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          令和元年１０月 8 日発行／世田谷区立小学校 PTA 連合協議会  会長 

 

 

   日 時：令和元年 9 月 13 日（金）  ９時３０分～１０時３０分 

・ 

【  会次第 】 
会長挨拶 

校長会挨拶 

教育委員会事務局挨拶 

議事      ・２０２１年度「教育条件整備要望書」について 

         ・これ Pよりの提案  

① 世小 P広報紙「PTAの広場」編集委員担当校の輪番廃止について 

② 世小 Pからの配布物をダウンロードで取得する件について 

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 

-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）  校長・会長 

７Ｂ（二子玉川小）校長・会長    ８Ｂ（東玉川小）校長・会長 

◆校長会  比金副会長 

◆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・ 

社会教育指導員・社会教育指導員 

◆世小 P 役員 

  ◆これ P 委員長・相談役・委員 

 

第 3 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。 

夏休みをはさみ少し間があいてしまいましたが、このように皆様と元気に顔を合わせることができ大変うれしく思います。 

世田谷区では夏休みの間にふるさと区民まつり、アドベンチャーin多摩川いかだ下り大会が開催され、いずれも天候に

も恵まれ大勢の参加者がありました。私もふるさと区民まつりにはお手伝いとして参加し、大変楽しませていただきまし

た。 

世小Ｐとしては、９月よりブロック研修会、地域環境連絡協議会が開催されます。ご準備に尽力いただいた皆様に改め

て御礼申し上げますとともに楽しみにしております。 

また、９月末には皆様からいただいたアンケートをもとに教育条件整備要望書を教育委員会に提出してまいります。7

月から役員の皆様と相談し、校長先生方にもアドバイスをいただき要望書をまとめてまいりましたが、世田谷区の教育環

境を全体として見渡す大変よい機会となりました。 

いよいよ「これＰ」も本格的に動き出します。皆様にご理解いただくよう努めますとともに昨今のＰＴＡが直面している課

題の解決のためにぜひ闊達で前向きなご意見ご提案のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

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。 

２学期が始まりました。子どもたちは、学校が始まった途端に朝早く起きて、登校していることでしょう。毎日子どもたち

を見ていて、子どもは本当に偉いなと思います。大人は夏休みが終わっても、いつものリズムに戻るのに時間がかかりま

す。子どもは９月３日から元気よく学校に来て、楽しく元気に飛び回っているので、見習わなければならないなと思いまし

た。 

 ７月からブロック塀の調査が始まりました。私も危ないと思われるところを回ってみました。すると、やたらブロック塀が気

になるようになりました。そして今回、防犯の調査もきまして、今度は、ここはちょっと暗いな、街灯がほしいなどと思うよう

になりました。見る視点を決めると、同じ道でもいつもの風景が違って見え、新しい発見があることを改めて実感しました。 

 子どもを見る時も、この子素敵だなと思うと素敵なところばかり見えてきますし、課題が気になると、その点ばかり気にな

ります。今回の調査のように、時々立ち止まって、違う視点で見ることが大事だと思いました。 

 ２学期はＰＴＡもブロック研修会があったり、地域環境連絡協議会があったり色々と行事があります。学校も同じです。忙

しいときこそ、立ち止まりながら、広い視野を持って取り組んでみんなで楽しくできたらいいなと思います。２学期もどうぞ

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。皆様お久しぶりです。今週は、台風１５号の直撃で幕を開けましたが、皆様はご無事でしたでしょう

か。そろそろ暑さも落ち着いてくるかとは思いますが、まだまだ油断することなく、熱中症等にも気をつけましょう。 

さて、私は本日のような通年の会議には、季節ごとに雰囲気・顔があると感じます。今日この会場には、やはり２学期を

感じさせる雰囲気がすでにあります。例えば、笑顔だったり、会話だったり…。この良い雰囲気を大切に頑張りましょう。 

世小Ｐにとって２学期は様々なイベントが予定されています。「ブロック研修会」、「地域環境連絡協議会」、「コーラスフェ

スタ」、「バレーボール大会」等、盛りだくさんです。その中でも、ここにいる皆様にとっては、「ブロック研修会」が一つの山

だと思うのですが、私がこれからお話することをどこかに留めておいていただき、何かの時にはそれを信じて頑張っていた

だきたいと思います。 

 「人生は想定外の連続。自分の身に何かが降ってくるたびに選択を繰り返し生きていかざるを得ません。その選択のた
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びに何かを失います。失敗もします。 でも、一方では、必ず何かを得ているものです。」 

 

 これは、作家の久田恵さんのコメントの一部です。皆様にエールを送る意味で本日ご紹介させていただきました。皆様に

とって、一生の宝物が得られる研修会になることを切に願っております。 

最後に、本日は９月２３日に開催されるイベントのご案内と、御礼が二つございます。 

一つ目は机上に配布しました第１６回「おやじと子どもフェスタ２０１９」が、９月２３日（月・祝）に世田谷区役所中庭と世

田谷区民会館で開催されます。様々な体験コーナーや遊びコーナー、模擬店等があり、一日楽しく過ごすことができます。

また、大ホールでは、キッズバンドやダンスの発表、おやじバンドの演奏などがありますので、ぜひお出かけください。 

二つ目は御礼です。８月３日、４日に区役所中庭・区民会館、若林公園等で開催されました、第４２回「せたがやふるさ

と区民まつり」です。２日間ともお天気に恵まれ、３日が１万９５００人、４日が２万３５００人、２日間合計４万３０００人の来

場がありました。大変暑い日ではありましたが、大きな事故なく、トラブルなく、無事に開催することができました。これも一

重に皆様方のご協力あってのものと感謝しております。 

三つ目も御礼です。８月２５日に開催されました「アドベンチャー in 多摩川 いかだ下り大会」ですが、こちらも多くの先

生方、ＰＴＡの皆様方にご来場いただき、無事に開催することができました。ありがとうございました。ベストタイム賞（１位）

は、桜小学校「ＳＡＫＵＲＡ ＦＲＩＥＮＤＳ」の皆様でした。おめでとうございます。 

世田谷の恵まれた自然環境を生かした本事業ですが、多摩川の自然環境を守るためにも、また、多摩川の大切さ、素

晴らしさ、時には怖さを知るためにも、このような事業で一人ひとりが意識し、学ぶことが大切であると考えます。多摩川で

行われる様々なイベントが無事に開催される中で、こういった意識が芽生えることを祈念しております。 

なお、「区民まつり」、「アドベンチャー in 多摩川」、そして、「おやじと子どもフェスタ２０１９」は、区内小中学校の新任教

員の皆さまにも多数ご協力いただいております。この場をお借りし感謝申し上げます。 

 

 

 

１. 令和２年度「教育条件整備要望書」について 

６１校から提出された要望事項をまとめ、区教育委員会へ提出する要望書を作成いたしました。 

承認を受け、９月２７日の「提出の会」に提出いたします。 

１０月上旬までに各校へ要望書を配付いたします。 

学校内に配付する場合は、こちらを印刷してお配りください。 

後日、世小 Pのホームページにも掲載しますので、ダウンロードしご活用ください。 

要望書は都小Ｐの方にも提出することになっております。 

        令和２年度教育条件整備要望書 →  承認  

 

 ２. これ Pよりの提案  
 

① 世小 P広報紙「PTAの広場」編集委員担当校の輪番廃止について 
 

これまでのアンケート結果をふまえて、「単 Pより世小 P広報編集委員を輪番制で選出することの負担軽減、世小 P広

報編集委員の負担軽減」を検討した結果、各校からの編集委員選出の廃止、世小 P役員が担えない部分の外部への委

託化。世小 P広報紙「PTAの広場」編集委員 担当校の輪番廃止を提案します。 

 

 

議 事 
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➁世小 Pからの配布物をダウンロードで取得する件について 

これまで各校より数年にわたり、交換便についての不便さについて、改善を望む声が非常に多く寄せられていました。

昨今の会員のライフスタイルの変化に伴ったダウンロードを望む声が高まっていることを受け、世小 Pからの配布物や書

類を、世小 Pホームページ内からダウンロードいただける方法を提案します。  

上記の２つの提案について→ 常任理事の皆さまから、各単 P会長（６１校の理事）皆さまのお声もお寄せいただいた

上で再度決議したいとのご要望がでました。 

当初、常任理事の皆さまに、各単 P会長（６１校理事）の皆さまのお声を集めていただく予定でした。ブロック会議が近

日中にないなどの事情も鑑みて、「これ P委員会」で上記の件についてアンケートを再度作成し、ご意見を伺うことになり

ました。  

アンケートの結果は次回第４回常任理事会にて報告。６１校への発送は１０月下旬を予定しています。  

【２０１９．７月第１回理事会にて配布および回収させていただいたアンケート結果より】  

＜世小 P広報紙「PTAの広場」について＞   

・必要である                        ２９％                                                                                    

・必要ではない                       ９％        

・どちらでもよい                      ３５％     

・ホームページで閲覧できたほうがよい      ６８％                                    

・紙で手元にあるとよい                  ８％   

・広報紙に期待することはありますか？    

                       あり ５％ ／ なし ５％                       

                                             

こんな記事が読みたい（必要だ）     

・１年生の保護者でもわかる内容。内容がかけ離れすぎている 

・保護者で成り立っていることをより身近に感じられる、思わせる内容 

・他校の PTAの仕事、どのように行っているか知りたい 

・各校 PTA の特徴的な取り組みの特集 

                    

その他、ご自由にお書きください（広報紙以外でも可）    

・単 P活動が第一だと思う。無理のない範囲で情報共有物となればよい 

・紙よりも HPで閲覧出来たほうが良い。HP中心にしてほしい 

・紙の配布をやめてほしい。ペーパーレス化経費削減とてもよい！！ 

・世小 P役員の事を知らせるためにも年一回は発行が必要では？ 

 

 

【 総務広報部 】 

◆「ＰＴＡの広場」第１０６号 

  各ブロックのブロック研修会の様子を掲載させていただく予定です。当日はＰＴＡの広場編集委員がお伺いして、 

写真撮影等を行わせていただきます。 

 

 

【 生涯学習部 】 

◆「世田谷ＰＴＡコーラスフェスタ２０１９」 

７月１１日(木)第２回実行委員会が開催されました。 

活動報告 
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２０２０年は１１月１日(日)に開催予定です。 

今後の活動は、１０月４日(金)に会場下見、１０月１７日(木)にプログラム.チラシの封入作業、学校便の送付作業を予

定しています。 

次回の実行委員会は、９月１７日(火)に行います。 

 

◆「第３３回 世小Ｐバレーボール大会」 

第３３回世小Ｐバレーボール大会は１２月７日（土）に開催されますが、それに向けた各ブロック大会が１０月中旬 

から始まります。常任理事校のＰＴＡ会長は、各ブロック大会で自校の応援をされると思いますが、当日は決勝まで 

残っていただいて決勝戦への立ち会いをお願いいたします。 

 ◆世小Ｐ通信について 

   １０月初旬に、「コーラスフェスタ」「バレーボール大会」「合同研修会」のお知らせを掲載した、世小Ｐ通信を発送 

します。各校１部ずつの発送ですので、各家庭に印刷・配付をよろしくお願いいたします。 

 

【 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」の日程は次のとおりです。  

   ・１０月 ７日（月）世田谷警察署管内 桜小学校   

   ・１１月２０日（水）北沢警察署管内 世田谷小学校   

   ・１０月３０日（水）玉川警察署管内 等々力小学校   

   ・１１月２２日（金）成城警察署管内 烏山小学校  

各担当校からご案内状を、校長先生・ＰＴＡ会長・校外委員長宛にお送りさせていただきます。 

 

 ◆「PTAパトロール」と「こどもをまもろう１１０番」のプレートの申込み  

   ９月９日（月）に秋の自転車用「ＰＴＡパトロール」のプレートと、「こどもをまもろう１１０番」のプレート・ステッカー・しお

りの申込書を６１校に配付しました。  

   締切りは９月２７日(金)までです。それまでにお申込みされた場合は、１０月２日(水)に発送予定です。 

 

【 会 計 】 

 ◆ブロック研修会費の受け渡しについて 

  本日ブロック研修会費 35,000円をお渡ししました。 

   世田谷区研修共催負担金ですので、講師謝礼・所得税の源泉徴収はこちらからお支払いください。 

   詳細は４月１６日に開催された新旧ブロック研修懇談会の「研修会事務手続きの手引き」をご覧ください。 

   ブロック活動費や単Ｐ研修会費と混同のないようご注意ください。 

 

 

◆９月より、各ブロック研修会が始まります。ぜひご参加ください。 

 

・第１ブロック（三宿小）    １０月１７日（木） 三宿小体育館   講師： 廣岡 政幸氏 

「子どもたちの笑顔のためにできること」 

・第２ブロック（赤堤小）   １１月７日（木） 赤堤小体育館     講師： 高野 進氏 

   「子供たちの輝く未来のために」 

常任理事校より 
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・第３ブロック（松丘小）   １０月８日（火） 松丘小体育館     講師： 野井 真吾氏 

   「子どものからだと心 ～元気のためにできること～」 

・第４ブロック（船橋小）    ９月２６日（木） 船橋小体育館    講師： 長野 正毅氏 

   「豊かな子育てへのヒント」  

・第５ブロック（八幡山小）  １１月２５日（月） 八幡山小体育館   講師： 特定非営利活動法人ＲｅＢｉｔ 

   「豊かな心を持つ子どもの育成」 

・第６ブロック（砧南小）   １０月４日（金） 成城ホール        講師： コウ ケンテツ氏 

   「ゆる〜くいこう 毎日ごはん 〜私、今日から家事やめさせていただきます！〜」 

・第７ブロック（二子玉川小） １０月２４日（木） 二子玉川小体育館   学校別ブース形式による報告会 

   「生きる力 育つ力 ～つながる ひろがる はばたく～」 

・第８ブロック（東玉川小）   １０月８日（火） 東玉川小体育館   講師：古川 精一氏 

   「子どものしあわせ、子どもの未来」 

 

 

【 外部団体とのつながり 】 

◆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） 役員出席 

◆世田谷区新 BOP運営委員会 ７月２５日（木） 役員出席 

◆平和資料館事業評価委員会 ７月２９日（月） 役員出席 

◆第２２回アドベンチャーin多摩川 いかだ下り大会 ８月２５日（日） 役員出席 

◆第２５回「交通安全宣言都市せたがや」区民のつどい ９月１５日（日） 役員出席 

 

【 教育委員会事務局 】  

◆ブロック研修会講師の個人番号（マイナンバー）の取得について 

謝礼額に応じて法定調書（講師の先生の確定申告に必要な書類）に個人番号（以下マイナンバー）の記載が義務

付けられました。 

① 謝礼の支払が講師個人への場合。 

② 謝礼額が５０，００１円以上の場合。 

の２点を満たす場合は、講師の先生のマイナンバーが必要となります。 

条件を満たす場合は、事前に事務局までご連絡をお願いします。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

以上 

その他 

《今後の日程》 

★第４回 常任理事会・研修企画委員会 
                １０月１５日（火） ９時３０分～１２時  教育センター「おおぐま」 

 


