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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 

9 月 14 日（木）港区立生涯学習センター ばるーん にて、平成 29 年度 第 2回理事会が開催されました。 
（理事 40名参加） 

1．会長挨拶 （中島会長）

おはようございます。本日は、たくさんの皆様にご出席いただき嬉しく思います。残暑は何処へ行ってしまっ
たのか、という夏でしたね。いかがお過ごしだったでしょうか。
 8 月に全国大会で滋賀へ行ってきました。広報誌を配布したり、都幼Ｐの活動、1,500 名の親子が参加する子
育て研修会などの頑張りを、直接私たちの言葉で紹介することができました。とても有意義でした。 
 今日は都幼 P で一番大きなイベント、子育て研修会の話が中心になると思います。たくさん議事があるので大
変かと思いますが、第 2回の理事会、どうぞよろしくお願いいたします。 

2．園長会挨拶（山形都園長会副会長） 

   おはようございます。港区立芝浦幼稚園の山形と申します。本日は粂原先生の代理としてまいりました。 
いつも都幼 Pの役員の皆様、理事の皆様には大変お世話になっております。 
2学期が始まり約 2週間が過ぎ、運動会に向けての活動が始まって参ります。運動能力を高めるのはもちろん、

最後まで頑張り抜く力、学級の友達と力を合わせて取り組む力、そういういろいろな力を付けて、心と体の両方
を育てる運動会を目指しております。ご家庭での生活習慣の確立が大切になりますので、ご協力お願い申し上げ
ます。 
都幼 Pでは、11 月に行われる子育て研修会が最終段階にあり、準備を進めていただきありがとうございます。

また、1月に行われるリーダー研修会も準備が進んでおり、本日はこのような大きな議題がたくさんありますの
で、よろしくお願いします。 

3．都幼 P 役員活動報告（7 月 6日～9月 14日） 

・7月 6 日(木) 東京都公立幼稚園・こども園 PTA連絡協議会 第 1 回理事会（港区立赤坂区民センター）

・8月 5 日(土)・6 日(日)  第 55 回 全国国公立幼稚園・こども園 PTA全国大会 滋賀大会
全国国公立幼稚園・こども園 PTA連絡協議会 第１回理事会 
全国国公立幼稚園・こども園 PTA連絡協議会 総会 

(北ビワコホテルグラツィエ、ひこね市文化プラザ) 
・8月 24 日(木) 第 1回子育て研修会実行委員会（墨田区立第三寺島小学校・幼稚園）
・9月 9 日(土) 東京都小学校 PTA リーダー研修会（世田谷区立駒沢小学校／中島会長）
・9月 11 日(月) 東京都公立幼稚園・こども園 PTA連絡協議会 第 4回役員会(港区立にじのはし幼稚園)
・9月 14 日(木) 東京都公立幼稚園・こども園 PTA連絡議会 第 2 回理事会

（港区立生涯学習センターばるーん） 
・9月 14 日(木) 東京都公立幼小中高 PTA 連絡協議会 第 3 回理事会(都高 P 事務局／酒井事務局長)

4．全幼 P 全国大会滋賀大会報告 
  8月 5 日(土)・6日(日)、第 55回 全国国公立幼稚園・こども園 PTA 全国大会 滋賀大会が開催された。 
配布資料の他、写真・動画を交え、下記のとおり報告を行った。 

1 日目 
○全国国公立幼稚園・こども園 PTA 連絡協議会（全幼 P）第 1回理事会
全幼 P理事である都幼 P会長中島、副会長(T)粂原が出席。都幼 Pの取り組みを広報誌・子育て研修会チラシ
などを配布し紹介した。

○平成 29年度役員選考会（関東甲信ブロックの選考委員 都幼 P会長 中島)
○情報交流会 全国から PTA が集い、情報交換を行った。

2 日目 
○優良 PTA文部科学大臣表彰
新宿区立西戸山幼稚園 PTAわかくさ会様 が全国 10園に選ばれ受賞された。新宿区立西戸山幼稚園 PTAわか
くさ会を代表して、平成 28 年度 PTAわかくさ会 会長 髙松澄子様が授賞式に出席された。

○全国国公立幼稚園・こども園 PTA 連絡協議会 総会
平成 28年度決算報告、平成 29 年度会計予算（案）・活動方針（案）・事業計画（案）の承認、平成 29年度
役員の報告、滋賀大会宣言文（案）の承認。

○記念講演「のびる子どもの睡眠学」（参加者感想文 参照）
○提案発表(大会誌抜粋・参加者感想文 参照)
・大阪府／大阪市立西野田幼稚園  笑顔でつながる PTA ～パッと・楽しく・遊ぶ会～ 
・和歌山県／和歌山市立山口幼稚園  地域活動 ～園・家庭・地域社会の連携を深め、子どもたちの健全育成を図る～

・東京都／台東区立大正幼稚園   レッツ エンジョイ お父さん！ ～大園男
おおえんだん

活動を通して～ 
  東京都を代表して台東区立大正幼稚園 平成 29 年度 PTA会長 宇佐見正人様が発表された。 

Ｐ 幼 だ よ り都 



5．子育て研修会 PART14 について（墨田区） 
【主な配布物】チラシ第 2次案内／(裏面)参加予定申込書、参加票 

・チラシ第 2 次案内をもとに、日時、会場、遊び広場、ふれあい研修会（13時～体育館にて）の内容を再確認
した。

・チラシ第 2 次案内裏面の参加予定申込書と集計方法について、既に都園長会を通して配布し、集計中である
との確認をした。

・会場図で、遊び広場レイアウトの確認と、雨が降った場合の対応について説明をした。
・時程に沿って、持ち物、当日の流れの確認をした。
遊びカードへの記入に必要なペンまたはスタンプを用意してもらうことを依頼。
各コーナーでスタッフとわかる共通のものを身に付けてもらうか、対応できない場合は幼稚園で使用してい
る保護者証を提げるなど、工夫のお願いをした。

・参加票はできれば事前に配布、記入して持参してもらい、スムーズな受付にご協力いただきたいと説明を行
った。（参加票はホームページからもダウンロード可能）

・参加費について、また当日受付で配布される遊びカード、アンケートについて説明をした。
・スタッフアンケートは次年度への申し送りのために記入していただくもので、各遊びコーナーで一枚提出の
依頼をした。（FAX または事務局宛のメールにて 11月 20 日(月)までに提出）

・お弁当注文についての説明をした。（スタッフのみ注文可。10月 13日(金)までに申し込み）
・借用品については、当日の朝に運搬指示を配布する旨の説明を行った。
・子育て研修会第 2回実行委員会が 10 月 26日（木）に開催される。参加希望区は事務局へ連絡。

6．全幼 P 平成 29年度要望書について 

・全国国公立幼稚園・こども園 PTA 連絡協議会（全幼 P）が文部科学省 審議官、各局長、関係各課長と面談し
提出したものであり、単位 PTA、各区幼 P連での要望書作成の指針として活用いただきたい。

7．東京都幼稚園・こども園 PTAリーダー研修会について（中央区） 
 【主な配布物】チラシ、ポスター 

・中央区立久松幼稚園 PTA会長 村上浩一郎様よりご挨拶と、テーマ、講師、会場について説明があった。

会場定員は 400 名。

・集計方法については事務局より説明を行った。

8．情報交換 

・子育て研修会遊び広場が合同の区は打合せを行った。
・上記以外の区は、ブロックごとに情報交換を行った。
各ブロックとも、題材を持ち寄って、活発な情報交換が行われていた。

9.会報について（中野区）

・発送作業の日程候補日 ： 平成 30 年 2月 26日（月）
時 間 9:00～12:00予定 ／ 会 場 中野区立かみさぎ幼稚園 

※次回理事会開催について

【第 3 回理事会】 11 月 30 日（木） 会場 港区立生涯学習センター ばるーん  305 学習室 

都幼Ｐホームページ http://tokyo-pta.net 

都 幼 Ｐ 事 務 局 港区立にじのはし幼稚園  TEL:03-5500-2652  E-mail: jimu@tokyo-pta.net




