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第４回実行委員会の報告（P1）
”県南地区 PTA 指導者研修会”ってなに？(P2、3)
ヨークベニマルに関する意見書への回答について（P2、4）
〆切間近：
「繋がれ！誓いのモザイクアート!!」 ギネス記録へ挑戦の参加者募集中 (P4)

《会長より》
PTA にとっても一大イベントである創明祭を無事、盛大に終えることが出来ました。運営にご参加頂い
た委員会皆さま、並びにボランティアの皆さま、多大なるご協力ありがとうございました。また、ご来
校頂いた保護者の皆様方におかれましても、お子様方の普段とは一味違った姿を見ることが出来たので
はないでしょうか。良かったところはきちんと記録として残し、至らなかった点は反省点として整理し
たいと思います。何かお気づきの点が御座いましたら次回実行委員会（１０月２５日）前に本部役員も
しくは代表メールまでお知らせ下さい。ともあれ、今年度の活動方針「共に楽しむ学校応援団」の通り、
生徒たちが主催の創明祭に PTA としても最大限協力し、お互い楽しむことが出来たのではないかと思い
ます。
創明祭も終え、本年度の活動も内容、期間共に半分を迎えました。後半もこれまで同様にお力添え頂
ますようよろしくお願い申し上げます。

第４回実行委員会報告

9 月 6 日（土）於：メディアルーム

《校長より》
創明祭まであと六日となりました。子供たちは、オーディションや出展等、その準備に励んでいると
ころです。もちろん通常の授業もありますので、授業のときは授業にしっかりとりくむ。そういったメ
リハリのある活動ができるところが、本校の生徒達のいいところであり、とても大切なことだと感じま
す。
創明祭は、子供たち自身が企画し、協力し、そして実行する場であり、これを通して、社会人になっ
たときに求められる大事な力を育む機会であると考えています。保護者の皆様には、その下準備、裏方
の仕事等、大変な面もあろうかと思われますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

１．報告事項
＜各種委員会より＞
・
活動報告
【本部役員会】
7/5
第 3 回役員会・第 3 回実行委員会
7/9
授業参観
7/12
竹園子どもまつり
7/17
PTA だより第 3 号印刷配付作業
7/18
ヨークタウンつくば竹園への意見書提出
8/4
創明祭出店のための保菌検査届出
8/5
つくば市学校評価推進委員会（会長）
8/9
県南 P 連指導者研修会

8/17
8/19
8/23
8/30

市 P 連教育講演会
食品取扱届提出
奉仕作業（除草作業･資源回収）
写真館との打合（行事写真販売）

【7 学年委員会】
8/24
創明祭打ち合せ・準備作業
【8 学年委員会】
7/9
第３回学年委員会、学年・学級懇談会司会進行
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【9 学年委員会】
7/9
第３回学年委員会、学年・学級懇談会司会進行
【広報委員会】
7/9
広報誌竹園 104 号納品、配布
7/16
自然体験学習の写真選定
【保健校外委員会】
7/19
第 4 回保健校外委員会（つくば竹園学園校外安全
協議会報告、創明祭準備・巡回分担、他、ＰＴＡ会
議室清掃）
8/17
市 P 連教育講演会
8/30
まつりつくば２０１４に伴う校外指導（カスミＡＴＭ集
合、各分担場所にて巡視活動）
【研修委員会】
7/9
第３回研修委員会開催（講演会開催準備、創明祭
準備）
【ホームページ委員会】
7-8 月
ＨＰへのデータアップ
1)竹園子どもまつりプログラム 2014 最終版７/2
2)書き損じハガキ募集のお知らせ 7/9

3)家庭教育実践事例集「愛の記録」第 49 集原稿募
集のお知らせ 7/9
4)教育講演会のご案内 7/11
5)「創明祭」における古本市の開催について 7/16
6)Ｈ２６ＰＴＡだより第３号 7/17
7)女性ネットワーク委員会から活動報告 8/6
8)標準服リサイクル展示のお知らせ（創明祭）8/29
【女性ネットワーク委員会】
7/6
茨城県 PTA 連絡協議会「女性ネットワーク委員会
研修会」参加
13～18 日 第１回活動報告作成
7/19
つくば市Ｐ連「女性ネットワーク委員会」参加
22～24 日 第２回活動報告作成
8/6
第１回・２回活動報告ホームページ掲載
8/20
創明祭出店準備ミサンガ作成の確認
【家庭教育学級委員会】
7/5
創明祭販売用ラムネ発注
8/28
ラムネ受け取り

・各委員会からの補足説明等
7 学年 講演会を 10 月 15 日(水)、つくば市教育センター所長をおよびして実施する予定。他の学年も出席可
能。
8 学年 創明祭後に、学年行事講演会を案内する。
保健校外 まつりつくばで夜間パトロールを実施した。トラブル等はとくになかった。
＜本部より＞
① 県南Ｐ連指導者研修会（8/9）
中学校では三校合併にともない PTA も合併するといった話や、おやじの会にならい、おかんの会の活
動を開始した話等、各 PTA の活動内容が報告された。(詳細は P3。)
② 市Ｐ連教育講演会（8/17）
子どもには試行錯誤する権利がある、子どもの間違う権利を尊重しようといったお話が印象的でした。
心に残る話もあるかと思いますので、会員各位も機会があれば参加してみてはいかがでしょうか。
③ ＰＴＡ奉仕作業・資源物回収（第 1 回）
（8/23）
【副会長】
約 390 名もの参加があり、予定どおり実施することができました。パッカー車や自家用トラックの手
配等、保護者の皆様には多方面でご協力をいただきました。ありがとうございました。
④ ヨークベニマル意見書について進捗状況
前号までに情報提供してきましたとおり、意見書を県へ提出しました（7 月 18 日付け）
。その後、ヨー
クベニマルからの回答を得ています(要約は p.4 を参照。)。今後は、ヨークベニマルと直接やりとりす
ることになると思われます。気になること等ありましたら竹中 PTA 公式 E メール(info@takechu-pta.org)
宛てにご連絡ください。
⑤ 50 周年積み立て口座の開設について【会計】
10 年後の 50 周年事業の準備として積立口座を開設しました。

２．確認事項
・創明祭の開催に向けて進捗状況、準備・後片付け、当日の段取りについて確認しました。主な内容は
次のとおり。
・生徒側企画進行状況の報告、当日の日程など【学校から】
・ＰＴＡ企画の場所の確認と設営方法（出店場所・設備・食品保管場所・装飾など）
・ＰＴＡ企画食品販売マップについて（印刷サイズ・部数など）
・ゴミの処分方法について
・駐車場の確認
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３．連絡事項
＜学校より＞
土曜授業の講座講師について
現在までに講師へのご協力者は 15 名となっています。講師数 25 名（20 人/講座）を目標としているこ
とから、募集対象を竹東小、竹西小の保護者まで広げたいと思います。講師は保護者ご本人だけでなく、
お知り合いの方でも大丈夫です。また講座内容も幅広に捉えて御協力のほどよろしくお願いします。
(担当は、教頭志賀先生、教務主任山口先生)
・ 奉仕作業について
8 月 23 日の奉仕作業ありがとうございました。第 2 回目、11 月 15 日秋の奉仕作業についてもご協力
のほどよろしくお願いします。
・

＜本部より＞
・創明祭関連
・決算報告書・内訳別表提出 → 10/10（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 → 10/17(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 → 10/25（土）実行委員会終了後

平成 26 年度

第 5 回実行委員会開催予定

10 月 25 日（土）14：30～

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
10 月 17 日（金）までに庶務＜h26shomu@takechu-pta.org＞ へ送信してください。

その他のトピックス
・

．

”県南地区 PTA 指導者研修会”ってなに？

県南地区１４市町村内の各小・中学校 PTA より 3 人（P2・T1）が参加する研修会です。青少年の健全
な育成を図ることを目的とした PTA 活動のあり方等を研修します。今回は、4 つの学校からの PTA 活動の
取り組みの報告がありましたので、かいつまんで報告させていただきます。


I 市某中学校 PTA の活動

市内 3 つの中学校が統合され、それに伴って PTA も統合した。PTA の統合のための部会が開催され、
PTA 規約、PTA 役員、委員会の設置、選出方法など何度も話し合いが行われた。平成 25 年 4 月開校し
た。


つくば市某小学校 PTA の活動

つくば市の紹介と PTA 活動の紹介。
”おやじの会”を耳にする機会が増えたと思いますが、こちらの
小学校には”おかんの会”が発足しました。小学校を卒業するお母さんたちが子供たちの卒業後も地
域の大人として小学校を支える活動、在校生のお母さんたちと交流し、子育ての悩みなどを気軽に話
せる場となることを目的として発足したそうです。


K 町某中学校 PTA の活動

子供たちのネットワーク環境調査を行ったところ、携帯電話の所持率が 75％ということでした。実
態調査の中から、何気なく送ったメールがもとで喧嘩になってしまったり、ネット上でのトラブル（い
じめ等）で困ったことなどの声が上がりました。こうした実態を受け、ネットトラブルを考える講習
会が開催されたり、生徒・保護者・先生が参加した、いじめ防止フォーラムを生徒主催で開催してい
るそうです。いじめ防止へ向けて、保護者の宣言、生徒会宣言を作成して、いじめの未然防止に努め
るようになったということでした。


T 市某小学校 PTA の活動

こちらの小学校は、P 会員全員（約３００名）が毎年何らかの委員会に所属して活動を行っているそ
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うです。活動方針は、
”全員参加の PTA、子供を地域と共に守る PTA、子供を地域と共に育てる PTA” で
あることから PTA 活動に地域を巻き込んだ活動”PTA から PTCA へ”の報告がありました。
P＝Parents T＝Teachers C=Community（地域） A=Association
また、PTA 活動発表の前にシンポジウムがありました。今回は東日本大震災支援事業として、東日本大
震災シンポジウム～そのとき子どもたちを守るために～と題して、宮城県、岩手県の震災当時の被災地
小中学校長先生より現場の声をお聞かせいただきました。

・ 「ヨークタウンつくば竹園」への意見書に対する回答(要約)について
７月５日の第３回実行委員会にて審議して頂きました「審議事項１．ヨークベニマルに関する意見書提出」につ
きまして、７月１８日付けで商工労働部中小企業課へ提出しました。過日、株式会社ヨークベニマルより回答があ
りましたので、以下の通り要約して報告致します。
１．駐車場出入り口に幼児児童の横断があること及びスピードを抑えた安全運転を呼びかける掲示などの設置
を行い、来店客に呼び掛けを行う。
２．渋滞緩和の策として、市道 44447 号線から店舗への右折車線を新設する（茨城県警から２０１３年１２月１０
日付けで承諾を得ている）。
３．オープン時等、事前に混雑が予想される場合は交通整理員を配置し安全かつ敏速な誘導を実施する。
４．店内の防犯対策として、防犯カメラを設置するとともに、敷地内の防犯対策として、従業員等による定期的
な巡回を行う。
５．夜間における青少年単独での来店等を見かけた場合は、従業員による声かけ等を行う等配慮する。
※今回の手続きにおいて、この回答に対する反論等を申請する場はありませんので、お気づきの点が御座いまし
たら個別にお知らせ下さい。回答の全文をご希望の場合は本部役員までお声掛け頂くか、その旨 PTA 公式メー
ル（info@takechu-pta.org）までご連絡下さい。

・ 「繋がれ！誓いのモザイクアート!!」 ギネス記録へ挑戦
ギネス世界一の記録に挑戦する「繋がれ！誓いのモザイクアート」の参加者として先着 2,000 名（既に達してい
たらごめんなさい。）を募集しています。応募〆切は、10 月 10 日とのことで、まだ間に合います!
詳細は、中学校にて配付された文書、または次のホームページをご覧ください。
http://www.tsukuba-jc.or.jp/2014/
なお、モザイクアートの下絵には、本校 7 学年の生徒さんの作品が採用されています!
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