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東京都公立幼稚園･こども園ＰＴＡ連絡協議会
会長 中島 聡

6 月 8 日（木）港区立生涯学習センター ばるーん にて、平成 29 年度総会が開催されました。（理事 41 名参加）

1．開会のことば
2．会長挨拶 （平成 28 年度会長

中島

聡）

本日は、平成 29 年度 東京都公立幼稚園・こども園 PTA 連絡協議会 総会にご出席いただきありがとうございま
す。
また、お忙しい中、東京都国公立幼稚園・こども園長会長 桶田ゆかり様、東京都教育庁地域教育支援部生涯学
習課長 大木 琢様、並びにご来賓の皆様、ご臨席賜りありがとうございます。いつも当会へのご協力、ご支援を
いただきまして感謝申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
昨日は、新潟県国公立幼稚園・こども園 PTA 連絡協議会の総会にお招きいただいて、「私たちの PTA 活動と振興
について」という演題でお話させていただきました。大変よい経験をさせていただいたと同時に、こういった新し
いつながりを大切にしていきたいと思います。
本日は総会を、どうぞよろしくお願いいたします。

3．園長会長挨拶（東京都国公立幼稚園・こども園長会長

桶田

ゆかり様）

この会には 5 年以上前から携わっておりますが、今年度は立場が変わりました。PTA の方々に協力していただい
ているおかげで幼稚園があるということを改めて感じております。
都幼Ｐの本部役員は、既に我が子が幼稚園を修了した保護者の方の「みんなのため」という思いで運営されてい
ます。本日お集まりの理事の皆様も、PTA が我が子のためになる、幼稚園を応援したい、というお気持ちで役員に
なられたと思います。都幼Ｐは、自分の園、区を越えて新しい出会い、新しい情報を得ることができます。初めて
のことで戸惑いもあると思いますが、1 年過ぎたときに、この出会いが素晴らしいものだと思っていただけると考
えております。
皆様がそれぞれの味を出して活動していただくことで、
この会がますます発展していくことを期待しております。
これからも園長会と力を合わせて、一緒に子どもたちのために活動してまいりたいと思いますので、どうぞよろし
くお願いいたします。

4．来賓祝辞 （東京都教育庁地域教育支援部

生涯学習課長

大木

琢様）

本日は、東京都公立幼稚園・こども園 PTA 連絡協議会の総会が開催されますこと、心からお祝い申し上げます。
また、皆様方には日頃から東京都の幼稚園・こども園の教育の発展、そして園児の心身共に健やかな成長のために、
熱心に PTA 活動に取り組んでいらっしゃいますことに心から感謝申し上げます。
私ども東京都教育委員会が平成 20 年度から取り組んでおります「乳幼児期からの子供の教育支援プロジェクト」
につきましても、各園や地域の取り組みにおきまして多大なご協力をいただいております。重ねて御礼申し上げま
す。このプロジェクトでは、子どもの生活習慣をはじめ、乳幼児期の子どもの発達の重要性について啓発に努めて
おります。その一環として、子どもの健やかな成長のため「早起き・早寝・朝ごはん」の生活リズム、絵本の読み
聞かせなど親子のコミュニケーション、体を使って遊ぶことの重要性について説明をいたしました保護者向けの資
料「乳幼児期を大切に～心と体の基礎を育てるとき～」の冊子を乳幼児健診などでお配りしております。また、小
学校の入学説明会では入学までに身に付けたい８つの生活習慣についてご紹介をし、家族で生活リズムを整えるた
めの方法や、体験談を掲載しました教材「そうだ、やっぱり早起き・早寝！」を配布しております。
また、今年の 1 月に東京都のこれからの教育の方向性を示す「東京都教育施策大綱」が策定されました。平成 32
年度までの優先的に取り組むべき重要事項を取り上げております。その重要事項の中でも、学校・家庭・地域との
連携による教育の推進を掲げており、PTA の皆様への期待は大変大きいものであります。
今後とも子どもたちの健やかな成長のために、地域の教育力の向上のために、皆様の活動がより一層活発に展開
されますよう、お願いを申し上げたいと思います。
最後になりますが、東京都公立幼稚園・こども園 PTA 連絡協議会のますますのご発展とご活躍を祈念いたしまし
てご挨拶とさせていただきます。

5．来賓紹介
東京都国公立幼稚園・こども園長会 会長
東京都教育庁地域教育支援部 生涯学習課長
一般社団法人 東京都小学校 PTA 協議会長代理 事務局長
東京都公立高等学校 PTA 連合会 会長
東京都公立幼稚園・こども園 PTA 連絡協議会 顧問
東京都公立幼稚園・こども園 PTA 連絡協議会 顧問
東京都公立幼稚園・こども園 PTA 連絡協議会 顧問
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6．議長選出

会則に基づき、議長は平成 28 年度会長

中島 聡が指名された。

7．議

事 以下の報告・審議を別紙総会要項に基づき行った。
(1)平成 28 年度 事業報告 (平成 28 年度書記 八木田里枝子)
(2)平成 28 年度 会計報告 (平成 28 年度会計 荒井奈津子)
(3)平成 28 年度 会計監査報告 (平成 28 年度会計監査 星野美佳)
(4)平成 29 年度 新役員(案)審議・承認 (平成 28 年度会長 中島聡)
～ 平成 29 年度 会長挨拶（新会長 中島 聡）～
ご承認いただきましてありがとうございます。
ここに立つきっかけは、平成 22 年度に港区立にじのはし幼稚園の PTA 会長になったことでした。幼稚
園へたくさん足を運び、息子との時間を大切にしたいとの思いからでした。
各区、各園の様子を把握して、私たちの事業のためだけの組織ではなく、人と人とのつながりを大切に
進めていきたいと考えております。この総会が終わるとあと 4 回しかお会いできません。理事会において
は、事業の連絡や報告事項はなるべく簡潔に進め、情報交換やブロック会議の時間を少しでも多くとれる
ように努めます。些細なことでも、何でも話せる、そういった楽しい会を目指していきたいと思います。
今年 1 年間どうぞよろしくお願いいたします。
(5)平成 29 年度 事業計画(案)審議・承認 (平成 29 年度書記 杉本絢子)
(6)平成 29 年度 予算(案)審議・承認 (平成 29 年度会計 吉澤晶子)

8．感謝状贈呈

平成 28 年度役員の中で、本年度退任または役職を変わられる方々に感謝状が贈られた。
桶田 ゆかり先生(副会長)、寺島 いつみ様(副会長)、八木田 里枝子様(書記)、堀井 佳枝様(書記)、
荒井 奈津子様(会計)、星野 美佳様(会計監査)、新山 裕之先生(会計監査)、宮坂 沙織様（事務局員）

9．旧役員辞任挨拶

(一部抜粋)
・今のメンバーと準備したりすることは今日が最後だと思うと寂しい思いもありますが、役が変わっても、改め
てよろしくお願いいたします。（副会長 桶田 ゆかり 先生／文京区)
・パソコンを使えない状況からのスタートでしたが、皆様のご指導の下、とても勉強になる 1 年でした。今年度
は理事として参加させて頂きます。よろしくお願いいたします。（書記 八木田里枝子／文京区)
・前任が出産のため交代し、途中からの参加でしたが、半年間ありがとうございました。都幼 P のますますの発
展をお祈りいたします。（書記 堀井 佳枝／文京区)
・前年度は会計でお世話になりました。今年度は会計監査として参加します。大きな行事を担当された皆様は大
変だったと思いますが、そのような中、楽しかったとおっしゃられていたことが印象的でした。また 1 年間よ
ろしくお願いいたします。（会計 荒井 奈津子／台東区)
・1 年間、会計監査としてお世話になりました。楽しい雰囲気の中、いろいろと経験させていただきありがとう
ございました。（会計監査 星野 美佳／台東区)
・3 年間、事務局員を務めました。優しい役員の皆様に支えていただきき、貴重な経験をいたしました。ありが
とうございました。（事務局員 宮坂 沙織／港区）

10．閉会のことば
11．事務連絡
①平成 29 年度子育て研修会 遊び広場(エントリーシート)の提出について
②理事メーリングリストについて
③リーダー合同研修会 講師 中井貴惠 氏の活動紹介（中央区）
④AIU 園児まもるくんについて

12．情報交換
・第 1 ブロック：荒川区 1 園が、今年度より新規加盟した。旧理事より子育て研修会などについて話を伺った。
・第 2 ブロック：保護者と園長会が力を合わせる都幼Ｐ。この会に出席するため、早めに園児を預かっていただ
くなど、園にもぜひご理解・ご協力をいただきたい。
2 年保育の園も多いので、3 年保育になって欲しい。預かり保育があるとよい。
・第 3 ブロック：江戸川区は今年度、区立幼稚園が 2 園となってしまった。200 名を超える園児がいるが、2 年後
にもう 1 園の閉園が決まっている。今後、区立が全廃したらどうなるのかという話をした。
・第 4 ブロック：廃園問題について話した。他の区の皆様の対応を教えていただいた。
～閉会の会長挨拶（中島 聡）～
本日は長いお時間ありがとうございました。
7 月、9 月の理事会でも、このようなブロック会議や情報交換などの交流を行ってまいりたいと考えてお
ります。事前に話し合いたい議題などを事務局へメールにて送っていただければ検討いたします。あまり
頑張り過ぎずに、みんなでできることを一緒に進めてまいりたいと思います。
※次回理事会開催について
【第 1 回理事会】 7 月 6 日（木）

会場 港区立赤坂区民センター
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http://tokyo-pta.net
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