〜共に楽しむ学校応援団〜

だより
平成 2７年度 第７号

鷲田ＰＴＡ会長より
ＰＴＡ活動も後半に入り、各委員会の皆
さまご協力ありがとうございます。本部
でも来年度に向けて動き出しています。
情報を共有し、今後についても話し合っ
ていきたいと思いますので、宜しくお願
い致します。

平成２７年１２月２２日
つくば竹園学園竹園東中学校
ＰＴＡ本部役員会
ＰＴＡ公式 mail
info@takechu-pta.org
ＰＴＡホームページ
http://takechu-pta.org

岡野校長より
ＰＴＡでは来年度に向けて引継ぎ、また反省と計画
が始まる時期かと思います。学校でも、保護者から
の教育アンケートの結果をもとに、来年度の計画等
をしているところです。皆さまの声を活かしながら、
今まで以上に新たな発想で楽しい学校をつくってい
きたいと思っています。

１．講演会・セミナー報告


科学万博３０周年記念事業 人権講演会
１１月１５日（日） 於：つくばカピオ 出席者：副会長・谷垣
「子どもの才能の見つけ方、伸ばし方 ～明るく 楽しく あきらめない～」
講師：辻井いつ子氏（ピアニスト辻井伸行さんの母）
伸行さんとの歩み、素晴らしいピアニストとなる才能を引き出した「辻井流」の子育て、そしていつ
でも諦めずに子どもの力を信じて進んでいった、というお話を聴き、人権について考えました。障害
のあるなしではなく、子どもの本当の力を見つけられるように寄り添っていくことが大事なのだと思
いました。



茨城県ＰＴＡ振興大会
１１月２１日（土） 於：取手市民会館 出席者：副会長・後田
来年度開催される第４８回日本ＰＴＡ関東ブロック研究大会茨城大会に向けての報告や、家庭教育
実践事例集『愛の記録』の朗読が行われました。
花まる学習会グループの松島伸浩氏による「わが子を『メシが食えるおとな』にする思春期の子育
て」の記念講演もありました。
県ＰＴＡ安全互助会より、安全普及啓発活動を９月から開始したことが報告されました。
（http://www.ibarakiken-pta.ne.jp/anzen_fukyu_keihatsu/）
また、常総市Ｐ連より、水害の義援金や応援メッセージへのお礼と、現状報告がありました。



モラロジー生涯学習セミナー
１１月２２日（日） 出席者：会長・鷲田、岡野校長
「心新たに生きる」
利己心を克服して感謝の心を育てることで、様々な困難や問題を解決する糸口を見つけられる。親孝
行とは親を喜ばせることだと思っていたが、自分が年をとって、親を安心させることが親孝行なのだ
と気付いた。職場でもあてはまることで、部下はどうやって上司を安心させられるかを考えて仕事を
組み立てるとうまくいく、というお話でした。ＰＴＡでも保護者と学校がお互い安心してもらえるに
はどうしたらいいかを考えると効果的ではないかと感じました。

２．書き損じはがき回収について
来年２月上旬に書き損じはがきの回収を予定しています。年賀状などの書き損じがありましたら是非
ご協力ください。個人情報流出等が気になる場合は、油性ペンで塗り潰すか、上に紙を貼っても結構
です。

３．図書室書架購入について
図書ボランティアグループより、図書室の書架を購入してほしい旨依頼がありました。市の予算で本
を購入しても、置ききれない状況です。創明祭での古本市の収益約４万円と、不足分をＰＴＡの創明
祭収益金から支出いたします。
（第６回実行委員会にて承認されました。
）
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４．平成２８年度ＰＴＡ懇親会 ボランティア募集のお知らせ
ＰＴＡ懇親会はこれまで、ＰＴＡ総会後にホテルで開催されていました。
今夏に実施したＰＴＡアンケートの結果をもとに、
「学校でお昼に低予算で開催！」に向けて準備を進
めております。
そこで、懇親会が楽しい会になるように一緒に活動してくださる方を募集いたします！
先生方と保護者の親睦を深め、転入された先生方を歓迎し、卒業生（前９年生）の保護者も、役員・
委員だけでなくＰＴＡ会員が誰でも気軽に参加できる会です。また、３月完成予定の新体育館のお披
露目も兼ねていますので、たくさんの皆様にご出席いただきたいと思います。
【活動内容と募集人数】
活動内容

募集人数

備考

企画ボランティア

企画・進行・音響・
受付・食事の手配など

若干名

イベントの企画が好きな方
または、興味、関心のある方

当日ボランティア

会場設営など

若干名

現 9 年生の保護者で 7・8 学年の参
観がなく、当日の準備を一緒にやっ
てくださる方。

【実施内容】
４月１６日（土）１２：３０頃から新体育館で、立食にて軽食をとりながら歓談。
【活動予定】
・企画ボランティアの活動は、打ち合わせ２回程度。第１回目の打ち合わせは、１月３０日午後を予
定しています。
・当日ボランティアの活動は当日のみ。
・どちらのボランティアもメールでのご連絡になります。
【申し込み方法】
ご参加いただける方は、メール h27honbu@takechu-pta.org にて 本部・谷垣宛てにお申込みくだ
さい。件名は「懇親会ボランティア申し込み」とし、ご本人のお名前とお子様のお名前、学年とクラ
スをご記入ください。
【〆切り】１月１５日（金）

５．つくば光の森について
毎年恒例の冬のイルミネーションが、つくばセンター地区を中心に行われています。本校ＰＴＡもつ
くば光の森実行委員会と連携しており、本校美術部による「不死鳥」の竹ＬＥＤアートが中央公園に
飾られています。大変すばらしい作品ですので是非ご覧ください。１／１１（月）まで開催されてい
ます。

６．その他


ゼンリン作製のセイフティマップについて、当初は学園地区中心の予定でしたが、市内全体に範囲
を広げることになり進捗が遅れています。年度内には配布できないかもしれませんが、来年度本部
に引き継いでいきます。



市Ｐ連によるランドセル寄贈事業について、今後、県南１４市町村に広げて行うことになりました。
小学校を卒業されるお子さんがいらっしゃれば是非ご協力ください。



竹園東幼・小・中に隣接している、ＪＡＸＡ官舎の解体工事が始まっています（～３／１５）。生
徒の登校が完了する８：３０までは、トラックの駐車や搬出入はしない事を約束頂きました。その
他不安な点・気付いた事がありましたら現場まで直接ご連絡ください。
株式会社萩原工務店 責任者 平野 敦 様 029-897-0079



（学校より）生徒の活動を、学校だよりやホームページで発信しております。竹園学園の Facebook
もありますので、是非ご覧ください。
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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
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

10/24 第 5 回実行委員会出席（委員長・副委員長）
第 1 回指名委員会出席（委員長・副委員長）
11/7 第 2 回指名委員会出席（委員長・副委員長）
11 月下旬 菊池先生（主任）と学年ｲﾍﾞﾝﾄについて電話にて打合せ
菊池先生（主任）と学年ｲﾍﾞﾝﾄについて直接打合せ
12 月上旬 学年ｲﾍﾞﾝﾄ講師へのお土産購入（会計）
12/9 PTA 室清掃（7 学年委員会清掃当番）
集合。先生からの指示により講師の誘導など
ｽﾏﾎ・ｹｰﾀｲ安全教室
学級懇談会（司会）
、片付け後解散
12/12 第 6 回実行委員会出席（委員長・副委員長）
10/24 第 5 回実行委員会、第 1 回指名委員会
11/7 奉仕作業、PTA 室掃除、第 2 回指名委員会
12/9 第 4 回 8 学年委員会、授業参観受付、学級懇談会司会進行
11/７ 第 5 回 9 学年委員会開催
①第 5 回実行委員会の報告
・ 創明祭の件
収益金・来場者ｱﾝｹｰﾄ結果報告
・ 指名委員会開催の件
開催ｽｹｼﾞｭｰﾙ報告
・ ICT 教育 40 周年記念大会 協力依頼の件
②2 月予定茶話会開催の打ち合わせ
（予定）日程：2016 年 2 月 6 日（土）授業参観終了後
形態：ｸﾗｽごと懇談 ｽﾗｲﾄﾞｼｮｰ鑑賞
10 月 掃除完了
10/22 音楽祭取材・撮影
10/24 佐藤印刷に入稿日、発行日の確認
11/4 佐藤印刷に入稿
11/12 初稿完成。先生方、PTA 会長、広報委員に校正依頼。
二校、三校
11/30 佐藤印刷に印刷依頼。納品日確認。
11/4 さわやかﾏﾅｰｱｯﾌﾟｷｬﾝﾍﾟｰﾝ参加
11/10 ICT 研究大会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ参加
10/17 反省会（創明祭、芸術鑑賞会）
10/31
10/31
11/7
11/19
11/19
12/3
10/24
11/7
11/10
11/19
10/18
10/21
11/5
11/6
11/12
11/20
10/24
10/26
11/7
11/10
11/15
11/16
11/21
11/22
12/5

ｳｪﾌﾞｻｲﾄ管理
平成 28 年度 PTA 本部役員募集のお知らせを掲載。
11/7「PTA 奉仕作業への参加協力のお願い」を掲載。
平成 27 年度 研修委員会からの活動報告を掲載。
平成 27 年度 PTA だより第 5 号を掲載。
平成 27 年度女性ﾈｯﾄﾜｰｸ委員会からの活動報告（第 3 回）を掲載。
12/9（水）標準服ﾘｻｲｸﾙ展示のお知らせを掲載。
第 5 回実行委員会
県南地区 PTA 連絡協議会 女性ﾈｯﾄﾜｰｸ委員研修会参加
ICT 教育研究大会運営手伝い
第 3 回研修会報告書 PTA ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載
閉級式、第 2 回講座の詳細打ち合わせ（全委員）
閉級式、第 2 回講座の出席表回収
閉級式、第 2 回講座 催行（全委員）出席者 20 名
受講報告書提出（委員長）
閉級式、第 2 回講座 ｱﾝｹｰﾄ取りまとめ、講師へのお礼状送付（書記）
閉級報告書、収支決算書、事業実績報告書提出（委員長）
第 5 回役員会、第 5 回実行委員会、第 1 回指名委員会
平成 28 年度本部役員募集文書配布
奉仕作業（校内外清掃・資源回収）
、第 2 回指名委員会
つくば市学校 ICT 教育研究大会
人権講演会（副会長）
PTA 便り第 6 号印刷・配布
茨城県 PTA 振興大会、つくば光の森点灯式
教育ｾﾐﾅｰ（会長）
選出委員会引継ぎ、本部打ち合わせ
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