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平成 27 年度ＰＴＡの活動が始まりました。本年度一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。

鷲田美加ＰＴＡ会長より（総会挨拶より）
先生方には子どもたちの成長のためにご尽力を賜り、心から感謝申し上げます。旧役員・委員の皆様に
は一年間お世話になり本当にありがとうございました。そして本年度役員・委員の皆様、お引き受けく
ださり本当に心強く思います。今年度も「共に楽しむ学校応援団」を活動方針と致しました。先生方が
お忙しい中生徒と向き合うことにご尽力いただけるよう、ＰＴＡの私たちにできることは私たちでやる、
そして何か新しいイベントを付け加えるのではなく、今やっている活動をひとつひとつ丁寧に見直して
いく年にしたいと考えています。子どもたちが竹園東中学校に通ってよかった、学校が楽しいと言って
くれるように、共に楽しむ応援団としてこの学校をつくっていきましょう。
一年間宜しくお願い致します。

岡野和夫校長兼ＰＴＡ顧問より（総会挨拶より）
竹園学園は「竹園から世界へはばたく人材の育成」のため、９か年の一貫した教育活動の創造を目指し
ております。竹園東中の教育理念は、プール横の壁に描かれた「太陽への船出」、体育館正面にいつも
掲げられている「夢、そして未来へ」です。
この基本理念のもと、２７年は「Ｔａｋｅｚｏｎｏ Ｐｒｉｄｅ 誇りと責任」をスローガンとして学
校経営を進め、
「夢と誇りをもって共に学び共に育つ、楽しい学校」をつくっていきたいと考えていま
す。
私はいつも子ども達に、竹中の誇りとは「生徒主体の自主・自立・自治の生活スタイル」であると伝え、
具体的な行動目標として「対話する学び・爽やかな挨拶・思いやりと勇気づけ」の三つを訴えています。
また、竹中の誇りとは「主体的、創造的な学びのスタイル」であると伝え、知識だけでなく学び方自体
を学べる学習づくりを進めています。
さて、ＰとＴの願いは一つ、子ども達の健やかな成長です。子ども達の夢を育み、未来に向かって進ん
でいく力を付けるためには、ＰとＴが思いや願いを伝え合い、手を繋ぎ合って、子ども達を導き、見守
り、支えていくことが大切です。
私ども教師、子ども達、保護者の皆様とで、
「共に学び共に育つ」楽しい学校をつくっていきましょう。
一年間、よろしくお願いいたします。
なお、子どもから大人へと大きく成長するこの時期は、悩みもまた大きいものです。お子さまの様子を
御覧になって、御心配なことがありましたら、小さなことでも遠慮なく学校に御相談ください。

第１回実行委員会報告

4 月 11 日（土）於：ﾒﾃﾞｨｱﾙｰﾑ

１．審議事項
（１）平成 27 年度活動方針(案)および活動計画(案)について
『共に楽しむ学校応援団』
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. ＰＴＡアンケートの実施
11. その他学校教育活動の前進に資すること
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（２）平成 27 年度ＰＴＡ会計予算(案)について
９学年委員会：希望により￥５，０００増
保健衛生費：昨年度の使われ方を考慮し、￥１０，０００増
消耗品費：昨年度の使われ方を考慮し、￥２０，０００増
創明祭準備金：昨年度の使われ方を考慮し、￥１００，０００増
予備費：実行委員会で話し合ったうえで、学校活動に必要なものを購入するために前向きに使用を
考えていく
※上記（１）
、
（２）について実行委員会を経て、総会で承認されました。
（３）講演会の開催方法について
学年委員会や研修委員会の主催で講演会を開催していますが、毎回保護者の参加が少ない、また学校
との日程調整が難しいという問題があります。そこで、学校と共催にしたり、学校主催の講演会に手
伝いとして協力する形にしたり、日程や内容が重ならないよう学校や委員会間での連絡を密にしてい
く、という案が出されました。
２．連絡事項
（１）広報委員会より
広報誌作成のための写真撮影の際は、腕章をします。
（２）つくば市地区懇談会について
つくば市地区懇談会が竹園東中学校体育館で開催されます。６／２０（土）・７／４（土）のどちら
かで調整中です。１４：００～１５：３０の予定。市長以下、各局部長、担当者がお見えになり市民
と話をする機会です。是非ご参加ください。
（３）学校ホームページがリニューアルされました
（４）実行委員会開催日程
5/16（土）
、7/4（土）
、8/29（土）
、10/24（土）12/12（土）、1/30（土）
、3/5（土）
いずれも 10:30～、ただし 8/29 は午前中に奉仕作業があるため 13:00～。ﾒﾃﾞｨｱﾙｰﾑにて。規約の定め
により、原則、委員長・副委員長が出席して下さい。
（５）奉仕作業及び資源回収について
奉仕作業は、8/29(土)、11/7(土) に行います。資源回収は、奉仕作業日と、創明祭、年明けの年 4
回を予定しています。ご協力よろしくお願いします。
（６）ＰＴＡ室の使い方について
＜部屋の使い方＞
使用前に職員に終了予定時刻を伝え、使用後に終了した旨声を掛けること。
土・日の使用については事前に必ず委員会担当職員に相談すること。
使用予定（委員会名・時間）を必ずＰＴＡ室のカレンダーに記入すること。
ストーブを使用する際は職員に伝えること。
エアコン・ストーブの使用後は、スイッチを消したことを必ず確認すること。
学校で処分できるのは、活動中に出たゴミのみです。個人のゴミは持ち帰ること。
＜印刷について＞
ＰＴＡ室の印刷機を使用します。
使用目的・枚数を印刷機使用簿に記入します。
印刷用紙が無くなった時は、職員に報告の上、２階教材開発室から補充します。
＜ＰＴＡ室の掃除当番＞
掃除用具・ゴミ袋はＰＴＡ室奥の倉庫内にあります。
いっぱいになったゴミ袋は、ゴミ箱の横に置いておいてください。
当番月
当番
委員会

4月
本部

5月
研修

6月
9 学年

7月
保健
校外

9月
女ﾈｯﾄ
HP
家教

10 月
広報
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11 月
8 学年

12 月
7 学年

1月
研修

2月
保健
校外

3月
広報

（７）本部および各種委員会のメールアドレス設定について
内容・宛先
会長・副会長 公式アドレス
本部全体
庶務 報告書・文書申請
会計
各種委員会
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

E メールアドレス
info@takechu-pta.org
h27honbu@takechu-pta.org
h27shomu@takechu-pta.org
h27kaikei@takechu-pta.org
h27 委員会名@takechu-pta.org
h277g@takechu-pta.org
h278g@takechu-pta.org
h279g@takechu-pta.org
h27kouhou@takechu-pta.org
h27hokenkougai@takechu-pta.org
h27kenshu@takechu-pta.org
h27hp@takechu-pta.org
h27jonet@takechu-pta.org
h27kakyo@takechu-pta.org

３．その他
（１）ＰＴＡアンケートについて
今年度の活動計画にもあるように、よりよいものを目指してＰＴＡ活動の見直しをするために、ＰＴ
Ａ会員の皆様を対象にアンケートを実施する予定です。本部にて原案を作成し、第二回実行委員会に
て審議、６月に実施、７月に集計結果を報告、というスケジュールを予定しています。
（２）ＰＴＡ懇親会が行われました
ＰＴＡ懇親会が、総会後、ホテル東雲にて開催されました。教職員 46 名（現職 39 名、転出者 7 名）
、
保護者 26 名の出席で、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、竹園東中学校に
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 27 年度

第２回実行委員会開催予定

5 月 16 日（土）10：30～

3

メディアルーム

平成 27 年度ＰＴＡ総会報告

4 月 24 日（金）於：体育館

4 月 24 日(金)にＰＴＡ総会を開催し、平成 26 年度活動報告・会計決算報告・会計監査報告、平成 27 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 545 名中、出席者数 246 名、委任状提出者数 192 名、合計 437 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 26 年度ＰＴＡ会長より
平成 26 年度ＰＴＡ会長の山本直孝です。
「共に楽しむ学校応援団」をスローガンにやってきましたが、本
部・実行委員の皆さんのご協力のもと、自分自身は楽しくやれたかなと思っています。応援団と言う意
味で何がやれたかというと、創明祭の売り上げ等を使って子どもたちの使うキーボードを買うことがで
きました。それだけではなくこの後報告があるようにいろいろ活動してきました。この後鷲田さんの引
き継がれるのを嬉しく思います。

議事（詳細はＰＴＡ総会資料参照）

議長：平成 25 年度副会長 今村氏

・平成 26 年度活動報告
※H26 年度山本会長より追加報告：２月に市Ｐ連からつくば市総合運動公園建設の早期着工を求める
要望書が出されたことがわかりました。しかしＰＴＡはいろいろな意見を持った人が集まっているた
め、そのような要望書を出すのはそぐわないということで反対し、理事会に対し要望書の取り下げ要
求を２回しましたが取り下げてもらえませんでした。市Ｐ連会長や理事会のメンバーも年度で替わる
ため、今年度以降そのような事のないように、鷲田新会長には市Ｐ連の活動の透明化を要望してもら
おうと思っています。
・平成 26 年度会計決算報告
・平成 26 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 27 年度活動計画案
・平成 27 年度会計予算案
以上の内容につき、質疑はなく承認されました。
・50 周年対策費について
平成 26 年度（創立 41 周年目）に学校から創立 50 周年に向けての積み立てを行って欲しい旨提案が
あり、年間 10 万円の積み立てを行い、本部会計が管理し、創立 50 周年の年に利子と一緒に学校にお
渡しすることになりました（平成 26 年度総会及び実行委員会にて承認）
。創立 50 周年の記念行事で
は卒業生も参加できる行事が開催される予定です。
・その他
標準服リサイクル、図書、字幕各ボランティアの紹介。朝図書ボランティアについては代表者不在に
より活動を休止する旨報告されました。

平成 27 年度つくば市ＰＴＡ連絡協議会総会報告

5 月 2 日（土）於：山水亭

5 月 2 日(土)に開催されたつくば市ＰＴＡ連絡総会に、本校から岡野校長、鷲田会長が出席しました。
嬉しい報告として、つくば市へ要望していたエアコンが、本年度 27 校・177 教室に設置されることが決ま
ったそうです。また、ランドセル寄贈キャンペーン「想い出のランドセルギフト」『ランドセルは海を越
えて』-つくばからアフガニスタンへ-では、つくば市から 302 個のランドセルを寄贈することができたそ
うです。ご協力いただいたみなさまありがとうございました！
昨年度から引き継いだ事項については、今年度、理事会・役員会との連絡・連携を密に進めたい旨本校か
らお伝えし、市Ｐ連会長に同意いただきました。
次回は 6/20 に定期連絡会が開催される予定です。
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