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日時：令和元年７月５日（金）  ９時 30分～１０時 30分 

場所：教育センター「おおぐま」 
 

               令和元年 9月 4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 

資料確認 

議事  １．第 1回理事会について 

２．エントリーシステムについて 

３．ホームページについて 

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２回 常任理事会報告 

-出席者- 

◆常任理事 

１Ｂ（三宿小）  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）  会長 

７Ｂ（二子玉川小）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・ 

 

◆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。 

前回の常任理事会の日の夕方に歓送迎会が開催され、大勢の方にご参加いただきました。また、ソフトボー

ル大会、春の情報交換会、青少年問題懇談会も無事に終了し、皆様のご協力に御礼申し上げます。 

これからの世小Ｐを考える会（通称「これＰ」）もいよいよ本格的に動き出します。本日も常任理事校 

としての色々な疑問や対処法を共有する時間を設けたく、皆様方には運動会についてご報告を頂戴でき 

ればと思います。それでは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（東深沢小） 
 

おはようございます。梅雨空の日が続いています。皆様、いかがお過ごしでしょうか。活発な梅雨前線の

影響で、九州南部を中心に、大雨による被害が出ています。災害に遭われた皆様に、心よりお見舞い申し上

げます。 

今週はいつもより、ニュースや天気予報を注視する時間が長くなっています。気象庁の予報官の会見の様

子を見ましたが、「大雨特別警報を発表する可能性がある。」「自分の命、大切な人の命を守るために、早め

早めの避難をしてほしい。」と言っていました。別のニュース番組では、最新の情報を手に入れる方法とし

て、気象庁のホームページの見方を丁寧に説明していました。自分で最新の情報を得ることが大切というこ

とでした。 

学校でも、大雨に限らず、地震や台風、熱中症や不審者などいろいろなことに対して、危機意識をもって

対応できるように備えています。そして、言われて動くのではなく、自分で考えて動く子どもを育てていく

大切さを、最近のニュースを見て改めて感じました。 

１学期も残すところ１０日となります。充実した夏休みを過ごしていただければと思います。本日も、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。いつも大変お世話になっております。 

気づけば早いもので再来週には夏休みになっておりますので、本日は、７月～８月に開催される区および

教育委員会事業の紹介も含め、お話させていただきます。 

その前に、先日開催されました世小Ｐ地域環境部主催の「青少年問題懇談会」で、心理の専門職である講

師の江澤さんより次のようなお話がありましたので、ご紹介いたします。 

 

「困った子は、困っている子」 

 

１１文字の言葉ですが、大変奥が深いと感じました。また、この言葉の意味をしっかり受け止めている方

は、子どもに対する接し方が違うだろうとも思いました。みなさまはどのようにこの言葉を捉えますか。少

しだけで結構です。考えていただければ幸いです。 

それでは、事業紹介に移ります。 

１つ目は、先ほど教育総務課からも説明がありました、「世田谷区総合教育会議」と「世田谷教育推進会

議」についてです。平成２７年４月１日から施行された地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改

正に伴い設置した、区長と教育委員会で構成される「総合教育会議」と、教育の諸課題等について学校、家
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庭、地域、教育委員会が協働して取り組むための「教育推進会議」を、時間を分けて７月２５日（木）に世

田谷区民会館ホールにて開催いたします。保坂区長と教育委員全員が揃うこのような機会はそう多くありま

せんので、ご興味のある方は、ぜひご参加ください。 

２つ目は、毎年この時期に配布しております「わくわくサマープラン」です。子どもたちが有意義な夏休

みを過ごせるように、夏休み期間中に開催される事業・イベント等を調査し冊子にまとめたものです。各小

中学校や区内図書館、区民センター、児童館等にはすでに交換便で発送済みです。また、区のホームページ

にも掲載しておりますのでぜひご覧ください。 

３つ目は、平成２９年度より区役所中庭と区民会館、そして若林公園で開催されております「せたがやふ

るさと区民まつり」です。今年は、８月３日（土）、４日（日）の二日間です。会場を移して３年目になり

ますが、例年どおり物産展もありますし、子どもコーナー「スタンプラリー」もありますので、ぜひ遊びに

来てください。 

４つ目は、これも夏休みの最後に毎年開催しております「アドベンチャー in 多摩川 いかだ下り大会」に

ついてです。 

今年は８月２５日（日）に開催いたします。７月７日（日）に三茶しゃれなあどホール「オリオン」にて参

加希望団体に対しての事前説明会が開催されます。どうぞお忘れなくご参加ください。 

５つ目は、後ほど地域環境部長よりお話があると思いますが、「地域環境連絡協議会 春の情報交換会」が、

６月２８日（金）に４署すべて終了しました。今年度の担当校（桜小学校・世田谷小学校・等々力小学校・

烏山小学校）の皆様は、ホッとされていることと思います。大変お疲れ様でした。事前準備や当日運営等で

大変だったことと思いますが、担当してはじめてわかったことや、「地域」の大切さ、あたたかさを感じる

ことが多かったのではないでしょうか。私自身も「校外委員」になってそう感じたのですが、その立場にな

ってはじめて知ることは多いものです。「地域」の存在に気づき、感謝することが確実に多くなるはずです。

「挨拶」から始まる地域コミュニティの更なる発展を目指し、秋に向けて活動をしていただければ幸いです。 

 

１．第 1 回理事会について 

 

７月９日（火）に開催される第１回理事会において、常任理事より議事提案はありませんでした。 

議長団の選出なし →  承 認  

 

２．エントリーシステムについて 

 

第１回理事会で、６１校に令和元年度マニュアルを配布します。また、理事会翌日よりログイン時のパス

ワード変更も行います。今年度より、パスワードを年度にて切り替えをすることになりましたので、今回の   

パスワードは令和元年７月１０日より令和２年３月３１日までのものとなります。 

エントリーシステム →  承 認  

 

３．ホームページについて 

 

ホームページを使いやすく、そしてペーパーレス化を進めるため、リューアルをしたいと考えています。 

今年度の日本 PTA 全国研究大会への出席が無いこともあり、余剰金からの計上をしたいと思います。 

 

  ホームページリニューアル →  承 認  
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（本来、積立金「ホームページ追加準備金（積立金）」より取り崩しするべきものを、余剰金より計上する

ことで承認を得たため、第 3 回常任理事会にて訂正予定） 

 

 
【 総務広報部 】 

◆「令和 2 年度教育条件整備要望書」  

７月 9 日（火）提出締切です。校長先生・ＰＴＡ会長の署名・捺印を忘れずにお願いいたします。 

◆「ＰＴＡの広場」第１０5 号   

7 月 3 日に校了し、７月 12 日(金)区役所に納品予定です。（発行部数 ３３，５３０冊） 

７月第 3週には各校にお届けできる予定です。配布をお願いいたします。 

表紙の写真もＰ広編集担当が撮影しましたので、ぜひご覧ください。 

 

【 生涯学習部 】 

◆第１８回世田谷区小学校ＰＴＡスポーツ大会 

6 月 9 日（日）に第 18 回世田谷区小学校 PTA スポーツ大会 決勝トーナメントが行われました。

お天気が崩れる心配がありましたので、試合時間の短縮等を行い、無事、2日間に渡る大会を終了する

ことができました。2 日間で参加 41校、延べ 884 名の皆様にご参加頂きました。 

優勝されましたのは、代田小学校のみなさまです。おめでとうございます。 

また、6 月 23 日（日）には、実行委員会にて反省会及び、第 19 回大会 実行委員（桜小学校、烏

山北小学校、深沢小学校、山崎小学校）への引継ぎ会が行われました。 

 

◆「世田谷ＰＴＡコーラスフェスタ２０１９」  

6 月 18 日(火)に第一回コーラスフェスタ実行委員会が行われました。 

今年は 19 校と児童コーラス部 1 校で 20 校の参加になります。 

次回は 7月 11 日(木)に第二回実行委員会が行われる予定です。 

 

【 地域環境部 】 

◆地域環境連絡協議会 春の情報交換会 

世田谷区内、全４警察署管内校で「春の情報交換会」が開催されました。 

 

  ・６月 ６日（木）世田谷小学校 「大人が見えない子どもの世界 ～こんなに危ない！通学路～」 

 ・６月１９日（水）等々力小学校 「みんなで守ろう 自分でも守ろう かけがえのない命」  

  ・６月２４日（月）桜小学校 「地域と見守る子どもの安全」  

 ・６月２８日（金）烏山小学校 「いつやる？今でしょ‼～育てよう、一人ひとりの生きぬくチカラ～」 

 

今年度は、３校がグループディスカッションを行い、情報交換いたしました。また、２校は、世田谷

区土木部交通安全自転車課の福島様よりご講話をいただきました。 

ちーかん担当校４校の報告書をまとめて作成し、夏休み前に６１校に学校便で送付いたします。お手

数ですが、各校で保護者の皆さまへ配布をお願いいたします。 

 

◆第２回担当者会 

７月１０日（水）教育センター「おおぐま」にて開催いたします。 

 

活動報告 
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◆青少年問題懇談会 

６月２７日（木）北沢タウンホールにて、警視庁世田谷少年センターより、お二人お越しいただきま

して開催することができました。９２名の参加がありました。 

「振り込み詐欺について」のＤＶＤ上映と、「ネットルールについて」「少年相談について」ご講話い

ただきました。 

報告書を夏休み前に６１校に学校便で送付いたします。少年センターについて、一人でも多くの方に

知っていただきたいと思いますので、各校で保護者の皆さまへ配布をお願いいたします。 

 

 ◆こどもをまもろう１１０番の名簿の更新について 

   ７月９日(火)の理事会で名簿を配布予定。例年学校便での提出となっていましたが、個人情報保護の

観点から変更となります。１１月８日(金)までに世田谷区役所第２庁舎３階の「生涯学習・地域学校連

携課」窓口まで直接提出をお願いします。 

もしくは、各警察署管内校で開催される「秋の地域環境連絡協議会」でも提出いただけます。 

 

【 会 計 】 

◆会費納入 

世小Ｐ会費の納入については、会員数×８０円を全６１校より滞りなく納入されましたことを報告い

たします。 

都小Ｐ会費につきましては、児童数 ３７，３６２名×２０円＝７４７，２４０円を納付いたしまし

た。内１０円は日本ＰＴＡに会費として納入されます。 

 

 ◆「第３３回世小Ｐバレーボール大会」ブロック大会補助金 

６月１９日、担当者会にて８校に配付しました。 

 

 ◆単Ｐ研修会費 

   ７月９日、第１回理事会にて配付します。領収書に会長の署名・捺印のうえ、ご持参ください。 

 

◆常任理事校通信費 

   本日配布いたしました領収書に会長の署名・捺印のうえ、第 1回理事会にご持参ください。 

 

◆ブロック活動費 

   本日、研修企画委員会終了後、お渡しいたします。 

 

 

 

 

【 世小 P 特別委員会 】 

 「世小 P特別委員会～これからの世小 Pを考える会（略称・これ P）」について委員長より説明。 

 

・平成３０年度に「より良い世小 P 活動」のために発足。 

・委員は委員長（平成３０年度世小 P 会長）、現世小 P 会長、校長（令和元年度世小 P 担当）、平成３０年

度 常任理事校会長・会長代理副会長・世小 P副会長、相談役（平成３０年度世小 P顧問）、教育委員会

事務局で構成。 

・「これ P」の立ち位置について→提案や議題の相談、調整をしていくパイプ役 

 常任理事会に出席するが議決権は、なし。「これ P通信」を不定期で発行。 

  

その他 
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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 ７月 ３日（水） 出席 

池之上青少年会館運営委員会 ７月１２日（月） 出席 

遊びから学ぼうワークショップ ７月１７日（水） 出席 

令和元年度第１回 世田谷区健康づくり推進委員会 ７月２４日（水） 出席 

世田谷区新 BOP運営委員会 ７月２５日（木） 出席 

アドベンチャーin 多摩川 いかだ下り大会 ８月２５日（日） 出席 

 

 

【 教育委員会事務局 】 

◆単 P研修会企画書について 

提出にご協力いただき、ありがとうございました。単Ｐ研修会費は 7月 9日（火）理事会にて各校

へお渡しいたします。 

 

◆ブロック研修会企画書について 

7 月 5 日（金）必着です。こちらについてもご提出よろしくお願いいたします。 

 

◆家庭教育学級について 

委託料を順次お振込みしておりますが、振込みの連絡は差し上げていませんので、詳細については担

当にお問い合わせください。 

 

◆こどもをまもろう 110 番更新用名簿について 

7 月 9 日（火）世小 P理事会にて「こどもをまもろう 110番更新用名簿」を各校の PTA 会長にお

渡しします。PTA 会長は校外委員等、担当の方に名簿をお渡しいただき、期日までに更新作業をお願

いします。また更新後は生涯学習・地域学校連携課まで名簿のご提出をお願いします。提出には学校交

換便は使用できませんので、生涯学習・地域学校連携課まで名簿をご持参いただくようお願いします。

提出いただいて名簿を事務局で取りまとめ、来年 2月に保険の更新をいたします。 

 

以上 

 

 

 

《今後の日程》 

★第３回 常任理事会・研修企画委員会 
        ９月１３日（金） ９時３０分～１２時   教育センター「ぎんが」 

 


