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トピックス
・校舎耐震補強工事が始まりました。
（P1,P6）
・竹園一丁目にて大型集合住宅の建設工事が始まります。通行にご注意を！（P2）
・つくば市ＰＴＡ連絡協議会「教育講演会」が開催されます。
（P3）
・
「創明祭」ＰＴＡ企画案がまとまりました。
（P3）
・ＰＴＡ奉仕作業が行われます。ご参加ください！（P4）
・県防災情報メール・県警ひばり君防犯メールの登録を！（P5）
・竹園東中学校 40 周年記念にあたりご協力ください！（P4,P6）

第３回実行委員会報告

7 月 6 日（土）於：新校舎ﾒﾃﾞｨｱﾙｰﾑ

《会長より・要約》
おはようございます。梅雨も明け夏本番となり、創明祭の準備も本格化してまいります。また、年度
当初よりご案内の通り、本年度、本校は 40 周年を迎えます。本校は、学園都市開発の一貫として昭和
49 年 1 月に花室第一中学校（仮称）開校準備要員の人事発令がなされ開校準備が始まりました。4 月に
は校舎建設が間に合わないことから桜中学校内にて桜村立竹園東中学校が開校しました。この場所の校
舎で教育活動が開始されたのはその年の 9 月で、ＰＴＡの結成は翌年 5 月の事でありました。そのよう
な歴史を経て今日をむかえた訳ですが、この機にあたり、当時の貴重な写真やデータを収集し、歴史や
伝統について振り返り、子どもたちや保護者、先生方にとって思い出に残るような節目にしたいと思っ
ておりますのでご協力よろしくお願いいたします。

《校長より・要約》
市総体では、サッカー部（優勝）、野球部（3位）など、県南の出場を果たした部活が沢山ありました。9年生は
引退となりますが、創明祭や次の目標に向かって進んでいくこととなります。また、先日は沖縄県から
10名の先生が視察に来られ、その際、評議員の生徒が本校紹介のスピーチを行いました。後日、評議員
は出身小学校を訪れ、5・6年生を対象に中学校紹介のスピーチをする予定です。授業では、子どもたち
一人一人が使用する小型パソコンの情報を一斉に大画面のモニタに提示し、相互に比較･検討する等、
ＩＣＴ教育にも積極的に取り組んでおります。また、先日、ＱＵテストを実施しました。データが戻り
次第フィードバックすることになっております。

１．報告事項
（１）学校より
校舎耐震補強工事について（参照：P6 及び 7/8 付文書）
7 月 16 日～運動場南側フェンス付近に、子どもたちへの安全が確保できるよう大型車両専用の出
入口を設置する予定です。
7 月 20 日～11 月 15 日（予定）で、特別教室棟（夏休み中）
・武道場（夏休み後半～）
・管理棟にお
いて行われます。その間は学校への出入口は新校舎生徒昇降口となります。
（２）各種委員会より
①三校連絡協議会報告（6/26）
【保健校外委員】
つくば竹園学園三校のＰＴＡ本部役員、校外委員、教職員が参加し、本校ﾒﾃﾞｨｱﾙｰﾑにて開催され、
通学路等校外に係る問題点や課題について協議されました。
また、小中一貫教育が開始されたこと及び、協議会の目的を明確にするため、名称を三校連絡協
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議会から「つくば竹園学園校外安全協議会」に変更しました。なお、竹園学園の安全マップを両小
学校ＰＴＡとも協力し作成の予定です。

②市Ｐ連女性ネットワーク委員会報告（6/29）【女ネット委員】
豊里交流ｾﾝﾀｰにて市内各校から参加者のもと、「防災」についてのワークショップが行われまし
た。避難所運営についてのディスカッションは、改めて防災について考える良い機会となりました。
本年度の市Ｐ連女ネット委員会のテーマは「防災」なので、災害時に出来る事やすべき事などにつ
いて日頃から考え、防災意識を高めていきたいと思います。なお、報告書をＰＴＡホームページに
掲載します。
③家庭教育学級開級式再募集【家教委員】
「江戸しぐさ」テーマに 7 月 16 日開催する同講演会の再募集をします。ぜひご参加ください。
④活動報告
【本部役員会】
5/25
5/26
5/30
6/10
6/13･14
6/15
6/19
6/22
6/24
6/26
6/29
7/ 1
7/ 2
7/ 4
7/ 5

【広報委員会】

第 2 回役員会・第 2 回実行委員会
県 P 連･県Ｐ安定期総会
市 P 連理事会事前打合
教育長表敬（市 P 連役員就任挨拶）
PTA だより印刷配付作業
第 1 回市 P 連理事会
大規模集合住宅建設説明会
第 1 回市 P 連定期連絡会
市議会議長表敬（市 P 連役員就任挨拶）
三校連絡協議会
市 P 連女ネット委員会
市 P 連東部ブロック連絡会事前打合
市 P 連東部ブロック連絡会
創明祭他打合
市 P 連教育講演会事前準備

5･6 月
6/ 4
6/ 5
6/22
6/26

6/10
6/13
6/18
6/21

5/11
6/ 8

第 2 回研修委員会
第 3 回研修委員会

【ホームページ委員会】
5/23
5/26
5/27
5/30
6/7
6/17

学年主任とスクールカウンセラーとの打合の内容
について相談，企画書の作成
創明祭の打合（委員長・行事担当）
スクールカウンセラー，学年主任，家教と講演会
の打合（委員長・副委員長）
創明祭販売品購入店と交渉（行事担当）
学年主任と夏期 PTA の打合

PTA だより第 1 号をホームページに掲載
トップページのレイアウト見直し・変更
レンタルサーバー契約更新
創明際企画打合（女ネット・保健校外合同）
バックアップソフトの選定
PTA だより第 2 号をホームページに掲載

【女性ネットワーク委員会】
5/25
5/30
6/ 9

実行委員会出席
創明祭についての HP・家教・女ネット議会
女性ネットワーク PTA HP 委員会との講演会
についての HP 掲載についての話し合い

【家庭教育学級委員会】

【8 学年委員会】

5/25

5/25
6/11

6/22

第 2 回学年委員会
創明祭打合

【9 学年委員会】
6/15

学区通学路の危険個所確認報告書を竹園東中学
校安全委員会に提出
さわやかマナーアップキャンペーンへの参加
第 3 回委員会開催（創明祭警備担当分担）
第 1 回つくば竹園学園三校連絡協議会の開催

【研修委員会】

【7 学年委員会】
5/26

「竹園」102 号編集

【保健校外委員会】

PTA 室の清掃
創明祭打合

第 2 回委員会
・7 月 16 日開級式について ～担当者決め～
第 3 回委員会
・開級式の確認・配付物印刷（3 部）
・閉級式について・創明祭について

（３）本部より
①県ＰＴＡ連絡協議会･県ＰＴＡ安全互助会定期総会報告（5/26）【会長】
笠間市にて開催され、決算ならびに事業報告、予算ならびに活動計画について承認されました。
②大規模小売店舗改造工事説明会報告（6/18）【会長】
カスミ学園店が耐震工事も含めた改装工事の予定があります。工事開始時期は未定ですが、判明
次第お知らせします。工期に入ると工事車両の出入りを伴うため、通学路の安全確保について協議
していきたいと考えています。
③大型集合住宅建設説明会報告（6/19）【会長】
15 階建て 3 棟（計 322 戸）の大型集合住宅が竹園 1 丁目（竹園西幼稚園とカピオの間）に建設さ
れます。工期は 2 年間と長いため、通学路の安全確保について要請しました。引き続き協議してい
きます。なお、隣接の商業施設の着工時期は未定です。
2

④市Ｐ連定期連絡会報告（6/22）
【会長】
大穂交流ｾﾝﾀｰにて市内 52 小中学校の PTA 及び教職員の代表が参加し開催されました。市への要
望事項取りまとめや、8 月 18 日に開催される教育講演会について等協議されました。
⑤市Ｐ連東部ブロック連絡会報告（7/2）【会長】
東部ブロックを構成する旧桜村地区を中心とする 13 小中学校のＰＴＡ会長及び教職員の代表が
参加し開催されました。ブロックにて中間取りまとめする市への要望事項などについて意見交換を
行いました。

２．審議事項
（１）つくば市ＰＴＡ連絡協議会「教育講演会」について【会長】
（参照：7/8 付文書及びチラシ）
8 月 18 日に下記内容にて開催される教育講演会に市Ｐ連より動員要請がありました。各校クラ
ス数以上とのことですので、本校では 15 名以上の参加者を募らなくてはなりません。ついては、
各委員会から 2 名の参加をお願いいたします。なお、少人数委員会は各 1 名とします。なお、一般
会員にはチラシと参加申込書を配付します。
・日時：8 月 18 日（日）9:00（受付開始）～11:40
・場所：市民ホールくきざき
・講師：秋山邦久先生 （越谷心理ｾﾝﾀｰ所長、常磐大学大学院心理臨床ｾﾝﾀｰ准教授）
・演題：
「子どもからのサインを見逃さないために」
（２）創明祭について
・開催時間について
9:30～14:00 とします。

・案内マップについて
食品販売・展示・ゴミ箱設置箇所などの情報を掲載したものを作成します。

・衛生面について
食品を取り扱う出店企画では、衛生面で充分な配慮をお願いします。マスク・手袋・消毒用アルコール・ごみ袋 は
本部で一括購入致します。雑巾・布巾・エプロン・三角巾は強制ではないですが、各自ご用意ください。

・延期、中止について
台風などによる延期や中止において、仕入れた食品を販売できなくなった場合の対応は各委員会判断に任せます。
また、キャンセル料などは本部で負担します。

・冷蔵、冷凍庫について
各利用希望者との打合の上、調整します。

・駐車許可証について
駐車場を希望されている場合は事前に届けていただき、当日は駐車許可証をフロントガラスに掲げてください。
駐車場所にはコーンを設置しておきます。

・ＰＴＡ企画案
委員会

内容

販売・開催場所

7年

ペットボトル販売（当たりくじ付き）

体育館

8 学年

パンの販売

体育館

9 学年

おにぎり・いなりずし・ナゲット＋ゼリー・から揚げ・北条米
シフォンケーキ・北条米クッキー・プチどら焼きの販売

体育館

保健校外

シャーベット販売・校内巡視・駐車場監視

プール横（ﾃﾝﾄ設置）

研修

ゴミ箱設置・分別・回収

体育館・本部出店場所

家教・HP・女ネット

風呂敷包み・プリザーブドフラワー

美術室

本部

焼きそば・フランクフルト

プール横（ﾃﾝﾄ設置）

標準服ボランティア

標準服の展示

PTA 室

図書ボランティア

古本市

体育館入口
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・出店準備金支払い・・・・・・・・・ 7/6（土）実行委員会終了後
・決算報告書・内訳別表提出・・・・・10/11（金）会計あてメールにて送付
・各委員会創明祭感想・反省点提出・・10/18（金）庶務あてメールにて送付
・創明祭出店準備金収益金精算・・・・10/26（土）実行委員会終了後

３．連絡事項
①ＰＴＡ奉仕作業について【副会長】（参照：7/10 付文書）
8 月 24 日（土）8:00～9:30（予備日：翌日）除草作業を行います。年 2 回実施している奉仕
作業の第 1 回目です。今回もしくは第 2 回目（11/16）のいずれかに参加願います。雨天延期の
際は、当日の午前 7 時までに学校ホームページ及び緊急連絡メールにてお知らせします。
同時に行う資源物回収（前日まではＰＴＡ室、当日は集合場所のプール横）にもご協力くださ
い。市からの資源物集団回収奨励金はＰＴＡの収入となり、子どもたちの学校生活環境を改善す
るために使用されます！
②書き損じはがきの回収活動について【庶務】（参照：9 月配付予定文書）
前期（9 月末まで）
、後期（2 月上旬まで）の年 2 回実施しています。ＰＴＡ室の回収箱へ投函
して下さい。詳しくは 9 月に配付する文書をご覧ください。
回収したハガキは換金され、社会福祉協議会等への寄付、ならびにＰＴＡ活動の推進に活用さ
れます。県南Ｐ連では災害特別基金に充当されます。
③家庭教育実践事例集「愛の記録」第 48 集 原稿募集について【庶務】
（参照：7/17 付文書）
7 月～9 月 3 日までの間に、家庭での教育に関するエピソードを募集します。応募いただいた
文章は同文集に掲載され、入選者は県ＰＴＡ振興大会にて表彰されます。
④竹東中 40 周年にあたり協力のお願いについて【会長】（参照：P6 及び 7/2 付文書）
秋に予定している本校 40 周年を記念した展示等に向けて、昔の写真や資料などをお持ちの場
合、複写させていただきたいと思いますので学校までお知らせください。また、お知り合い等で
お持ちの方がいらっしゃいましたらご紹介ください。本校の歴史や伝統をふりかえる機会となり
ますので、ご協力いただけますようお願い申しあげます。
⑤標準服ボランティア･図書ボランティアより【会長】（参照：7/8 付文書,7/17 付文書）
・標準服リサイクルボランティア･･･参観日に合せて制服、体操服の展示を行います。また、サ
イズが合わなくなった等による制服や体操服の提供も募ります。メンバーも募集しています。
・図書ボランティア･･･創明祭での「古本市」に向けて、不要になった本･CD･DVD などの寄付を
8/6 まで募ります。新校舎昇降口の回収箱までお届けください。
⑥市Ｐ連から市への要望事項取りまとめについて（東部ブロック中間とりまとめ）【会長】
例年、市Ｐ連では市へ
学校施設の整備･改善
通学路の安全対策
の要望を取りまとめ、秋
エアコン設置
歩道整備
トイレ改修（洋式化）
に提出しています。
不審者対策
水回りの改修
本校では各委員会での
防犯カメラ設置
植栽剪定
協議を経て集約しました。
防犯灯設置
フェンス改修
東部ブロック 13 校の
経過時間表示機能付信号設置
危険箇所対策（階段､ﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄﾞｱ等）
要望を中間とりまとめた
机･椅子の更新
歩車分離型信号設置
ものが右記内容です。
楽器等の修理更新
ゴーストタウン化対策
特に中心部では、空き住
風車の撤去
防災対策
校庭芝生化
宅の増加等により、通学
防災倉庫の設置
プールの安全対策
路の安全を不安視する声
老朽化施設の改修
防災備品の配置
も多く、しっかりとした
非構造部材の耐震対策
防災体制の充実
対策が必要であることが
その他
分かります。これから市
放射性物質の影響対策（健康調査の継続、水源[霞ヶ浦]の浄化）
Ｐ連での協議を進めます。
学区の見直しと人口動態を見据えた学校の適正配置
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⑦県防災情報メール・県警ひばり君防犯メールについて【会長】
（参照：別項）
迅速な情報を入手できますので登録されてはいかがですか。
⑧第 32 回竹園子どもまつりについて【会長】
今年は下記にて開催されます。ぜひご参加ください。
・日時：7 月 13 日（土）15:30～18:30
・場所：竹園東小学校

第 4 回 実行委員会開催予定

9 月 7 日（土）10:30～ﾒﾃﾞｨｱﾙｰﾑ

※委員会毎に、活動報告書（活動報告・活動予定・審議要望事項・会員への配付物予定）を
8 月 30 日（金）までに ＜庶務＞h25shomu@takechu-pta.org へ送信してください。

茨城県防災情報メール

茨城県

茨城県では、防災に関する情報を電子メールで携帯電話やパソコンに配信しており、下記の情報を得
ることができます。ぜひ、登録されてみてはいかがですか。登録の際には、希望する情報及び地域を選
択することができます。

・気象関連情報
気象警報（大雨、洪水、暴風、波浪、高潮）
土砂災害警戒情報
地震（震度 4 以上）
、津波情報
・避難関連情報
避難準備情報、避難勧告、避難指示

茨城県防災情報メール

検索

ひばり君防犯メール

茨城県警察本部

茨城県警察本部では、犯罪情報や不審者情報などを電子メールで携帯電話やパソコンに配信しており、
下記の情報を得ることができます。ぜひ、登録されてみてはいかがですか。登録の際には、希望する情
報及び県内 28 警察署の中から希望する警察署を選択することができます。
なお、今春リニューアルされたため、以前登録されていた方も再登録が必要です。

・子ども・女性対象の犯罪、声かけ、不審者情報
暴行（暴漢）
・公然わいせつ・声かけ・ちかん等
・振り込め詐欺等情報
振り込め詐欺・振り込め類似詐欺・悪質商法
・その他の犯罪情報
殺人・強盗・放火・恐喝・通り魔事件・ひったくり
凶器を使用して県民に危害を及ぼすおそれのある事件
連続的に発生し、被害の拡大が予想される事件
・行方不明者等情報
行方不明者・身元不明者・身元不明遺体の情報提供依頼
・交通事故情報
ひき逃げ交通事故（死亡又は重傷）
、交通事故防止への注意喚起等
・県警からのお知らせ
各種イベント開催情報、交通安全運動や地域安全運動等の情報等

ひばり君防犯メール

検索
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校舎耐震補強及び改修工事について
7 月 8 日付文書にてお知らせの通り、本校校舎の耐震補強及び改修工事が下記内容にて開始されまし
た。主要な工事は夏休み期間を中心に実施されますが、一部工事は夏休み明けも継続されます。ＰＴＡ
としても学校と連携し生徒の安全確保に努めます。
期間中は立入制限区域が設けられ、校内への出入りも新校舎側に限られます。ご注意ください。
なお、旧校舎、体育館、プール、新校舎は工事対象ではありません。
工事期間：7 月 8 日（月）～11 月 15 日（金）
工事個所及び内容：特別教室棟，管理棟

工事対象

→ 耐震補強,外壁補修,内壁塗替、
天井塗替,トイレ全面改修

武道場

立入制限区域

武道場

仮囲い

→ 耐震補強,内部床補修･研磨、
外壁塗替,トイレ全面改修

工
事
事
務
所

グ ラ ン ド

旧校舎

グランド通路
（開閉式ｹﾞｰﾄ）

特別教室棟

工事車両
出入口

新校舎
体育館

プール

管理棟
生徒･教職員･
保護者出入口

竹園東中学校 40 周年記念にあたりご協力ください！
7 月 2 日付文書にてお知らせの通り、本校 40 周年を記念した展示等を計画しています。
つきましては、開校初期の写真や資料、旧制服などをお持ちの方や、所有されている方に心当たりのあ
る方は情報をお寄せください！学校に保存されている物にも限りがあるため、広く募集いたします。本
校の卒業生をはじめ当時を知る方に是非お声掛けください。
なお、お借りした写真や資料は複写後に返却させていただきます。

開校 40 周年

info@takechu-pta.org

情報求む！
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