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トピックス
・平成 26 年度本部役員が決まりました。（P2）
・市Ｐ連「ランドセル寄贈セレモニー」を開催します。（P1,2）
・小中学校夏季休業日の変更と土曜日授業について。
（P2）
・旧校舎解体工事と太陽光パネル･蓄電池の設置工事について。（P4）
・ＰＴＡ総会･懇親会を 4 月 29 日（火･祝）に開催します。
（P4）

第1回

「いばらきっ子郷土検定」県大会 第３位！！

2 月 1 日（土）

茨城県の伝統や文化などを楽しみながら学ぶことにより、本県の魅力を知り、愛着を深
めてもらおうと、本年度から県内の中学 2 年生を対象に郷土検定が始まりました。昨年 11 月に県内の
266 校 26,406 人が参加し、市町村別問題 25 問、県共通問題 25 問に挑戦しました。その結果、本校の 8
年生 5 名がつくば市の代表となり、ひたちなか市文化センターにて 2 月 1 日に開催された県大会に挑み
ました。各市町村の代表 44 校、国･県･私立の代表 1 校、計 45 校で競われた県大会で本校チームは見事
に決勝戦まで駒を進め、第三位に輝きました。おめでとうございます！
Ｑ：2012 年 10 月 1 日現在，
茨城県内で一番人口密度が高
い市町村はどこでしょう？

第 30 回

Ｑ：奈良時代に編纂された，主
に現在の茨城県の歴史や文化
を記した書物の名前は何とい
うでしょう？

「幡谷教育振興財団賞」受賞！！
県内の小中学校を対象に理科教育

優秀校を表彰する同財団賞を本校が受賞し、2 月 21 日、
県総合福祉会館にて開催された第 30 回財団賞贈呈式に
校長先生と生徒代表が臨みました。
同賞は、児童生徒の科学意識の向上を図り、次代の優れ
た科学者育成及び本県の学術・文化の発展に寄与する
事業として 1984 年にスタートし、毎年度、県内の小中
学校 6 校に贈られるものです。
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Ｑ：春から秋にかけて，茨城県
の沿岸全域で漁獲され，関東
一の水揚があるイワシの稚魚
を何というでしょう？

2 月 21 日（金）

第７回実行委員会報告

2 月 8 日（土）於：新校舎ﾒﾃﾞｨｱﾙｰﾑ

《会長より・要約》
本日は、雪の中ありがとうございます。実行委員会も残り 2 回となりました。指名委員会の皆さんに選
考を進めていただいておりましたが、新年度の本部役員の方々が決定いたしました。ご協力いただいた
皆さまに感謝申しあげます。また、市Ｐ連として取り組んでおります「ランドセル寄贈キャンペーン」
もたいへん好評で、市内では予定数を超える 450 個もの応募がありました。本校では、その一割以上の
50 個もの応募をいただきました。改めてお礼申しあげます。３月２１日には、10 時 30 分よりノバホー
ルにて「ランドセル寄贈セレモニー」を行います。ランドセル寄贈の有無にかかわらず、多くの方にご
出席いただきたいと存じます。

《校長より・要約》
おはようございます。２月の半ばになりまして、９年生は県立高校受検日が３月５日、発表が１３日で
すので、あと１ヶ月になりました。最後まで頑張れるように見守っていきたいと思います。卒業式は３
月１２日です。40 周年を記念して全校写真を下敷きにいたしましたが、生徒たちがとても良い表情で写
っている印象を受けました。
「いばらきっ子郷土検定県大会」では第３位になりました。また、理科教育
優秀校を表彰する幡谷財団賞に本校が選ばれました。２月２１日に代表の生徒と表彰式に参ります。

１．報告事項
（１）各種委員会より
①平成 26 年度本部役員の選出について【指名委員会】
1 月 31 日付文書にてお知らせした通り、次年度の本部役員が決定いたしました。自薦他薦の数
にも限りがあるなか、委員の皆さまには、たいへんご尽力いただきました。改めて感謝申しあ
げます。いよいよ候補がいない場合に、抽選を行うべきか等も含め引き継ぎたいと思います。
②平成 26 年度各種委員会の選出について【選出委員会】
1 月 27 日付文書にてお知らせした通り、2 月 5 日の抽選会にて、当初の募集で欠員の生じてい
る専門委員について決定いたしました。併せて、学年委員についての候補順位を付与いたしま
した。詳細については、改めて文書にてお知らせいたします。
③活動報告
11/23
11/23
11/27
11/28
11/30
12/2

【本部役員会】
12/7
12/9
12/11･12
12/14
12/17
12/26
1/11
1/14
1/21
1/23
1/25
1/30

第6回役員会・実行委員会
市P連打合
冬期PTA
第4回指名委員会
防災教室
市P連打合
第1回選出委員会
市P連打合
PTAだより印刷配付
つくば市防災研修会
第2回選出委員会
新入生入学説明会
市教委との打合
1/30
市P連打合
2/1
市P連理事会
2/5
学年末PTA
委員抽選会
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

第2回指名委員会
つくば光の森点灯式
市P連打合・市P連要望書提出（議長）
つくば竹園学園校外安全協議会
第3回指名委員会
つくば市P連小中学校一斉登校時挨拶運動

【7 学年委員会】
12/7
12/11
12/14
1/11
1/25
2/5

第6回実行委員会
冬季PTA受付･懇談会司会
PTA室清掃
第4回指名委員会
第1回選出委員会
第2回選出委員会
学年末PTA受付･懇談会司会

【8 学年委員会】
12/7
12/11
12/14
1/11
1/25
1/30
2/5
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第6回実行委員会
冬季PTA受付･懇談会司会
第4回指名委員会
第1回選出委員会
第2回選出委員会
新入生入学説明会
学年末PTA受付･懇談会司会
委員抽選会
学年委員会

【9 学年委員会】

【ホームページ委員会】

12/7

12/7
12/8
12/10
12/16
12/18
12/26
12/27

12/11
12/14

第6回実行委員会
学年委員会
冬季PTA受付･懇談会司会
第 4 回指名委員会

【広報委員会】
12/7
12/12
1/11
1/25

第6回実行委員会
「竹園」103 号発行
広報委員会
第1回選出委員会
第2回選出委員会

12/30

【女性ネットワーク委員会】

【保健校外委員会】
12/7
1/11
1/25
1/30

12/7
12/8
1/11
1/25
2/5

第6回実行委員会
第1回選出委員会
第2回選出委員会
保健校外委員会
新入生入学説明会

第6回実行委員会
活動報告文書(第 2 回)HP 掲載
第1回選出委員会
第2回選出委員会
委員抽選会

【家庭教育学級委員会】

【研修委員会】
12/7
1/11
1/25

第6回実行委員会
女ﾈｯﾄ委員会活動報告文書(第2回)掲載
本部役員追加募集文書掲載
ﾗﾝﾄﾞｾﾙ寄贈ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ案内ﾘｰﾌﾚｯﾄ掲載
H26 年度委員募集文書掲載
PTA だより第 6 号掲載
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ公開ｱﾄﾞﾚｽ設定
H26 年度委員選出状況と抽選会のお知らせ掲載
H26 年度本部役員公開ｱﾄﾞﾚｽ設定

12/7
1/11
1/25

第6回実行委員会
第1回選出委員会
第2回選出委員会

第6回実行委員会
第1回選出委員会
第2回選出委員会

（２）本部より
①書き損じはがき回収活動について【会長】
本年度 2 回目の書き損じはがき回収活動を実施しました。先生方にもご協力いただき、210 枚のは
がきを寄付いただきました。ありがとうございます。
②市Ｐ連「ランドセル寄贈セレモニー」開催について【会長】
本校からも多数の応募をいただいた「ランドセル寄贈キャンペーン」ですが、公益財団法人ジョイ
セフへの寄贈セレモニーを 3 月 21 日 10 時 30 分よりノバホールにて開催します。ランドセル寄贈
の有無にかかわらず広くご参加ください。
③防災教室（12/17）【会長】
避難訓練終了後に、防災科学技術研究所から講師を招き「身近で出来る
防災対策」と題して防災教室を開催しました。災害時にとるべき行動や
ライフラインが途絶えた場合について、学びました。地域の方々や保護
者の皆さんにもご参加いただきました。
④つくば市学校防災研修会(1/23) 【会長】
市民ホールつくばねにて開催されました。
「学校防災における地域との連携」と題しての講演、
ならびに避難所開設と運営についてのワークショップが行われました。
⑤小中学校夏季休業日の変更と土曜日授業について【会長】
市Ｐ連理事会にて市教委より、暑さ対策として市内小中学校の空調環境が整うまでの間、夏休み
の開始を一週間早める施策について説明がありました。市Ｐ連としては、市教委から全保護者へ
の通知と意見聴取の実施を要請しました。また、寄せられた意見についても、市Ｐ連定期連絡会
にて報告いただけるよう依頼しました。詳細は市教委から配付の文書を参照ください。

２．審議事項
（１）今後の広報誌について【広報委員会】
これからの広報誌の内容等について実行委員会にて意見交換しました。
（２）迷惑駐車防止対策について【保健校外委員会】
行事の際に委員会として、迷惑駐車防止のために、竹園ショッピングセンターと竹園交流センタ
ーの駐車場にて立哨を行っているが、天候や時間に左右されるため、のぼりを作成し活用しては
との提案を受け審議しました。早々に図案や費用等について検討することとしました。
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（３）新年度予算について【会長・会計】
本年度と異なる点の確認。
県ＰＴＡ安全互助会の積立金還元年度にあたるため、1 会員あたり半額 の 60 円が還元されます。
これは雑収入として計上されます。
本年度 40 周年記念下敷きの製作費用に充てた 40 周年対策費は計上しません。
（４）総会資料について（ＰＴＡ組織図）【会長】
総会資料に添付するＰＴＡ組織図の記載内容について確認しました。

３．連絡事項
（１）学校より
①旧校舎解体工事について
安全第一と授業等に支障をきたさないよう防音壁を設置し工事を進めています。工期は 3 月 17
日までを予定しています。
③太陽光パネルと蓄電池の設置工事について
192.5w の太陽光モジュール 3 枚、非常用蓄電システム 2.4kwh 1 基の設置が予定されており、
一部設置工事が始まりました。工期は 3 月 18 日までを予定しています。

（２）本部より
①年度末委員会提出書類について【庶務・会計】
・委員会年間活動報告
・委員会活動と今後について
・通信費の支払いについて（次回実行委員会にて）
②ＰＴＡ総会開催について【会長】
平成 26 年度ＰＴＡ総会は、4 月 29 日（火･祝）に開催します。例年は土曜日に開催していま
したが、今回は、9 年生の修学旅行日程の関係で同日の開催となります。
③ＰＴＡ懇親会開催について【副会長】
ＰＴＡ総会当日、18 時よりホテルグランド東雲にて開催します。先生方の歓送迎の場でも
ありますので、多くの皆さまにご参加いただきたいと思います。3 月と 4 月に案内文書を配
付します
④各種委員会引き継ぎ会開催について【副会長】
4 月 12 日（土）9 時から被服室にて開催します。本年度の役員及び委員会代表の方と新年度の役
員、委員が参加し開催します。
（２）今後の日程
３／ １（土）第８回役員会・実行委員会
３／１２（水）卒業式
３／２４（月）修了式
３／３１（月）離任式
４／ ５（土）平成 26 年度第１回役員会
４／ ７（月）始業式
４／ ８（火）入学式
４／１２（土）各種委員会引き継ぎ会・平成 26 年度第１回実行委員会
４／１９（土）総会資料作成
４／２９（火･祝）ＰＴＡ総会・懇親会

第 8 回 実行委員会開催予定 3 月 1 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
2 月 21 日（金）までに ＜庶務＞h25shomu@takechu-pta.org へ送信してください。
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