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Ｔｏｐｉｃｓ
１．創明祭でお待ちしています！
３．書き損じはがき回収
５．市Ｐ連教育講演会の報告

２．芸能鑑賞会を開催します
４．県南地区ＰＴＡ指導者研修会の報告
詳細は下記にて

岡野校長より
夏休みも事件・事故なく終了し、新たな出発と
なりました。部活動では、バドミントン・水泳・
体操で関東大会に出場しました。文化的な活動
では、インタラクティブフォーラムでＡ・Ｂ両
部門で最優秀の県知事賞、Ｂ部門で２位の県議
会議長賞を獲得しました。また科学の甲子園ジ
ュニア県大会に本校から６名出場しました。県
内１５校中、つくば市内より４校出場していま
す。このように様々な方面で生徒たちが活躍し
ています。

鷲田ＰＴＡ会長より
いつもＰＴＡ活動にご理解とご協力を賜り心よ
り感謝申し上げます。講演会開催、広報誌発行な
ど、活動も本格化して参りました。８／２２・２
３のまつりつくばには、市内小中学校から１６０
０人以上の児童生徒が参加し、先生方、保健校外
委員会が校外指導として子どもたちの安全を守
ってくださいました。来る９／１１・１２の創明
祭では、子どもたちが安全で楽しい時間を過ごせ
るよう、また私たちＰＴＡも共に楽しみたいと思
います。

１．創明祭でお待ちしています！
９／１２（土）の創明祭２日目に、ＰＴＡとボランティア団体で協力いたします。各種企画には
是非お立ち寄りください。
委員会名

内容

時間

場所

７学年委員会

飲料販売

9:30～12:30

体育館

８学年委員会

パン販売

9:30～12:30

体育館

９学年委員会

惣菜販売

10:00～12:30

体育館

家庭教育学級委員会
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ委員会

ラムネ販売

10:00～

プール前

本部

焼きそば・ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ販売

9:30～

プール前

研修委員会

ゴミの分別収集

10:00～14:10

体育館・ﾌﾟｰﾙ前

女性ﾈｯﾄﾜｰｸ委員会

委員会活動 PR ﾊﾟﾈﾙ展示

10:00～14:20

体育館

保健校外委員会

校内・駐車場ﾊﾟﾄﾛｰﾙ

標準服ﾘｻｲｸﾙﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

標準服ﾘｻｲｸﾙ展示

10:00～11:00

ＰＴＡ室

図書ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

古本販売

10:00～14:00

体育館前

２． 芸能観賞会を開催します
９／２５（金）
、井坂斗絲幸社中による日本の唄まつりコンサートが、研修委員会主催で開催され
ます。申込書は９／１０（木）までに担任の先生へ提出、あるいは創明祭でも回収箱を昇降口に
設置します。またＰＴＡのＨＰからも申込できます。多くの方の参加をお待ちしております。
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３．書き損じはがき回収
９／３０（水）締切で、書き損じはがきを回収します。ＰＴＡ室に常設されている回収箱へ投函し
てください。
茨城県ＰＴＡ連絡協議会では、社会福祉及びＰＴＡ活動の充実のため「書き損じはがき」の回収活
動をしています。換金後、茨城県社会福祉協議会を通して、視覚障害者協会や肢体不自由児父母の
会、手をつなぐ育成会で行われている「障害児者の療育キャンプ」「交流事業」「父母の研修」に役
立てられています。
また地区・市町村ＰＴＡ活動の貴重な資金となっております。
一家庭一枚以上、計６００枚が目標です。回収活動の趣旨のご理解と、社会福祉とＰＴＡ活動の充
実への協力を宜しくお願いします。

４．県南地区ＰＴＡ指導者研修会の報告
８／８（土）１３時～ 於：牛久市中央生涯学習センター文化ホール
テーマ：「学校・家庭・地域社会の連携を担うＰＴＡ活動の在り方」
～青少年に豊かな人間性を培うために～
出席者：会長・鷲田さん、副会長・谷垣さん
県南地区１４市町村の単位ＰＴＡより３名（Ｐ２、Ｔ１）が集まり、講演と４校の発表がありまし
た。
１）講演
「江戸しぐさに学ぶ茨城しぐさ」 ＮＰＯ法人ひと・まちねっとわーく理事長 池田馨先生
「○○しぐさ」とは、お互いを助け合い、思いやりを持ったしぐさで、平和に楽しく幸せに暮らす
ための心構えでもある。日常を振り返って、もっとお互いが気持ちよく生活するためにはどのよう
にすれば良いかを話し合い、学校や家庭でも「○○しぐさ」や「家訓」を作ってみてはというお話
でした。詳しくは、
「ＮＰＯ法人ひと・まちねっとわーく」のホームページをご覧ください。
２）ＰＴＡの活動発表
○土浦市立土浦第三中学校ＰＴＡ 「全員参加型の活動を導入して」
中学入学前から本部役員が小学校へ出向いて、ＰＴＡ活動について説明して協力を求めた。地域に
は地元出身の保護者が多く、小学校と連携している。（ＰＴＡ活動でも４つの小学校の良いところ
を取り入れている。
）
○つくば市立ＡＺＵＭＡ学園吾妻中学校ＰＴＡ 「施設分離型小中一貫校におけるＰＴＡ活動の取
り組み」
・「子どもたちにふるさとを」と、伝統作りのために、祭り・校歌を作った。
・おやじの会、フラワーサポーターなど、積極的なボランティア活動がある。
・小中連携の防災教育では、防災ノートを作り学園全体に配布し、防災キャンプなど実施している。
・一小一中の良さを生かしたＰＴＡ活動。
（小学校と中学校のＰＴＡが委員会の一部を統合する）パ
ートナーシップ協定を締結する。
○稲敷市立あずま南小学校ＰＴＡ 「チーム南小ＰＴＡの取り組み」
・ゆるキャラ（南かがやくくん）が子どもたちに人気。
・小規模校のため、ほぼ全員で積極的にＰＴＡ活動をしている。
○利根町立布川小学校ＰＴＡ 「家庭・学校・地域が力を合わせ、楽しく活力あるＰＴＡ活動を目
指して」
・町のＰ連の団結が強く、地域ぐるみの活動も積極的である。
・ＰＴＡの広報紙が入賞して県代表に選ばれていて、その他の委員会も楽しみながら活動をしてい
る。
３）指導講評 茨城県県南教育事務所主任社会教育主事 藤岡賢治先生
・これからのＰＴＡは地域を巻き込んで（地域ぐるみで）ＰＴＣＡ。→Ｃは Community（地域）。
・言葉のかけ方で、子どもたちがうれしい気持ちになり心が温かくなり笑顔になれる。リフレーミ
ング(reframing)の手法で、ネガティブなものをポジティブなものにしてとらえる。相手を認めて
ほめる言葉がけをすると、子どもたちもやる気になる。
（例）いい加減⇒こだわらない
家庭
学校
しつこい、頑固⇒意志が強いね
目を見て
ほめる
(*^_^*)
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地域

５．市Ｐ連教育講演会の報告
８／９（日） 於：つくば市民ホールやたべ
講演テーマ：「スポーツ選手に学ぶモチベーションの高め方」
講師：プロバスケットボールチーム「サイバーダインつくばロボッツ」
運営会社社長並びに球団代表
山谷拓志(やまやたかし)さん
実際のプロスポーツ選手の話を交えながら、自分自身のモチベーションを保ったり高めたりするに
はどのようにすればよいか、誰もが実践できるスキルとして示してくださいました。環境が変化す
る不確実な現代において成果を出すためには、環境にとらわれずに自らのモチベーションをコント
ロールする力が求められます。自分がおかれている状況は変えられないとしても、そのとらえ方を
変えていくことで、気持ちが前向きになったりやるべきことが見えてきたりする、それを意識的に
行っていくことで自らをコントロールしていくことができるというお話でした。
機会があれば会員のみなさんも市Ｐ連講演会を聞いてみてはいかがでしょうか。

委員会活動報告

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

7/7 第 2 回学年委員会（諸々打合せ・連絡事項伝達など）
夏季 PTA 授業参観・学年学級懇談会受付
学級懇談会司会進行
7/26 （行事係）前日までの準備・流れの確認及び分担決定
（行事係）当日の流れの確認及び分担の決定
（行事係）発注点決定→発注，店側と打合せ
8 月中 ﾎﾟｽﾀｰ・ﾒﾆｭｰ表・ﾄﾞﾘﾝｸ券など各自作成（行事係）
8/14 創明祭について学年委員に決定事項などﾒｰﾙ連絡（〃）
8/29 PTA 除草作業
第 4 回実行委員会出席（委員長・副委員長）
7/4 第 3 回実行委員会
7/7 第 3 回学年委員会
・実行委員会議事報告
・8 学年行事「思春期教育講演会」打ち合わせ
・創明祭打ち合わせ
授業参観受付
学級懇談会司会進行
7/8 8 学年行事「思春期教育講演会」開催
・第 2 部司会進行
8/9 市 P 連教育講演会参加
8/25 ｸｰﾛﾝﾇ打ち合わせ(創明祭担当者)
7/7 1、第 3 回 9 学年委員会開催
①第 3 回実行委員会の報告と内容打ち合わせ
・ 創明祭関連の件
消耗品・開始時間・駐車場他について打ち合わせ
・ 市 P 連教育講演会参加者募集の件
9 学年で 5 名参加を申し合わせ
・ 研修委員会 芸能鑑賞会の件
日程・内容について連絡
7/7
佐藤印刷より広報誌 106 号納品、各ｸﾗｽ分配、印刷代支払い
広報誌 107 号企画打ち合わせ
7/10
広報誌 106 号発行
7/1 第 1 回つくば竹園学園校外安全協議会
7/18 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、創明祭巡回分担、まつりつく
ば巡回分担他、PTA 会議室清掃】
8/9 市 P 連講演会参加
8/25 宇宙ｾﾝﾀｰ官舎解体説明会
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研修
委員会

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
委員会

女性
ﾈｯﾄﾜｰｸ
委員会

家庭教育学級
委員会

本部

7/4 第 2 回実行委員会出席
7/6 井坂社中会場下見に同行
ﾎﾟｽﾀｰ掲示、HP 掲載
7/18 第 4 回研修委員会開催
創明祭、芸能鑑賞会の役割分担、事前準備、当日準備について確認。
芸能鑑賞会のちらし兼申込書印刷
ｳｪﾌﾞｻｲﾄ管理
7/6 平成 27 年度 PTA 研修委員会企画芸能鑑賞会のご案内を掲載。
7/9 平成 27 年度 PTA だより第 3 号を掲載。
7/10 8/29「PTA 奉仕作業」への参加ならびに「資源回収」のお願いを掲載。
7/12 創明祭「ﾗﾑﾈ販売」の打ち合わせ（家庭教育学級委員会と合同）
7/14 図書ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ「古本の寄贈について（依頼）」を掲載。
7/25 平成 27 年度女性ﾈｯﾄﾜｰｸ委員会からの活動報告（第 1 回）を掲載。
平成 27 年度女性ﾈｯﾄﾜｰｸ委員会からの活動報告（第 2 回）を掲載。
平成 27 年度 PTA だより第 4 号を掲載。
7/4 第 3 回実行委員会
7/11 茨城県 P 連女性ﾈｯﾄﾜｰｸ委員会研修会参加
7/25 研修会報告書（第 1 回、2 回）作成・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載
創明祭に関する打ち合わせ
掲示物（研修会報告）作成
6/29 菊地先生と開級式、第 1 回講座の打ち合わせ
（使用機材の確認など）
（全委員）
7/1 開級式、第 1 回講座 催行（全委員）
受講報告書を交流ｾﾝﾀｰへ提出（書記）
7/4 実行委員会出席（委員長、創明祭担当委員）
7/6 第 1 回講座ｱﾝｹｰﾄ取りまとめ、講師へのお礼状送付（書記）
7/11 創明祭企画（ﾗﾑﾈ販売）詳細打ち合わせ（HP 委員 2 名、全委員）
7/4 第 3 回役員会・第 3 回実行委員会
6/25～ PTA ｱﾝｹｰﾄ集計・報告資料作成
7/6
7/9 PTA だより第 3 号印刷・配布
7/15 第 1 回学校保健委員会（会長・保健校外委員会）
7/16 PTA だより第 4 号印刷・配布
8/3 創明祭出店のための保菌検査届出
8/8 県南地区 PTA 指導者研修会（会長・副会長）
8/9 市 P 連教育講演会
8/24 食品取扱届提出
8/26 創明祭打ち合わせ
8/29 PTA 奉仕作業・資源物回収
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