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トピックス
・
「つくば光の森 2013」開催されました！（P1,4）
・
「第 8 回小中一貫教育全国サミット in つくば」開催されました！（P2,3）
・三大行事の写真販売を開始しました！（P4）
・書き損じはがき回収活動にご協力ください！（P4）
・市Ｐ連「ランドセル寄贈キャンペーン」使い終えたランドセルを寄付してください！（P4）

第９回

つくば光の森２０１３

11 月 23 日（土）～

つくば駅周辺を色鮮やかなイルミネーションで輝かせる冬の風物詩として親しまれ、第９
回目を迎えた今回は、人と人とのつながりから生まれる無限の可能性が、明るい未来を照らす力になる
という願いを込めて、11 月 23 日の点灯式から 1 月 13 日まで開催されました。
中央公園には、竹園学園と二の宮小学校の皆さんが制作した 60 基を超える LED オブジェが展示され、
街を彩りました。本校からは美術部の皆さんが、筑波山などをモチーフにした大掛かりな作品を手がけ
ました。点灯式には合唱団の皆さんも参加し竹園東小の皆さんと一緒に合唱を披露しました。
12 月 14・15 日に開催されたランタンアートでは、本校の 8 年生が企画の段階から参加し、ペットボト
ルの回収、会場の事前清掃などの準備を経て、約 1200 個の手作りランタンでかたどった「芽吹けつくば」
と題した作品をセンター広場に作り上げました。また、周辺に飾られた数多くの小学生や中学生のラン
タンの展示や点灯も本校の 8 年生が携わりました。
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第６回実行委員会報告

12 月 7 日（土）於：新校舎ﾒﾃﾞｨｱﾙｰﾑ

《会長より・要約》
早いもので暦の上では師走を迎えました。新年も引き続きよろしくお願いします。さて、１１月に行
われたＰＴＡ奉仕作業においては、４００名を超える方々にご参加いただき、ありがとうございました。
お蔭さまで、翌週に開催された「小中一貫教育全国サミット in つくば」においては、きれいな校舎で全
国からたくさんのお客様をお招きすることができました。また、サミットでは学年委員・本部役員の皆
さんに、受付・案内のご協力をいただきました。１２月第一月曜日には「市Ｐ連市内 51 小中学校一斉マ
ナーアップキャンペーン」として登校時挨拶運動を実施いたしました。本部役員・委員の皆さん、先生
方、生徒の皆さん合わせて１００名ほどの方々にご参加いただき、無事終えることが出来ました。感謝
申しあげます。

《校長より・要約》
おはようございます。ＰＴＡの奉仕作業へのご協力のおかげで、小中一貫サミットをたいへんきれい
な校舎で開催することができたことに感謝いたします。サミットには全国から２００名ほどのお客様に
おいでいただきました。報道関係の方も多く、茨城新聞と朝日新聞には、今回のことを紙面に載せてい
ただきました。これからも視察が続き、評議員の生徒がお客様をご案内することが多いと思います。ア
ンケートにおいても子どもたちの案内がとても印象深いとの評価を受けています。 音楽祭も終わり、
３大行事も無事終わりました。９年生は受験に向けた体制に入り、７・８年生は１月の学力診断テスト
を意識しながら学習を進めています。また、次年度ＰＴＡ役員の選考も始まりました。今後ともよろし
くお願いいたします。

１．報告事項
（１）各種委員会より
①スクールカウンセラーによる講演会（11/14）【７学年委員会・家庭教育学級委員会】
②性教育講演会（11/5）【８学年委員会】
③県南ＰＴＡ連絡協議会女性ネットワーク委員会研修会
詳細は本校ＰＴＡホームページに掲載
④活動報告
【本部役員会】

【7 学年委員会】

10/26
10/26･27
10/27～
11/2

第5回役員会・実行委員会
関東ブロックPTA研究大会
市P連読書週間
県P連理事会
第1回指名委員会
11/5
平成26年度本部役員募集文書配付
11/6
市P連打合
11/7
防災教室打合
11/8
つくば光の森準備
11/9
つくば光の森準備
11/10
つくば市議会報告会
11/11
市P連補助金審査会
11/12
筑波研究学園都市50周年記念式典
11/16
第2回PTA奉仕作業（校内清掃・資源回収）
11/17
県P連振興大会
11/20
PTAだより印刷配付
11/20
つくば光の森現場打合
11/21
市P連要望書提出（市長）
11/21･22 第8回小中一貫教育全国サミット
11/22
つくば光の森現場設置
11/23
第2回指名委員会
11/23
つくば光の森点灯式
11/27
市P連打合・市P連要望書提出（議長）
11/28
つくば竹園学園校外安全協議会
11/30
第3回指名委員会
12/2
つくば市P連小中学校一斉登校時挨拶運動

10/26
11/2
11/14
11/16
11/21
11/23
11/30

第5回実行委員会
第1回指名委員会
ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰによる講演会（家教委共催）
第2回PTA奉仕作業受付
小中一貫教育全国サミット受付・案内
第2回指名委員会
第3回指名委員会

【8 学年委員会】
10/26
11/2
11/5

11/16
11/21
11/23
11/30

第5回実行委員会
第1回指名委員会
PTA会議室清掃
性教育講演会受付
第5回学年委員会
第2回PTA奉仕作業受付
小中一貫教育全国サミット受付・案内
第2回指名委員会
第3回指名委員会

【9 学年委員会】
10/26
11/2
11/16
11/23
11/30
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第5回実行委員会
第1回指名委員会
学年末茶話会打合
第2回PTA奉仕作業受付
学年末懇談会打合
第2回指名委員会
第 3 回指名委員会

【広報委員会】
10/26
11/－

11/4
11/6
11/20

第 5 回実行委員会
「竹園」103 号編集

9学年委員会公開アドレス変更
26年度本部役員募集文書掲載
PTA だより第 5 号掲載

【保健校外委員会】

【女性ネットワーク委員会】

10/26
11/1
11/28

10/26
11/24
11/30
12/2

第5回実行委員会
マナーアップキャンペーン
つくば竹園学園校外安全協議会

【研修委員会】
10/26
12/2

【家庭教育学級委員会】

第5回実行委員会
つくば市 P 連小中学校一斉登校時挨拶運動ｎ

10/26
11/14

【ホームページ委員会】
10/26

第5回実行委員会
県南PTA連絡協議会女ネット研修会
広報誌「たけぞの」掲載原稿確認
つくば市 P 連小中学校一斉登校時挨拶運動
第5回実行委員会
家庭教育学級委員会閉級式（7 学年委共催）

第5回実行委員会

（２）本部より
①関東ブロックＰＴＡ研究大会（11/26･27）
【会長】
神奈川県で開催され、つくば市Ｐ連の代表として出席しました。茨城県からは 117 名が参加し、
大船会場での分科会では教育評論家の尾木直樹氏の講演が行われました。
②つくば市議会報告会（11/10）【会長】
市議会改革の一環として初めて市民団体の代表者を対象に開催され、つくば市Ｐ連役員として出席
しました。補正予算等の報告ならびに意見交換が行われました。
③ＰＴＡ奉仕作業・資源物回収（第 2 回）
（11/16）【副会長】
小中一貫教育全国サミット開催に合わせて清掃作業を中心に実施しました。保護者と生徒、
先生方あわせて 400 人以上の参加をいただきました。校内もたいへんきれいになり、改めて
感謝申しあげます。
④茨城県ＰＴＡ振興大会（11/17）【会計】
常陸太田市で開催されました。日立市立成沢小学校おやじの会の活動発表や「夢の実現に向け
て」と題した渡辺徹氏による講演が行われました。また、茨城県ＰＴＡ安全互助会からは、ＰＴ
Ａ共済法に基づく法人化に向けて移行を開始する旨の説明がありました。H27 年度事業開始予定。
⑤市Ｐ連要望書提出（11/21･27）【会長】
市長ならびに市議会議長へ直接要望書を提出し、現在抱えている問題点やより良い教育環境の実
現に向けて意見交換いたしました。
⑥第 8 回小中一貫教育全国サミット in つくば(11/21･22)【会長】
全国から 200 名ほどのお客様お迎えして、評議員が中心となって学校
を紹介する全体会や公開授業が行われました。ICT を活用した授業や竹
園学園の小学生も加わっての授業などもあり大変好評でした。
⑦「つくば光の森 2013」（11/23～1/13）
【会長】
詳細別項参照（P1）
⑧つくば竹園学園校外安全協議会(11/28)【副会長】
通学路など校外における危険箇所等の安全対策について、竹園学園 3 校からそれぞれ担当の
本部役員、委員、教職員が参加し意見交換しました。
⑨市Ｐ連「市内 51 小中学校一斉マナーアップキャンペーン」
（12/2）
【会長】
市内 51 校一斉に「あいさつで つながる 育てる マナーアップキャンペー
ン」として登校時の挨拶運動を行いました。本校では、ＰＴＡ本部役員、
各委員会正副委員長を中心とした保護者、教職員、評議員をはじめとする
生徒の皆さん、約 100 名が新校舎通用口に立ち実施しました。
⑩平成 26 年度本部役員の選出について（指名委員会）【会長】
11 月に発足した指名委員会による新年度本部役員選出についての進捗
状況及び充足していない一部役員の追加募集について報告されました。
⑪その他
・本校の特別教室棟、管理棟、武道場にて行われていた耐震補強及び改修工事が完了しました。
・空き住宅になり久しくなる本校学区内の竹園三丁目住宅敷地の売却が決まりました。10/16 に
関東財務局による入札が行われ、3 件の応札がありました。今後の工事情報などは分かり次第
お知らせします。
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２．審議事項
（１）選出委員会の発足について【副会長】
1 月に発足し、本部副会長及び 7･8 学年委員会から各 2 名、専門委員会から各 1 名の計 13 名にて
次年度の委員選考を行うこと、ならびに選考方法について了承されました。

３．連絡事項
（１）学校より
①避難訓練及び防災教室
12 月 17 日、避難訓練終了後に、防災科学技術研究所から講師をお招き
し、体育館にて防災教室を実施します。改めて文書にて保護者の方や地
域の方々にご案内します。
②旧校舎解体及び新体育館設計
本年度内に現在使用していない旧校舎の解体工事が行われることにな
りました。あわせて、跡地に建設予定の新体育館の設計が行われます。
③ランタンアート 2013
12 月 14･15 日、本校の 8 年生が中心となって参加します。企画段階から携わっている大掛かりな
ものです。ぜひ、足を運んでください。

（２）本部より
①三大行事の写真販売を開始【会長】
12 月 24 日配付の文書（右記）にてご案内した通り、本校が写真撮影を委託
している木村写真館が撮影した、本年度のスポーツフェスティバル・創明祭・
音楽祭の写真を(株)フォトクリエイトの運営する写真販売サイト『スナップス
ナップ』にて 1 月末までの間、販売しています。購入には同文書に記載され
ているパスワードが必要です。お手元にない場合はＰＴＡ本部までお問い合
わせください。✉info@takechu-pta.org
②書き損じはがき回収活動について【会長】
12 月 20 日配付の文書にてご案内した通り、本年度 2 回目
の書き損じはがき回収活動を実施します。1 月末までに PTA
室（旧昇降口）に設置の回収箱までお届けください。
③市Ｐ連「ランドセル寄贈キャンペーン」【会長】
1 月 15 日配付のリーフレット（右記）にてご案内した通り、つくば市Ｐ連で
は、アフガニスタンで教育の機会に恵まれな
い子どもたちに、日本で役目を終えたランド
セルを贈り、就学に役立てるという活動を実
施しています。
使い終えたランドセルをぜひご寄付くださ
い。詳しくはリーフレットをご覧ください。
お手元に無い場合は、本校ＰＴＡホームペー
ジを参照いただくか、ＰＴＡ本部までお問
い合わせください。

✉info@takechu-pta.org
③決算期の準備について【会計】
各委員会には、次回実行委員会で会計報告書・現金出納帳・領収書・活動費
残金・来年度の予算案を提出していただく予定です。
（会計報告書には、担当者の捺印をお願いします。
）

第 7 回 実行委員会開催予定 2 月 8 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
1 月 31 日（金）までに ＜庶務＞h25shomu@takechu-pta.org へ送信してください。
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