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《会長より》
日頃より PTA 並びにボランティア活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。10 月 26
日に開催されました「繋がれ！誓いのモザイクアート」（ギネス記録に挑戦！）には多くのご協力をあ
りがとうございました。お陰様で無事にギネス認定されました！また、11 月 15 日の校内清掃及び近隣公
園清掃には非常に多くの皆さまにご協力頂きましてありがとうございました。校内だけではなく、地域
の一員として近隣も綺麗になり気持ちよく新年が迎えられるかと思います。ただ、予想以上に多くの方
にご参集いただき、一部の方に作業後の飲み物が行き渡らず申し訳ございませんでした。
さて、早いもので次年度の本部役員の募集が始まりました。候補者が揃うまでは引き続き募集いたし
ますので、立候補、推薦を問わずご連絡頂けますと幸いです。今後は、次年度に向けてしっかり引き継
ぎが出来るよう振り返りつつ、引き続き「共に楽しむ学校応援団」を心に活動を続けていきたいと思い
ます。何かお気づきの点が御座いましたら遠慮なくお知らせ下さい。

第５回実行委員会報告

10 月 25 日（土）於：メディアルーム

《校長より》
今日の午前中に竹園東小の音楽祭へ行ってきました。その音楽祭には本校の合唱団も参加しています。
そこで一緒に学園歌を歌っている様子を目にし、本当に一年から九年生が学園としてひとつになってい
るという印象を持ちました。また、昨日は関東地区音楽教育研究会も実施されており、九年生が全員で
研究演奏を披露してくれました。子どもたちは今、音楽祭に向けてクラスごとに練習に励んでいます。
スポーツにおいてもバドミントン、卓球、体操、水泳が県大会に出場するなど、多方面で活躍してくれ
ています。いつも落ち着いてさわやかに活動できるのも御家庭が子どもたちを愛情深く育んでくださっ
ているお陰であると感じています。引き続き御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＞
① 講演会『思春期の子どもについて語り合う会』開催報告(10/15)【7 学年委員会】
思春期とはどういう時期なのか、また親が子どもにどのように向きあえばいいのかについて沼尻浩先生（つくば
市教育相談センター所長）の講演を聞き、話し合うことができました。
② 講演会『性教育講演会』開催報告(10/21)【8 学年委員会】
8 年生と保護者が一緒に産婦人科の先生の講演を聞きました。とてもいいお話で、生徒から「感動した」との感
想も聞かれました。今回聞くことができなかった方は来年参加されてはいかがでしょうか。
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③ 活動報告
【本部役員会】
9/6
第 4 回役員会・第 4 回実行委員会
9/12
創明祭準備(本部、各委員会)
9/13
創明祭焼そばフランクフルト販売
9/21
創明祭反省会
10/7
第 2 回つくば市学校評価推進委員会
10/9
PTA だより印刷・配付
10/11
市 P 連定期連絡会
【7 学年委員会】
9/13
創明祭ペットボトル販売
9/13
第 3 回学年委員会(講演会配付文書準備)
10/15
講演会開催
10/15
第 4 回学年委員会
【8 学年委員会】
9/13
創明祭パン販売、反省会
10/21
講演会開催
【9 学年委員会】
9/9 まで 創明祭準備(業者打合せ等)
9/13
創明祭販売、反省会
【広報委員会】
9/12、13 創明祭取材、打合せ
10/15
PTA 室掃除

【保健校外委員会】
9/12
第 5 回委員会
9/13
創明祭販売、駐車場のぼり設置、巡回、校内パトロ
ール
【研修委員会】
9/9
講演会打合せ、創明祭打合せ
9/13
創明祭ゴミ箱管理
10/11
講演会の打合せ
【ホームページ委員会】
9-10 月 ＨＰへのデータアップ
1)モザイクアート参加募集 9/30
2)H26PTA だより第 4 号 10/10
3)家教学級閉級式及び講演会 10/11
4)講演会案内 10/11
9/13
創明祭ラムネ販売
【女性ネットワーク委員会】
9/13
創明祭出展、ミサンガ作成
9/30
PTA 室掃除
【家庭教育学級委員会】
9/13
創明祭ラムネ販売
10/11
第 2 回講座案内印刷
10/14
第 2 回講座案内配付

・各委員会からの補足説明等
各委員会主催の講演会への参加希望が少ない場合には、緊急メールを活用して周知を図りたいとの意見が出
されました。
＜創明祭の感想・反省＞
皆さまの御協力のもと今年度の創明祭も無事終えることができました。 PTA 企画について感想や反省点を話し
合い、良かった点や改善点などは、次年度の各委員会、本部の方々に引き継ぐこととしました。全体に係る事項
のうち主なものは次のとおりでした。
 準備、販売が計画どおり順調に行えた。
 PTA の出し物と生徒のものとが重ならないように事前の情報共有を図りたい。
 販売が終了したら速やかに撤収するなどして、飲食や鑑賞のためのスペースを確保する。
 校内巡回や焼そば販売については人員が不足していた。
 学校の冷蔵庫を利用させてもらい大変助かった。ただしその鍵管理の方法については改善が必要だと感じ
た。
 今回の販売で得た収益については、生徒や学校活動に役立つ物品の購入にあててもらう。
 販売側の目標になり、買ってくれる側にも分かりやすいので、次年度からは、事前に収益の使途を宣言して
はどうでしょう。
 原則持ち帰りだったはずのゴミ処分の方法について生徒に周知されていなかった。注意すると嫌な顔をさ
れるなどゴミ箱管理の担当者にとって決して快いことではなかった。
 ゴミ処分の方法については、生徒評議員、学校、PTA 本部を中心に次年度に向けて検討し改善を図る。
 今年度も古本市へのご協力ありがとうございました。おかげさまで今年度の売り上げは 19,685 円になりまし
た。収益金は、古本市を利用してくれた子供たちからのリクエストを中心に新刊本の購入をする予定です。
【図書ボランティア】
＜本部より＞
① 創明祭会計報告
創明祭の PTA 企画の収益金は 94,167 円でした。(収益金は、売上 466,105 円と仕入・展示の装飾など
に係る支出の費用合計 371,938 円との差。) 収益金と準備金返金 393,000 円との合計 487,167 円を PTA
会計収入の部に入金します。
また、収益金は生徒達、学校活動に役立つものを購入する資金の一部に利用してもらいます。評議員
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でも学校への寄贈品について話がされていますので相談しつつすすめたいと思います。今年度何を購入
したかについては後日報告いたします。
創明祭 PTA 企画会計報告
(単位：円)
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② 市Ｐ連連絡協議会、つくば市への要望事項について（10/11）
会長、教頭が出席しました。エアコン設置、 トイレの洋式化・修繕、 共用部分の改修、 防犯灯の整
備、 ガードレール等の設置、 樹木の伐採等、 鑑賞教室への予算増額、 小中一貫教育の成果の明確化、
学校図書教諭補助員の拡充、 学園統廃合に向けた協議、 遠距離通学家庭の経費補助について要望する
こととなりました。
③ 書き損じハガキの回収について(30 枚)【会長】
ご協力ありがとうございました。 次回 2 月もよろしくお願い致します。

２．審議事項
・竹園 1 丁目セントラル歯科前交差点の完全歩車分離化への要望について
標記の件について、つくば中央警察署長宛ての要望書に本校 PTA も連名となることについて審議しま
した。その結果、連名になることが承認されました。

３．連絡事項
＜学校より＞
土曜授業における特別講座の進捗状況について
おかげさまで 28 名の方々に講座の講師へご協力いただけることになりました。土曜授業 3 回を利用
して延べ 50 講座を開催する予定です。当初は土曜授業 2 回を利用して 1 コマ 50 分の講座を 2 コマ実施
することを検討していた。今年度は講師の方々のご都合なども考慮して 1 コマ 80 分講座で準備をすすめ
ています。これから生徒の希望を聞き、調整を図ります。詳細はホームページにも掲載しています。ご
協力ありがとうございました。
・

＜本部より＞
① 第 1 回指名委員会と本部役員募集について 10/25(土)
本日、 実行委員会終了後に第 1 回指名委員会を開催します。年内には本部役員を決めて承認をとる予
定です。またこれまで実施したことはないものの、候補者が決まらない場合に備えて抽選を実施できる
ようにしたいと思います。これまでは 6 年生の保護者に役員募集の案内を配付していませんでしたが今
回からは 6 年生にも配付します。
② 「繋がれ!誓いのモザイクアート」(ギネス記録に挑戦!) について 10/26(日)
若干、 空きがあるようです。 当日も受け付けますが参加できない可能性があります。
③ 読書週間について 10/27(月)～11/9(日)
このことについて各教室に掲示します。
④ PTA 奉仕作業(第 2 回) について、11/15 (土)
次回は屋内清掃(8、9 学年) と近隣公園清掃(7 学年) です。校内だけでなく近隣公園も対象。NTT 向
こうのたいこ橋。安全点検も含めて実施します。同日、資源物回収も実施します。
⑤ あいさつでつながる育てるマナーアップキャンペーンについて、12/1(月)
つくば市 P 連からの協力依頼です。保護者、教員で参加できる方はご協力をお願いします。12 月 1 日
(月)、朝 7:45〜8:15 の間に校門前で実施します。
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⑥ 選出委員会について
12 月以降、 活動を開始します。今後、本部が直接、選出委員と調整しますので、その旨を委員長か
ら選出委員に連絡してください。
⑦ つくば市ジョギングパトロール(ジョグパト) について
つくば市が実施する社会実験の試みのひとつです。協力者 200 人を確保したいとのことです。ご関心
のある方は、
「つくば市ジョグパト」で検索し、コンタクトをとってください。自転車プラカードのジョ
ギング版(ビブス) です。ただし本実験は、保険の関係で自転車は対象外です。
⑧ 行事写真の販売について
スポフェスと創明祭の分をまとめて昨年同様にオンラインで販売します。準備ができたら、連絡文書
を配付します。
⑨ 光の森について
今年もやります! 10 年目を迎えました。 11 月 22 日(土)がオープニング（点灯式）です。
今年の LED オブジェ（中央公園に設置します）のテーマは「つくば、ホンモノ!」で、5 色を 5 校（つ
くば竹園学園と吾妻学園）に割当てます。
⑩ 創明祭出店準備金収益金精算 → 実行委員会終了後に受け付けます。

平成 26 年度

第 6 回実行委員会開催予定

12 月 13 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
12 月 5 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

．

・

書き損じハガキ回収活動へのご協力のお願い
茨城県 PTA 連絡協議会では下記のとおり「書き損じハガキ」の回収活動を実施しています。活動への
ご協力をお願いします。
1 目的
(1)社会福祉向上、推進のため。
この善意金は、茨城県社会福祉協議会を通して、視覚障害者、肢体不自由児者及び
茨城県手をつなぐ育成会等へ届けられ、交通遺児への寄付、障害児者の療育キャンプ、
交流事業、父母の研修等に役立っております。
(2)地区・市町村 P 連活動充実のため
2 回収期間
平成 27 年 2 月上旬まで
3 回収方法
学校に設置されている「書き損じハガキ回収箱」へ
・ 家庭教育実践事例集「愛の記録」の購入申し込みについて
茨城県ＰＴＡ連絡協議会にて県内の皆さんから募集し編纂した、家庭教育実践事例集「愛の記録」第
49 集が発行されることになりました。
本年度は 177 点の応募があり、それらの中から選ばれた、最優秀作品（県教育長奨励賞）5 点、優秀賞
30 点が掲載されています。
購入を希望される場合は、下記 PTA 本部メールアドレスまで、お子さんの学年クラス及び保護者氏名
を明記の上お申し込みください。家庭教育の参考としてご活用いただければ幸いです。（12/3 締切）
購入申し込み（1 冊 300 円） ⇒ info@takechu-pta.org
・ PTA 本部役員の募集について
会長につきましてはすでに推薦があり、ご本人からご快諾頂きました。その他の役員について引き続き募集し
ております。（E メール info@takechu-pta.org 宛）
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