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平成 26 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。
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平成 26 年度ＰＴＡ総会が開催され新年度の活動開始。（P5）
緊急情報メール配信サービス（各小中学校緊急メール）の新年度登録はお済ですか？（P2,P6）
学区内大規模工事について(P6)
スポーツフェスティバル間もなく開催！（P6）
学校周辺施設への駐車はできません(P6)

《平成 26 年度 PTA 会長(山本)挨拶》
日頃より PTA 活動にご理解とご協力をいただき深く感謝申し上げます。いよいよ平成２６年度の PTA
活動が始まりました。本校 PTA の目的は規約の中でいくつか謳われていますが、兎にも角にも生徒の為
の活動を行うことだと思います。子どもたちが楽しく健やかに学校生活を過ごせるよう我々PTA は活動し、
活動そのものも楽しみ、さらにそれを見えるようにしていきたいと思っています。様々なボランティア
活動を通じて生徒と PTA が一緒に楽しみたい。そのような思いから、今年度の活動方針は「共に楽しむ
学校応援団」と致しました。定常的な活動への参加が難しい場合でも、年に一度でもご都合がつきまし
たら、お気軽に PTA 活動にご参加頂けますよう宜しくお願い致します。
ところで、昨年開校から 40 年の節目を迎えた本校ですが、次なる 50 周年に向けて積み立てを開始す
ることに致しました。10 年後の平成 35 年 10 月 1 日の創立記念日は日曜日ですので、卒業生も母校に集
う式典等が出来ればと考えています。
本校の生徒が楽しい学校生活を過ごせるよう PTA 役員一同一丸となって力を尽くす所存です。色々と
不慣れな点もありますので至らぬ点はどしどしご指摘いただき、またお力添え賜りたくどうぞ宜しくお
願い申し上げます。

《校長(岡野)挨拶》(総会時挨拶の要約)
ゴールデンウィークのすばらしい天気の中、たくさんお出でいただき本当にありがとうございました。
この四月に赴任いたしました校長の岡野です。よろしくお願いいたします。
実は、平成 18 年から 20 年度、教頭として勤務させていただき、5 年ぶりに竹中に戻ってきました。無
我夢中に過ごした、その三年間、主体的に判断し行動する生徒達のすばらしさ、PTA 本部、各委員会、ボ
ランティアグループ、ゲストティーチャーの皆様、学校を支援してくださる保護者の皆様の活動のすば
らしさに、本当に感動いたしました。そして、これまで自分が持っていた学校というもののイメージ、
概念が大きく変わりました。
それ以来、私が目指してきたものは竹中の姿であり、前任校の春日学園でも竹中をモデルとして、さ
らなる高みを目指してまいりました。その竹園東中学校に校長として再び勤務できますことに、責任と
やり甲斐を強く感じているところです。
総会資料 18 ページのグランドデザインに示したように、私は、竹中の生徒一人一人、職員一人一人が
夢と誇りを持って「共に育つ」楽しい学校を、保護者の皆様と共につくりたいと考えています。子供達
にも「夢」を持ち続けることの大切さ、
「誇り」を守り続けることの難しさについて、啓志式や始業式の
場で繰り返し訴えかけています。このグランドデザインや子供達に話した挨拶、式辞はホームページに
も掲載しておきましたので、是非ご覧ください。
学校の取り組みや生徒が伸びゆく姿は、学年・学級だより、学校だより「Take21」、ホームページ等で
こまめに発信して参りますので、今後とも学校教育への御理解と御協力をお願いいたします。協力しあ
いながら明るく生きていく力を子供達に育むためには、大人がその見本として、協力しあいながら明る
く生きる姿を示すことが一番です。そのような訳で、PTA 活動やボランティア活動、さらにはゲストティ
ーチャー等にも積極的に参加していただいて、学校づくりを一緒に楽しんでいただければと思います。
本年度もどうぞよろしくお願いいたします。
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第１回実行委員会報告

4 月 12 日（土）於：図書室

１．報告事項
＜学校より＞
・緊急情報メール配信サービスへの登録のお願いについて
つくば市のメールサービスが廃止されたことにより、茨城県教育委員会のサービスに切替わることに
なりました。
保護者の皆様におかれてはメールサービスへの登録をお願いします。今後、学校からの連絡は電話で
なく E メールを主に活用することになります。E メールが利用できない等、電話での連絡をご希望される
場合には、担任までご連絡をお願いします。
※登録方法については本たより最終ページ「その他のトピックス」をご覧ください。

２．審議事項
（１） 平成 26 年度活動方針(案)および活動計画(案)について【会長】
［平成 26 年度活動方針(案)］

『共に楽しむ学校応援団』
［平成 26 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
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
９．学校防災連絡会議への参加協力
10．その他
（２）[平成 26 年度ＰＴＡ会計予算(案)]について【会計】
※50 周年対策費について【学校】
50周年記念事業は大きな節目です。10万円/年を10年間積立て100万円の資金があれば、記念講演を行
なったり、記念誌や写真集を発行し卒業生に配付したりできるのではないかと考えています。 職員も変
わっていきますが、このことを引き継いでいき、50周年の時点での関係者の力になりたく、予算への計
上についてご理解ご協力のほどよろしくお願いします。
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．連絡事項
（１）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 19 日(土)10：00～ＰＴＡ室
・総会当日について
（新保健校外委員）
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駐車場にのぼりを設置して来校者の駐車禁止の徹底を図る
（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
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）
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（２）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(委員会名と時刻)を必ずＰＴＡ室のカレンダーに記入すること
・ 使用の際は必要に応じてカレンダーの予定を修正すること
・ 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
研修
(15)

6月
9 学年
(10)

7月
保健
校外
(15)

9月
女ﾈｯﾄ(6)
HP(2)
家教(6)

10 月
広報
(15)

11 月
8 学年
(10)

12 月
7 学年
(10)

1月
研修
(15)

2月
保健
校外
(15)

3月
広報
(15)

（３）今後の実行委員会開催日程について【副会長】
・5/24、7/5、9/6、10/25、12/13、2/7、3/7 の各土曜日
（時間： 10 月 25 日以外は 10 時 30 分～。10/25 は竹園小学校ふれあいコンサートと重なるため、
14 時 30 分から実施。場所：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。
（４）奉仕作業及び資源回収について【副会長】
・奉仕作業は、8/23(土)、11/15(土) に実施する。
・資源回収は、年 4 回実施する。
（５）各委員会と本部役員との連絡方法について【副会長】
・ 各委員会と本部とのやりとりは、大きくは、(1)相談・要望、(2)活動報告等書類提出、(3)文書
申請の 3 つ。正副委員長が代表窓口となり、E メールを利用する。内容別の宛先は次のとおり。
内容
宛先
E メールアドレス
h26honbu@takechu-pta.org
(1)相談・要望
本部
h26shomu@takechu-pta.org
(2)活動報告等書類提出
庶務
h26shomu@takechu-pta.org
(3)文書申請
庶務
・ 文書申請の手順：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
（６）本部および各種委員会のメール設定について【副会長】
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＜h26honbu@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＜h26shomu@takechu-pta.org＞（庶務）
・予算ほか会計への連絡＜h26kaikei@takechu-pta.org＞（会計）
・各種委員会への連絡＜h26 委員会名@takechu-pta.org＞（各委員長・副委員長）
７学年委員会：h267g@takechu-pta.org
８学年委員会：h268g@takechu-pta.org
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９学年委員会：h269g@takechu-pta.org
広報委員会：h26kouhou@takechu-pta.org
保健校外委員会：h26hokenkougai@takechu-pta.org
研修委員会：h26kenshu@takechu-pta.org
ホームページ委員会：h26hp@takechu-pta.org
女性ネットワーク委員会：h26jonet@takechu-pta.org
家庭教育学級委員会：h26kakyo@takechu-pta.org

（７）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
第８学年委員会
学年主任
第９学年委員会
学年主任
広報委員会
教職員
保健校外委員会
教職員
ホームページ委員会
教職員
女性ネットワーク委員会 教
頭
家庭教育学級委員会
教職員
研修委員会
教職員

寺島清一先生
田中真樹子先生
菅谷和美先生
塚本清美先生
村上紘之先生
川俣 純先生
志賀正章先生
寺島清一先生
田中真樹子先生

・夏休み前 1 週間の日課について日程変更は行なわず、給食後に 5 時間目まで授業をおこない 6 時間目
は創明祭の準備にあてる予定。
・土曜授業は合計 4 回実施する予定。内容は未定で日程も変更があるかもしれない。文科省の方針もあ
るところであり、ご理解ご協力をお願いしたい。
（８）その他本部より
＜副会長より＞
実行委員会は、委員各位の疑問点を解消し、メンバーで情報共有を図れる場としたく、ご協力をお願いしま
す。
＜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」の数を確認し過不足があれば会計まで連絡してください。
＜庶務より＞
5/19(月)までに、「平成 26 年度竹園東中学校 PTA 委員会年間活動計画(案)」を庶務
＜h26shomu@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 26 年度竹園東中学校ＰＴＡ委員会月次報告書」を庶務
＜h26shomu@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（4/29(火)、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。
※当日は、数多くの保護者、教職員の参加により大変盛況な懇親会となりました。離任された先生方
からは、竹中生徒や PTA に対して心温まるお言葉をいただきました。ありがとうございました。

平成 26 年度

第２回実行委員会開催予定

5 月 24 日（土）10：30～

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 19 日（月）までに庶務＜h26shomu@takechu-pta.org＞まで送信してください。
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平成 26 年度総会報告

4 月 29 日（火）於：体育館

4 月 29 日(火)に PTA 総会を開催し、平成 25 年度活動報告・会計決算報告・会計監査報告、平成 26 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 527 名(保護者 491 名、教職員 36 名)中、出席者数 238 名、委任状提出者数 191 名、
合計 429 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 25 年度ＰＴＡ会長挨拶・要約》
平成 25 年度 PTA 会長の後藤です。皆様のご協力のもと創立 40 年の節目という大きな一年をここに終えることがで
きました。会員皆様の御尽力に厚く御礼申しあげます。あわせて、役員、委員の皆様には、ご自身の時間を惜しみ
なく PTA 活動に費やしていただき、子どもたちの教育環境充実のため御協力いただきましたことに、改めて御礼申
しあげます。
小中一貫教育 2 年目となった昨年度は、本校をはじめとする会場を舞台に「小中一貫教育全国サミット in つくば」
が盛大に開催され、全国の小中一貫教育に取り組んでいる自治体や先生方から大きく注目されました。
また、本校創立 40 周年を記念として、費用の一部を PTA 予算から負担いただき、全校生徒の写真を使用した下敷
を作成することができました。他に、本校創立当時に在籍された方からは、開校当時の制服をご寄贈いただきまし
た。本校の歴史を知る上で、大変貴重なものですので、こちらも PTA 予算から展示用のトルソーを購入し大切に保
存させていただくことといたしました。ぜひ、これから築かれる歴史の礎にしていただきたいと思います。
いよいよ、平成 26 年度の皆様にバトンタッチいたします。新たな歴史の 1 ページを記していただくわけですが、
本校がこれまでに培った歴史と伝統のうえに、
50 年、
100 年とその歩みを刻んでいただけますよう願ってやみません。
本校 PTA のさらなるご発展と生徒の皆さん、保護者ならびに教職員各位のご活躍をお祈り申し上げ、一年を終え
てのご挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。

《校長挨拶・要約》 【冒頭に記載】
《平成 26 年度ＰＴＡ会長挨拶・要約》 【冒頭に記載】
《議事》
（詳細はＰＴＡ総会資料参照）

議長：平成 24 年度副会長

・平成 25 年度活動報告
本部役員会、7 学年委員会、8 学年委員会、9 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、選出委員会
・平成 25 年度会計決算報告
・平成 25 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 26 年度活動計画案
・平成 26 年度会計予算案
50 周年対策費について学校から補足説明がありました。概要は次のとおりです。
「50 周年は、40 周年以上に大きな節目。それに備えて今年度から 10 万円を PTA 予算に加え 100
万円をためたい。何を実施するかはその時期の役員、教職員・生徒が決める。記念式典、写真集
DVD などが考えられるが、そういった事の資金に充ててもらいたい。現在の在校生、保護者にとっ
ても記念になるものを考えたい。例えば平成 35 年 10 月 1 日の日曜日に、ホームカミングデーと
して母校に集い、記念品を渡すなど。このことは教職員でもきちんと引き継いでいく。
」
以上の内容につき、質疑はなく承認されました。

・その他の連絡事項
・ 標準服リサイクルボランティア、図書ボランティア、朝読書ボランティア、字幕ボランティアの紹介
がありました。詳細は総会資料や PTA ホームページ<http://takechu-pta.org/学校支援ボランティア紹介
/>をご覧ください。
・ 50 周年対策費の管理方法は、現 PTA 口座とは別に口座を開設し、10 年後に 100 万円を一括して学校
に渡すこととしたい。
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。
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学区内大規模工事について

．

相次いで本校学区内において大型工事が行われます。工事車両の往来も多くなります。ＰＴＡとしても
工事説明会に参加するとともに、区会とも連携し工事業者への要請を行うなど、子どもたちの安全の確保
に努めています。工期の長いものもありますので、通行等には十分ご注意ください。なお、工事個所での
問題などありましたらＰＴＡ本部までご連絡ください。

Ａ：ヨークベニマル建設工事 → 平成 26 年 4 月～平成 27 年 1 月
Ｂ：タカラレーベンマンション建設工事（15 階建 3 棟 322 戸）→ 平成 25 年 7 月～平成 27 年
Ｃ：カスミ学園店改修工事 → 平成 26 年 3 月 25 日～7 月下旬
Ｄ：竹園３丁目住宅解体工事（106～110 号棟、集会所）→ 平成 26 年 3 月 14 日～9 月下旬
E

※解体後はマンション建設工事（15 階建予定）が開始されます。工期は約 2 年強の予定。
：竹園３丁目住宅解体工事（101～105 号棟、111～114 号棟）→ 平成 26 年 4 月 4 日～9 月下旬
※解体後は分譲地造成工事 平成 26 年 7 月 1 日～平成 27 年 2 月 15 日
工事車両出入口

その他のトピックス

．

・

本文でもふれましたが、緊急情報メール配信サービスへの登録をお願いします。登録方法の詳細は、学校か
らの配付文書、または次の URL にある情報をご覧ください。なお、登録時に必要となる学校登録コードが不明
の場合には、直接、担任に問い合わせて下さい。
http://www.tsukuba.ed.jp/~takezono-j/modules/anzen/index.php?page=visit&cid=9&lid=101

・

スポーツフェスティバルが 5 月 22 日(木)に開催されます(雨天時 23 日(金))。ご覧になり、生徒たち
の活躍に声援を送ってみてはいかがでしょう。自転車で来校の際は、学校の駐輪場へとめてください。

・

学校行事への参加の際に近隣施設への駐車をすることは御遠慮ください。特に竹園ショッピングセン
ター及び竹園交流センターの駐車場は利用できません。今年度から「駐車禁止」ののぼりを設置して
啓発に努めてまいります。ご協力のほどよろしくお願いします。
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