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平成 25 年度ＰＴＡの活動が始まりました。本年度１年間よろしくお願いいたします。
『ＰＴＡだより』は、会議等の報告のほか情報共有の場としても活用してまいります。

トピックス
・平成 25 年度ＰＴＡ総会が開催され新年度の活動開始。（P5）
・各委員会への連絡用専用メールアドレスを設定しました。（P3）
・学校から配付される文書名の学校ホームページへの掲載が始まりました。（P4）
・新校舎会議室の場所と名称が２階メディアルームに変わりました。（P3）
・つくば市メールサービス（各小中学校緊急メール）の新年度登録はお済ですか？（P4）
・スポーツフェスティバル間もなく開催！（P4）

第１回実行委員会報告

4 月 13 日（土）於：図書室

《会長より・要約》
本日は、お忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。今年度の会長を務めさせていただき
ます後藤と申します。一年間よろしくお願いいたします。
今年は本校にとって４０年の節目に当たります。これまで培われた伝統に基づいて、また新たな一歩
を踏み出したいと思います。ＰＴＡのためのＰＴＡ活動ではなく、子どもたちがより良い実りある３年
間を過ごせるよう、私どもが全面的にバックアップすることを最大の目標に活動してまいりたいと考え
ております。どうか皆様のご協力をいただけますようお願いいたします。

《校長より･要約》
校長の矢口です。本年度は４０年の節目に当たる年なので、毎年行っている色々な行事を４０年記念
のメモリアルとしての要素を入れながら進めていきたいと考えています。３０周年の記念の際に、子ど
も達全員で撮った写真入りの下敷きがとても素晴らしいものでしたので、このようなことも企画したい
と思っています。
また、小中一貫教育に関して、子ども達に実感してもらえる授業づくりを考えています。例えば、２
ヶ月に１回、月曜日の６校時に授業を設けて、先生方みんなでお互いの授業を見合うということを考え
ています。
竹園東中学校は、進学に関しても非常に良い成績を修めており、注目されている学校なので、来校さ
れるお客様も非常に多いです。生徒たちがお客様に対して学校を自ら説明できるリーダーシップを取れ
るよう、子ども達を育てていきたいです。
この一年間でさらに飛躍した竹園東中学校にしていきたいと思っています。皆様よろしくお願いいた
します。

１．報告事項
＜広報委員会＞
これまでの広報誌の感想や記事への要望などを伺いたいので、保護者の皆さんへのアンケートを実施
したいと考えています。

２．審議事項
(１) 平成 25 年度活動方針(案)および活動計画(案)について【会長】
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［平成 25 年度活動方針(案)］

『子供たちの豊かで健やかな成長を育む竹中ＰＴＡ』
４０年の節目を迎えた今、
未来ある子どもたちが
伸び伸びと笑顔あふれる中学生生活を送れるよう、
学校・家庭・地域が手を携え、
新たな歴史の１ページを記そう！
本校の生徒は、時代と世代の先頭に立って進んで行く子どもたちであると思います。よって、心身と
もに健全な成長を促し、貴重で掛け替えのない３年間を過ごしてほしいとの思いを込めて、このような
活動方針(案)にいたしました。

［平成 25 年度活動計画(案)］
１．総会・役員会・実行委員会・各委員会の開催
２．つくば市・県南・茨城県ＰＴＡ連絡協議会との連携
※今年度は、つくば市Ｐ連(ＰＴＡ連絡協議会)の副会長と東部ブロックの代表を兼務いたします
ので、本校に係ることは勿論のこと、つくば市全体の教育に関することにもしっかりと対応し
てまいりますので、ご意見やご提案等がありましたらお寄せください。
３．講演会・講習会・大会への参加
４．懇親会の開催
５．学校行事への参加協力
６．ボランティア活動への協力
７．つくば竹園学園内の連携
８．学校・家庭・地域の連携
※つくば市の中でも、とりわけ本校の学区内は流動人口が多いので、地域とも連携した情報の共
有や提供に努めたいと思います。
９．学校防災連絡会議への参加協力
※昨年度より県内で事業化されスタートした取り組みです。災害などの際には、学校が避難場所
や避難所になるため、日頃から学校・保護者・地域が連携し情報の共有やいざという時の対策
について協議していきます。
10．その他
（２）[平成 25 年度ＰＴＡ会計予算(案)]について【会計】
※通信費の取り扱いについて【会長】
昨年度から引き継いだ検討事項として、これまで一部に限られていた連絡通信費を役職に関わ
らず、予算内にて役員委員全員に均等払い（300 円程度）にすることを協議していきます。
→各委員会にて意見聴取していただき、次回の実行委員会にて取りまとめます。
以上、上記（１）
、（２）について承認されましたので総会に上程いたします。
（３）総会の準備と役割分担について【副会長】
・総会事前準備について
総会資料綴じ込み作業 4 月 20 日(土)10：00～ＰＴＡ室
・総会当日について
（新保健校外委員）
12：30～13：15 竹園ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ及び竹園ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰの駐車場監視
（新学年委員）
12：45～ 新学年委員集合→机の準備→各学年主任から名簿と委任状を受け取る→委任状提出者
を名簿に記入する
13：15～ 受付開始
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13：30～ 一時解散、授業参観へ
14：15～ 名簿の最終確認（出席者数、追加の委任状の数の確認）
（４）ＰＴＡ室の使い方について【庶務】
・基本的に平日の使用を心がけ、可能な限り土・日の使用は避けること
・土・日の使用については、事前に必ず委員会担当教職員に相談すること
(使用日の１週間くらい前までに、電話またはメールで各委員会担当に連絡)
・使用予定を必ずＰＴＡ室のカレンダーに記入すること
・使用の際は、ＰＴＡ室掲示板下の使用簿に記入すること
・使用前と使用後に代表者は職員室に声を掛けること
・ストーブを使用する際は、使用前に必ず職員室に使用する旨連絡すること
・エアコン、ストーブを使用した後は、必ずスイッチを消してから帰ること
・印刷機の使用時→印刷機使用簿に記入(使用目的・枚数)
・印刷用紙が無くなった時→２階教材開発室から補充(教職員に報告の上)
・他、不都合があった場合は、職員に相談のこと
・ＰＴＡ室の清掃当番
当番月
当番
委員会

5月

6月

7月

研修
9学年 保健校外
（15名） （8名） （15名）

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

女ネット(6名)
広報
8学年
7学年
研修
保健校外
広報
ＨＰ（2名）
（15名） （10名） （12名） （15名） （15名） （15名）
家教（6名）

※メディアルーム（新校舎旧会議室）も空いている場合は利用できますが、事前に谷口先生まで
連絡を入れてください。
（５）平成 25 年度実行委員会開催日程について【副会長】
・5/25、7/6、9/7、10/26、12/7、2/8、3/1 の各土曜日
（時間：10 時 30 分～ 場所：新校舎メディアルーム）
・実行委員会への出席は、規約の定めにより原則、委員長・副委員長にお願いいたします。都合によ
り出席者が変わる場合には、庶務への出席者氏名の連絡と審議事項などの内容引継ぎをお願いいた
します。なお、新校舎１階の会議室は２階に移り名称もメディアルームとなりました。
（６）奉仕作業および廃品回収について【副会長】
8/24(土)・11/16(土)の２回を予定します。
（７）各委員会発行の文書申請について【会長】
・各委員長⇒本部庶務→本部・学校にて確認修正→本部庶務⇒各委員長→印刷配付
・文書申請メール形式
件名：文書申請：○○委員会
本文：申請者名、申請文書名、発行予定日
添付：文書ファイル
（８）本部および各種委員会のメール設定について【会長】
今年度は役員委員間の連絡および会員からの連絡用に委員会のアドレスを設定します。
・公式＜info@takechu-pta.org＞（会長・副会長）
・本部役員への連絡＜h25honbu@takechu-pta.org＞（会長・副会長・庶務・会計）
・報告書、文書申請ほか庶務への連絡＜h25shomu@takechu-pta.org＞（庶務）
・予算ほか会計への連絡＜h25kaikei@takechu-pta.org＞（会計）
・各種委員会への連絡＜h25 委員会名@takechu-pta.org＞（各委員長・副委員長）
７学年委員会：h257g@takechu-pta.org
８学年委員会：h258g@takechu-pta.org
９学年委員会：h259g@takechu-pta.org
広報委員会：h25kouhou@takechu-pta.org
保健校外委員会：h25hokenkougai@takechu-pta.org
研修委員会：h25kenshu@takechu-pta.org
ホームページ委員会：h25hp@takechu-pta.org
女性ネットワーク委員会：h25jonet@takechu-pta.org
家庭教育学級委員会：h25kakyo@takechu-pta.org
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（９）委員のポイント制について【会長】
昨年度から引き継いだ検討事項として、実行委員会出席や委員会のとりまとめなど、役割の多い正
副委員長を２ポイントとする案について協議していきます。
→各委員会にて意見聴取していただき、次回の実行委員会にて取りまとめます。

３．連絡事項
(１）学校より・・・
【教頭先生】
・各委員会担当職員紹介
第７学年委員会
学年主任
田中真樹子先生
第８学年委員会
学年主任
菅谷和美先生
第９学年委員会
学年主任
山口裕司先生
広報委員会
７年５組
後藤和代先生
保健校外委員会
８年３組
村上紘之先生
ホームページ委員会
７年３組
川俣 純先生
女性ネットワーク委員会
教
頭
志賀正章先生
家庭教育学級委員会
学年主任
田中真樹子先生
研修委員会
９年４組
高澤利枝子先生
・今年度より、日々の配付物について学校ホームページ上にその文書名を掲載します。
→手元に届いてない場合はお子さんに確認願います。
・ＱＵ（Questionnaire-Utilities ）「楽しい学校生活を送るためのアンケート」
（学級の状態や、子ども一人一人の意欲・満足感などを測るアンケート調査）の
実施を検討しています。～有効なものにするために今年度２回実施したいため、
予算面につきＰＴＡとして協議いただきたい。
→次回実行委員会にて詳しい先生より内容や有効性について伺うことにしました。
・スポーツフェスティバル開催 5/24 日(金)8:50～15:50 （雨天時 5/29(水)）→詳細 5/9 付案内文書
(２）本部より
＜会長より＞
「つくば市メールサービス」（各小中学校緊急メール）は毎年度登録が必要です。
まだ新年度の登録をされていない会員は早めに登録願います。
つくば市ホームページ→つくば市メールサービス→登録認証型メールサービス
→認証コード「takeej320」入力→仮登録メール受信→本登録
携帯登録用ＱＲコード
＜会計より＞
次回の実行委員会時に各委員会予算をお渡しします。印鑑を忘れずにご持参ください。広報委員会は
支給額が多いので２回に分けてお渡しします。
学年委員は、各クラスの「名札」の数を確認してください。
＜庶務より＞
5/13(月)までに、「平成 25 年度竹園東中学校ＰＴＡ委員会年間活動計画(案)」を庶務
＜h25shomu@takechu-pta.org＞まで送信してください。
その際、創明祭出店企画案についても各委員会でお話し合いの上ご提出ください。
実行委員会開催の前週の金曜日までに、
「平成 25 年度竹園東中学校ＰＴＡ委員会月次報告書」を庶務
＜h25shomu@takechu-pta.org＞まで送信してください。
＜副会長より＞
ＰＴＡ総会後に懇親会をホテル東雲にて開催します（4/26(金)18：00～）
。離任された先生方も参加さ
れますので、皆さんもぜひ参加してください。

平成 25 年度

第２回実行委員会開催予定

5 月 25 日（土）10：30～

新校舎メディアルーム

※委員会ごとに月次報告書（活動報告・活動予定・審議要望事項・会員への予定配付物など）を
5 月 13 日（月）までに庶務＜h25shomu@takechu-pta.org＞まで送信してください。
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平成 25 年度総会報告

4 月 26 日（金）於：体育館

4 月 26 日(金)にＰＴＡ総会を開催し、平成 24 年度活動報告・会計決算報告・会計監査報告、平成 25
年度活動計画案・会計予算案についての説明が行われ、承認されましたことをご報告いたします。
多くの皆様のご参加とご理解を頂きましたこと、心より御礼申し上げます。
なお、当日は、会員数 521 名（保護者 485 名,教職員 36 名）中、出席者数 245 名、委任状提出者数 204 名、
合計 449 名により、ＰＴＡ規約第 10 条の規定に基づき総会は成立いたしました。

《平成 24 年度ＰＴＡ会長挨拶・要約》
平成 25 年度ＰＴＡ定期総会の開催にあたり、執行部を代表いたしましてご挨拶申し上げます。皆様に
は、日頃よりＰＴＡ活動に対してご理解とご協力を賜り、御礼申し上げます。
まず、平成 24 年度の活動を振り返ってみますと、各委員会または各学年からのお便り等でご承知のと
おり、年度当初の活動計画を順調に消化し、成果を挙げてきました。ＰＴＡ活動の究極の目的は子ども
たちが安全で、楽しく、のびのびと学校生活、地域生活を送れることと考えております。
一昨年から全国的に騒がれた不審者も、幸いなことに竹園東中学校区では大きな事故もなく今日に至
っておりますが、災害事故と同じように、事件等もいつどこで起きるかは分かりません。そのためにも
保護者の皆様、学校、そして地域の方々の協力連携なしには成り立ちません。子どもたちのことを思う
一人ひとりの積極的な行動力と熱い思いが集結して、初めてより良い学校、安全な地域社会を支えるこ
とができるのではないかと考えております。ご理解とご協力に、校長先生はじめ諸先生方に改めまして
感謝申し上げます。竹園東中学校ＰＴＡに対して、さらなるご協力を賜りますようお願いいたしまして、
挨拶といたします。

《校長挨拶・要約》
校長の矢口和美です。今年で２年目になります。
平成 24 年度のＰＴＡ会長の栗山様には竹園東中学校の地域の連携を深めていただいたことに御礼申し
上げます。今年も引き続き、その活動を継続して、より強いものにしていきたいと思っています。
竹園東中学校は今年で４０周年を迎えます。国際社会で貢献できる人間力を育む“The Dream of
Takezono”が開校当初からの本校の理念です。また、今年のテーマは、「共に育つ 元気なあいさつ 勇
気づけ」です。共に育つというのは、生徒たちだけでなく、共に活動していく先生たちも共に育ってい
ってほしいと願っています。これからも竹園東中学校で学ばせたいとの保護者の数を増やしていきたい
と思っています。
昨年より、竹園学園は小中一貫校としてスタートしています。中学校に上がる際の生活のギャップを
少なくするために、小学校でも教科担任制を取り入れています。また、人間関係においても校則がない
せいか、部活動における先輩後輩の関係で変化を感じることがなく、７～９年生みんな仲良く生活でき
ています。本校は評議員制度を取り入れています。評議員にリーダーシップを取ってもらい、他の地域
から参観に来るお客様に自主的に説明できるようになってもらいたいと考えています。生徒同士の良好
な人間関係は大事なことです。ぶつかることはあってもそれが成長の場であり、行き過ぎない程度に良
く見ていきたいと思っています。今年は高校入試においても、合格率が高く好成績を収めました。学校
としても授業は勿論、色々な行事を通して、子どもたちの学習をバックアップしていきたいと思います。
今年は小中一貫２年目になります。つくばスタイル科の実践校として、全国小中学校サミットの会場
校になっています。つくば市一・全国一の学校を目指してがんばっていきたいと思います。今年１年間
よろしくお願いいたします。

《平成 25 年度ＰＴＡ会長挨拶・要約》
本年度ＰＴＡ会長を拝命いたしました後藤秀一です。平成 24 年度の役員ならびに委員の皆様には大変
お疲れ様でした。多くの時間をさいてＰＴＡ活動にご尽力いただいたことに深く感謝申しあげます。こ
れからもご協力いただけますようお願い申しあげます。
さて、本年度は本校にとって 40 年の節目の年にあたりますので、開校以来これまで培われてきた伝統
のうえに新たな歴史の一ページを記していきたいと思います。
後ほどお諮りいたしますが平成 25 年度の活動方針は「子どもたちの豊かで健やかな成長を育む竹中
ＰＴＡ」といたしました。
本校の 523 名の子どもたちは、将来多くがその世代の、またその時代の先頭に立って活躍をしてくれ
る人材であると確信しています。それだけに、ＰＴＡとして全力でバックアップし、教育環境の充実に
しっかりと力を尽くしていきたいと考えています。また、先生方におかれましても、目の前の生徒を教
えるということは、その向こうにいるであろう何百、何千もの人たちを教えることに等しい、そんな思
いで指導にあたっていただきたいと思います。
結びに、本年度も会員皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげご挨拶といたします。
１年間どうぞよろしくお願いいたします。
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《議事》（詳細はＰＴＡ総会資料参照）

議長：平成 23 年度副会長
・平成 24 年度活動報告
本部役員会、１学年委員会、２学年委員会、３学年委員会
広報委員会、保健校外委員会、研修委員会、ホームページ委員会
女性ネットワーク委員会、家庭教育学級委員会
指名委員会
※本部役員の２役から２役以上への変更案を実行委員会へ上程し承認。
25 年度本部役員から適用。
選出委員会
・平成 24 年度会計決算報告
・平成 24 年度会計監査報告
以上の内容につき、質疑はなく承認されました。
・平成 25 年度活動計画案
・平成 25 年度会計予算案
（質疑応答）
＜質問＞40 周年対策費は、どのように使う予定ですか？
＜回答＞現在のところ式典等の予定はないため、例えば、30 周年の際に配付された生徒全員の集合写
真を下敷きにしたもののように記念に残るものを作成できればと考えています。
＜質問＞１・２・３学年委員会が７・８・９学年委員会と呼称変更になるに伴い規約は変更しますか？
＜回答＞ＰＴＡ規約には学年委員としか規定されておらず、細則も同様のため規約変更は伴いません。
以上の内容につき、承認されました。
今年度１年間、ＰＴＡ活動に対する会員皆様のさらなるご支援をどうぞよろしくお願いいたします。
平成 24 年度ＰＴＡ本部より『平成 24 年度ＰＴＡ会計報告書』について下記の通り訂正連絡がありました。
総会資料に誤りがございました。ＰＴＡ総会資料 7 ページについて、下記の通り訂正させていただくと
ともに、深くお詫び申し上げます。
行番号、訂正箇所
44 行 予備費

本年度予算

誤

正

1,155,418

1,181,969

この訂正に伴い、本年度予算及び差額の項目の一部が以下の様に訂正（太字部分）となりますが、総会
でご承認頂いた本年度決算額および次年度への繰越額（1,258,824 円）に、変更はありません。

行

科目

44
45
46

予備費
本部会計 小計
支出の部 合計

【誤】（下線部分）
本年度予算
1,155,418
1,706,418
3,366,623

本年度決算

差額

63,311
682,844
2,350,704

1,092,107
1,023,574
1,015,919

本年度決算

差額

63,311
682,844
2,350,704

1,118,658
1,050,125
1,042,470

⇓
行

科目

44
45
46

予備費
本部会計 小計
支出の部 合計

【正】（太字部分）
本年度予算
1,181,969
1,732,969
3,393,174
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