシステム（登録管理システム）の導入をし、平成２４年度より本稼働しました。 

令和元年度のマニュアルとパスワード変更につきましては、第１回理事会にて６１校に配布しお知らせします。 

  第１回理事会までは平成３０年度のパスワードをご使用ください。 

   ◆メーリングリストについて 

世小Ｐ役員と常任理事校との連絡が円滑に取れるよう、また情報の共有を目的とし、メーリングリストを作成し活

用します。リストのメンバーは、世小Ｐ総務広報部長・常任理事校会長・会長代理です。なお、個人情報のため、任期

終了後は責任を持って削除します。 

  

活動報告 
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【 生涯学習部 】 

◆みんなで学ぶＰＴＡ 

４月２２日（月）に校外と役員分科会を世田谷区民会館ホールにて、４月２５日（木）は、学級と役員分科会を三茶し

ゃれなあどホールにて、５月８日（水）には学級、役員分科会を成城ホールにて、５月９日（木）に単 Pと広報分科会を

世田谷区民会館ホールにて行いました。  

みんＰは PTA 初心者研修と位置づけ、教育委員会と世小Ｐの共催事業として開催しております。 

今年度は６１校、合計 ８５１名の方にご参加いただきました。  

また、５月３１日（金）に「みんなで学ぶ PTA」の反省会を行い、次年度へ向けて貴重なご意見をいただきました。 

 

◆第１８回世田谷区小学校ＰＴＡスポーツ大会 

６月２日（日） 二子玉川緑地運動場にて第１８回世田谷区小学校 PTAスポーツ大会／ソフトボール大会が行われ

ました。 

今年度も４１校参加の内、２校〜３校ずつ１４ブロックにわけ、リーグ戦を行いました。 

リーグ優勝されました、上北沢、明正、代田、砧、山崎、祖師谷、桜、深沢、池尻、千歳、駒繋、太子堂、武蔵丘、 

山野小学校 １４校で明後日 ６月９日（日）にお天気が心配されますが決勝トーナメントが行われる予定です。 

なお、惜しくもリーグ戦で敗退されましたチームによる親善試合も行われる予定です。 

ご都合のよろしい方は、ぜひ、応援にいらして下さい。 

 

◆第３３回世小 Pバレーボール大会 

       

   世小Ｐ事業の１つで、各ブロック優勝代表校が出場するバレーボール大会です。 

今年度は、１２月７日（土）午前９時３０分～午後５時まで世田谷区立総合運動場体育館にて開催予定です。 

 

◆「世田谷ＰＴＡコーラスフェスタ２０１９」  

１１月４日(月)世田谷区民会館ホールにて開催予定です。 

４月１９日(金)説明会が行われました。６月１８日(火)に第１回実行委員会を行う予定です。 

 

【 地域環境部 】 

◆こどもをまもろう１１０番  プレート・ステッカー・しおり 及び自転車用「ＰＴＡパトロール」プレート 

申請していただいた各校には、５月３１日(金)に交換便で発送しました。 

こちらは、随時申込の受付をしています。まだ申込をしてない学校がありましたら、教育委員会事務局、または地域環

境部までご連絡ください。 

◆春の情報交換会について 

第１回 担当者会 を５月１４日(火)に行いました。 

世田谷区内４警察署管内の担当校が開催する「情報交換会」が順次開催予定です。 

・６月６日(木)  北沢警察署  世田谷小学校 

・６月１９日(水)  玉川警察署  等々力小学校 

・６月２４日(月)  世田谷警察署  桜小学校 

・６月２８日(金)  成城警察署  烏山小学校 

第 2回担当者会を７月１０日(水)に予定しています。 
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◆青少年問題懇談会について 

若林の少年センターで開催される「青少年問題懇談会」ですが、今年度は、施設の改修工事のため、会場の使用が

できません。そのため会場は、北沢タウンホールに変更になります。６月２７日(木)１０時〜１２時まで開催予定です。 

各校の会長・校外委員長宛にご案内を配布しました。 

申込期間は、６月３日〜１７日となっています。交換便・FAXのほか、エントリーシステムでも受付しています。 

 

【 会 計 】 

◆会費納入について 

５月末日までの納入期間でしたが、６月６日までに全校納入済みです。 

名簿の未提出が２校あり、早急に回収予定です。 

 

 

 

 

 

 

【 世小 P歓送迎会 】  

◆６月７日（金） １８時～２０時 レストラン「けやき」 

 

【 外部団体とのつながり 】 

◆平成３０年度教育条件整備要望書  回答の会             ４月２６日（金） 役員  出席 

◆都小Ｐ理事会 ５月１８日（土）   出席 

◆世中Ｐ総会 ５月２３日（木） 出席 

◆世中Ｐ研修会 ５月２３日（木） 出席 

◆都小 P総会 ６月８日（土） 出席 

◆都小 P広報紙コンクール表彰式 ６月８日（土） 出席 

 

 

【 教育委員会事務局 】 

◆ブロック研修会の書類の提出について 

令和元年度ブロック研修会の書類を６月７日の第１回常任理事会で配布いたします。 

ブロック研修会企画書を、７月５日（金）までに生涯学習・地域学校連携課 

世小 P 担当あて交換便で提出してください。全ブロック分の企画書が揃ってから支払いのお手続きとなりますので、期限

内のご提出にご協力をお願いいたします。 

共催負担金は９月１３日（金）第３回常任理事会にてお渡しする予定です。 

また、ブロック研修会に関するすべての支出が完了しましたら、１ヶ月以内に実施報告書を提出してください。 

企画書、実施報告書ともに、消せるボールペン、修正液・修正テープは使用できません。訂正箇所がある場合は二重線

を引き作成者の訂正印を押してください。実施報告書には担当者の印鑑（朱肉を使用するもの）が必要です。 

手続きの詳細につきましては、「ブロック研修会事務手続きの手引き」をご覧いただき、ご不明な点がございましたら担当

までお問い合わせください。 

 

その他 
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◆単 P研修会企画書について 

単 P研修会企画書の提出期限は６月１２日（水）です。７月９日（火）の第 1回理事会にて共催負担金をお渡しする予定

です。６１校すべての企画書が揃ってから支払いのお手続きとなりますので、ご提出よろしくお願いいたします。 

 

◆家庭教育学級の委託契約書類の提出について 

家庭教育学級の委託契約書類の提出期限は６月１４日（金）です。家庭教育学級の事務手続きでは登録していただい

たＰＴＡ会長の印鑑を年間通して使用しますので、登録した印鑑を忘れないようご注意ください。 

 

以上 

 

 

《今後の日程》 

★第２回 常任理事会・研修企画委員会 
           ７月 5日（金）   ９時３０分～１２時     教育センター「おおぐま」 

★第１回 理事会    

           ７月９日（火）   １０時４５分～１１時４５分  北沢タウンホール 


