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■「桜町キャンドルプロジェクト 2020」 開催のお知らせ（なつまつり）

令和２年 12 月 14 日
世田谷区立桜町小学校 PTA 発行

12 月 6 日（日）午前９時 30 分から、完全予約制で児童観覧ありのキャンドルプロジェクトを
開催します。

会長 鵜飼 孝次
□■□

子どもたちのために、できるときに、できることを

■12 月 19 日(土)開催のクラス特別集会について（選出）
□■□

師走の候、日頃より PTA 活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。



先日、お子さま経由で選出だよりを配布しました。



12 月 19 日（土）にクラスごとに時間別で、ZOOM にてクラス特別集会を行います。

桜町小学校 PTA は、「家庭、学校、地域社会と連携し、子どもたちの安全を考える」を 3 つの活動方針

当日、手を挙げる方がいなかった場合、WEB 上であみだくじを行います。12 月 7 日にあみだくじ

の 1 番目に掲げ、校外委員、安全教室委員を中心にして、「子どもたちの交通安全」のための活動に取り
組んでいます。地域社会では、深沢地区社会福祉協議会に子ども見まもりたいという活動があり、桜町小

のアドレス（URL）をメールで送りますので、12 月 13 日までにご記入お願いします。


ZOOM でのクラス特別集会、互選会開催は初めてということもあり、ご協力よろしくお願いします。

学校の学校区において、3 名のボランティアの皆さまに、毎朝、旗持ちのご支援をいただいています。
子どもたちの安全、安心をしっかりと守り抜いていくため、家庭、学校、地域社会の連携を益々深めていく
ことを目指していきます。

■今年度 PTA 会費の納入状況について（会計）


初の試みとなったコンビニ支払いでの PTA 会費（11 月 20 日納入締切り）ですが、
納入締め切りまでのコンビニ支払いを大多数のご家庭にご協力をいただきました。

第 5 回運営委員会（12 月 5 日）報告



これからお支払いをいただくご家庭は、PTA のゆうちょ銀行への振込みをメールでお願いしています。



先生方からは、副校長先生のご協力のもと、現金で納入いただきました。

12 月 5 日（土）9:00～10:00 に、深尾校長先生、小林副校長先生、松倉副校長先生、亘理事務
局長、深沢まちづくりセンターの鈴木所長、社会福祉協議会の矢嶋さん、子ども見まもりたいの小平さん、
藤田さん、本部、専門三役、クラス委員の約 60 名の参加者で、ZOOM でのオンライン上で開催しました。

■今後の運営委員会のスケジュール（本部）
＜確定＞
第６回 2021 年１月 16 日（土） 13:00～14:00

【審議事項】
■令和３年度の各専門委員会の募集人数（本部）


※いつもと時間が異なりますのでご注意ください。
＜予定＞

来年度の状況は不透明なものの、今年度と同様の活動ができるように、今年度と同じ人数で

第７回 2021 年 2 月 13 日（土） 議題がなければ休会

の募集を考えています。

第 8 回 2021 年 3 月 13 日（土）9:00～10:00
いずれも ZOOM でのオンライン上で開催予定です。
■専門委員会（研修、校外、安全教室）より活動内容についての報告




来年１月の運営委員会での決議で承認をいただきましたら、２月以降に専門委員の事前



【研修委員会】

・

家庭教育学級を 2021 年 2 月 23 日（火・祝日）午前中に開催する予定です。

・

日本体育大学の野井真吾先生を講師にお迎えします。野井先生は「子どもたちの体や心のなん

募集の告知をメールメイトで行い、WEB 上で申込みできるよう進めていきます。

かおかしい」ということを科学的なエビデンスをもとに研究していらっしゃいます。

ご意見、ご質問がありましたら、報告メールまでお願いします。

（著書：「からだの¨おかしさ¨を科学する」）

・

当日は「子どもたちの体や心のなんかおかしい」ということに対する現実と解決方法を、一緒に考えていき
ましょうという趣旨になる予定です。詳細はこれから話し合いますが、オンラインでの講演会を検討してい

・

が、皆様すごい勢いで登録していただいて、一年半で登録が１００匹を超えました。
・

ぜひ、わんちゃんをお飼いのご家庭がございましたら、ご登録いただければと思います。ちなみに登録

きます。

していただくと、保険に入りますので、バンダナをつけてお散歩をしているときに事故がありましたら、すべて

現在の研修委員の人数だけでは準備が大変な場合はお手伝いを募集したく思っています。

保険の対象になります。見守り活動の一環として、ご協力をいただけるとありがたいです。
【連絡先】 深沢わんわんパトロール隊 事務局 川原 090-9673-0814



【校外委員会】

・

今年度版の安全マップが完成しました。12 月 17 日（木）の「いのちを大切にする日」に、子どもたちに
配布する予定です。

・

今年度の校外集会は 2021 年２月 13 日（土）午後を予定しています。今年度は ZOOM を使っ

URL: https://chiku.setagayashakyo.or.jp/member/detail/1003

・

たオンラインでの開催となります。第一部で地区班ごとに校外委員と次席を決定し、第二部でその中か
ら三役を決定します。12 月中旬にメールでご案内を配信して、三学期には紙面にてお知らせします。

矢嶋さん（深沢地区 社会福祉協議会）
社会福祉協議会とは、「地域福祉の推進を図る団体」として位置づけられ、全国全ての市区町村に設
置することが義務づけられています。（社会福祉法第 109 条）。

・

事前立候補も募る予定です。

通称、「社協（しゃきょう）」と呼ばれています。
https://www.setagayashakyo.or.jp/local/fukasawa/



【安全教室委員会】



小平さん（子ども見まもりたい）

・

前回の運営委員会でお話しした「交通功労者表彰」ですが、12 月 11 日に玉川警察署で表彰式が

・

私が子ども見まもりたいを始めたのは、私の息子の幼馴染が交通事故にあったことがきっかけです。大変

行われます。PTA 代表として安全教室委員長の大澤が参加する予定です。

ショックでした。それで何かできることはないかと思い、子ども見まもりたいを始めて 13 年になります。
・

■深沢地区社会福祉協議会 子ども見まもりたいについて（世田谷区社会福祉協議会）

最初は私一人で、のちに保護者の方のご協力、今は社会福祉協議会のご協力をもとに行っております。
現在、場所としては深沢高校の近くの場所で見守りを行っていますが、いかんせんメンバーが少ないので、



深沢まちづくりセンター鈴木所長からご挨拶とお話

見守りポイントはたくさんあるのですが、見ることができない状況であります。できるだけ多くの方に参加し

・

本日はお時間をいただき、ありがとうございます。子どもたちが安全に地域で過ごせるように、町会の方や

ていただきたいと思っています。

地域の皆さんのお力をお借りして、管内の小学校の見守り活動を行っています。桜町小学校は深沢と

・

・

今、子ども見まもりたいをしていて、気になる点をいくつかお話させていただきたいと思います。

用賀の間にあり、用賀が深沢まちづくりセンターの管内ではないこともあり、見守り活動について皆さま方

① 冬場ということもあり、フードをつけているお子さんが多いのですが、基本的にフードを被ると視野が

と取り組んでいく機会が少なかったこともありました。本日を契機としまして、子どもたちが安全に地域で健

塞がれて、事故につながりますので、フードは禁止となっています。どうしても寒いので、つけてしまう

やかに育っていくことを実現する為、今後一緒にいろいろなことを連携させて頂ければと思います。

お子さんがいますので、注意していただければと思います。

深沢地区「わんわんパトロール」についてご紹介します。犬の散歩のついでに、見守り活動を行っていた

② ポケットに手を突っ込んで歩くお子さんが、寒くなってきたので増えています。これはポケットに入れ

だくというものです。これは『ながら見守り』といいまして、何かをしながら見守る活動です。犬の散歩以外

たまま転んでしまうと、頭を損傷する、顔面損傷の事故につながりますので、極力避けたほうがいい

にも、お花に水をやるときなど、何かをしながら子どもたちを見守ることです。

です。できるだけ手袋をしていただきたいと思います。

やっていただくことは、犬の散歩のときに、緑のバンダナをワンちゃんやリードなど、どこでも大丈夫ですので

③ 大人用の傘を持たせているご家庭が結構あります。風にあおられて、倒れているお子さんを何人も

つけて、お散歩をしていただくだけです。こういった目印が地域にたくさん増えると「あ、ここは地域全体で

見ています。極力、傘は、お子さんにあった小さい傘を持たせてください。命にかかわりますので、

子どもたちを見守っているところなのだ」となりますので、子どもたちへいたずらをする変質者も少なくなりま

よろしくお願いします。

す。見守りの最中に、もし散歩の途中に変な人がいるなどありましたら、基本的には警察に連絡してくだ
・

・

④ 子どもたちが、通学路を勝手に変更して行き来しています。友達との兼ね合いもあるのでしょうが、

さいと、玉川警察署のほうにもお話をしています。

これは非常に危険なことです。万が一なにかあったときに追跡もできず、危険な場所に行ってしまう

わんわんパトロールをやっているところは何か所かありまして、烏山では登録のわんちゃんが１０１匹にな

ことも多々ありますので、ぜひやめていただきたいと思います。

りましたというニュースがありました。深沢のほうでも「早く１０１匹を超えたいね」という話があったのです

⑤ 何人かで集まって、通われているお子さんがいますが、2 人以上になってしまうと、周りへの意識がな

くなってしまって非常に危険な状態です。子どもたちは楽しいでしょうが、実際の通学路では危険が

従って、交通事故の防止と、犯罪に巻き込まれないこと、まさかの大地震についても子どもたちの安全を守

・

いっぱいです。危険な状態の中で、周りに意識が向かないというのは、何が起きてもおかしくない状

るために、頭の片隅にそれを置いて活動しています。通りがかりの保護者の皆さま、ぜひ気軽に声をかけて

態になってしまいますので、あまり大人数での待ち合わせでの通学というのは避けたほうがよいと

いただいて、いろいろな情報を教えていただければありがたいと思っております。

思います。
下校に関しては、今のメンバーでは時間の問題もあり、見ることができません。保護者の方が外を歩かれて

・

いるときも保護者の方が注意してみていただく以外方法がありません。朝は時間が固定されているので見

・

校長先生よりご挨拶

守り隊のメンバーが見られるのですが、帰りの時間帯は、子どもたちは無防備になります。なんとか多くの目

二学期は、日常の学習に加えて、体験活動や、専門の先生をお招きして本物に触れる学習を重視して行

で見ていただければと思います。

ってまいりました。1 年生はサツマイモ掘り、2 年生は里芋掘り、3 年生はねぶた祭りの学習や三味線体験学

現在、子ども見まもりたいは地域の方で、桜町小学校の OB の方もいます。後輩たちを見守るという思い

習、4 年生から 6 年生は琴の体験学習などです。各教員が安全に配慮しながら、子どもたちが多くの学びを

でやっています。昨年から参加していただいている方は女性で、桜町小学校の元保護者です。イレギュラー

できるように計画、実施してきました。

で、私たちが入れないところをちょこちょこと助けていただいています。そういう形でも活動できます。

この 12 月、1 月は本校にとって忘れてはいけない日があります。12 月 17 日、1 月 17 日の 2 日は、本校
では「いのちを大切にする日」として、みんなで交通安全をはじめ、自分たちの命について考える日としていま


・

藤田さん（子ども見まもりたい）

す。今年も校外委員の方に新しく危険個所等の見直しをはかった安全マップを作成していただきましたので、

私の立っているところは 10 月 20 日に児童と自転車の接触事故があったところで、国道 246 号線のロイ

学校から配布させていただきます。これをご覧いただき、ご家庭でお子様と一緒に登下校をしたり、日常遊ぶ

ヤルホストのそばです。桜町小学校から北側、国道 246 号線を越えて横断歩道橋を渡ったところになりま

上で気を付けることなどを話し合って、安全ということについて考えていただけたらと思います。

す。ここを通られるお子さんは 150 人以上になり、数的には相当な数だと思っております。国道 246 号線

三学期は１月２月に学校公開や展覧会を実施し、子どもたちの学校の様子や日常の学習成果を見てい

ということから、横断歩道は通らず歩道橋を渡って学校に行くという、安全な方法を選んでいると思います。

ただこうと計画しております。学校では引き続き、感染予防対策を講じながら、子どもたちが健康で安全で安

ここは通学路ゾーンとして、７時半から９時まで歩行者専用という指定になってします。本来ですと一般

心して学校生活が送れるよう、最善を尽くしていきます。ご協力のほどよろしくお願いします。

車両は通れないとなりますが、ときに不心得な車も入ってきますが、こちらのほうから声をかけて「迂回をして
ください」と、通らせない努力をしています。
・

・

・

私はここに配置になってから一ヶ月を過ぎたところです。10 月 20 日の事故から 3 日後の 23 日から、ここ

亘理事務局長よりご挨拶

に見守り隊として配置になりました。ここを通るお子さんたちは非常に元気です。最初のうちは私もお子さん

3 点お話をさせていただきます。まず一点目、12 月８日（火）から 12 月 15 日（火）（13 日は×）、

たちも戸惑いがありましたが、今では、お互い大きな声で「おはようございます」という挨拶をかわせるようにな

に令和 3 年度の学童の申請受付を行います。学童登録をお考えの方は期間内に申請のほどよろしくお願

りました。これからも子ども見まもりたいとして、一生懸命頑張りたいと思います。

いします。2 点目は折り紙を使って、わっかを作った飛行機です。現在、学童で作って楽しく遊んだりしていま

なぜボランティアになったかは、人それぞれ理由があります。私は、娘３人が桜町小学校の児童でした。今

す。ＢＯＰの廊下に作り方を貼っておきますので、作ってみたいお子さんはぜひ見に来てください。

は、孫と同じ年代のお子さんが、桜町小学校に通学しているということになり、孫に対するのと同じような感

3 点目は玉川台児童館が主催している「TMJ 三万羽折り鶴」というプロジェクトについてです。玉川台児童

覚で旗を振っています。ただ「見守る」という温かい言葉ではなく、私は心に留めている思いがあります。

館ではみんなで野菜を育てて集めた 3 万円で、本を買って難病などで苦しんでいる子どもたちの病院に届け

それは一昨年のカリタス小学校の児童におきた悲惨な事件です。そのことを考えますと、この通学路でも変

ようと活動しています。この取り組みに合わせて、医療従事者の方にもエールを送りたいということで、三万羽

質者、あるいは事件になるような事が発生する恐れがあります。その時、私たちが、「見守り隊」から「頼れ

の折り鶴を届けようという活動もしています。桜町小学校も協力していて、現在学童で 3,421 羽折られてい

るおじさん」に変身しなくてはならないと思っています。また大地震が来た場合、どうするのかということがあり

ます。ご協力いただける方は学童か玉川児童館にご連絡ください。

ます。これも大阪北部地震のときに小学 4 年生の女の子がブロック塀に挟まれて亡くなっています。そのよ
うなことから、いつ通学している子どもたちが地震に巻き込まれるかわからない。ブロック塀、瓦、ガラスによっ

審議・連絡・報告事項、PTA 活動に関するご意見・ご質問は

てけがをするかもしれない。その時に、我々見守り隊がどうやって適切に避難誘導、安全を確保するか、そ

sakuramachi.pta.houkoku@gmail.com までお願いいたします。

ういうことをいつも頭においてこの活動しています。

