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鷲田ＰＴＡ会長より
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。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。
今年度は「共に楽しむ学校応援団」を活動方針といたしました。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、そして新しいイベントを
付け加えるのではなく、小さな部分で中身を少しずつ良くしてきた一年間でした。共働き世帯の増加な
ど時代の移り変わりの中で、ＰＴＡ活動も丁寧に見直したいと考え、ＰＴＡアンケートも実施いたしま
した。
９年生が卒業するときに、竹園東中学校で過ごせてよかったと思ってもらえるよう、来年度に引継ぎた
いと思います。
一年間本当にありがとうございました。

岡野校長より
これまで一年間、生徒と学校のために活動頂き、ありがとうございました。竹園東中学校の周辺地域
は今、変わりつつあります。それに合わせて我々もより良いものを求めて変わっていくために、一年
間活動して気付いた事を、次年度の委員に、心と共に引継いで頂きたいと思います。

１．つくば市ＰＴＡ連絡協議会 報告



書き損じはがき回収について、本校では２２８枚集まりました。ご協力ありがとうございました。
ランドセル寄贈事業「ランドセルは海を越えて」
つくば市としては３年目となる事業ですが、今年は県南１４市町村全てで実施できることになりま
した。つくば市Ｐ連では、使い終えたランドセルを集め、アフガニスタンの教育の機会に恵まれな
い子供たちへ贈る活動を展開し、平成２５年度からこれまでに７５０個ものランドセルを寄贈いた
しました。締切は３／９、お預かりしたランドセルは、横浜港からパキスタンを経由し、アフガニ
スタンへ運ばれます。生徒・児童に、世界には教育を受けたくても受けられない子どもたちがいる
ということを知ってもらうよい機会と考え、活動を継続して参ります。

２．ＰＴＡ会計より



創明祭収益金（ＰＴＡ予備費）で、劣化分補填としてパイプ椅子を５２脚（５０，１２４円）購入
し、学校に寄贈しました。購入された椅子には、Ｈ２７年度ＰＴＡ費で購入の旨のシールを貼って
頂けます。
新体育館のオーディオ設備整備について学校より要望がありました。支出に関しては予算に項目特
出しにて組み込み、Ｈ２８年度ＰＴＡ総会にて会員の皆様に諮ることと致します。

３．選出委員会より
新７学年保護者へＨ２８年度各種委員募集を行いました。この結果を受けて入学式当日に委員を決定
いたします。なお、新８・９学年委員は、新年度始業式にてクラスが判明後、決定し、ご連絡いたし
ます。

４．ＰＴＡの名札について
現在小学校で使用しているＰＴＡの名札を、中学校でもそのまま使用（竹園学園全体でのＰＴＡ名札
として使用）できるよう検討中です。再来年度初めからの使用を目標に、来年度ＰＴＡで詳細を詰め
ていきます。

５．連絡事項


ＰＴＡ委員会引継ぎ会について
４月９日(土）８：４５より、委員会ごとに新校舎各教室に分かれて引継ぎを行います。会場の詳
細は、当日ＰＴＡ室入口と各教室に掲示します。
各委員会では、今年度一年間を振り返り、今後に向けての課題や改善点を挙げて頂きました。新年
度の委員会へ引継ぎ、より良い委員会活動に役立ててください。







ＰＴＡ総会について
４月１６日（土）１０：４０より、新体育館にて行います。
（１時間目：授業参観、２時間目：学
級・学年懇談会）
。旧年度ＰＴＡの活動報告、新年度ＰＴＡの活動方針・活動予定などの説明があ
ります。また会員の皆様からの質疑もお受けいたします。是非ご出席いただきますよう宜しくお願
い致します。なおＨ２７年度各委員会より１名以上ご出席ください。
ＰＴＡ懇親会について
４月１６日（土）
、ＰＴＡ総会終了後に、新体育館にて開催します（１２：００頃～）。
会費１，５００円、立食パーティー形式です。申込書あるいはＥメールでも申し込めます。新７年
生～新卒業生（現９年生）の保護者と先生方、幅広く多くの皆さまと楽しいひと時を過ごしたいと、
楽しい内容を計画しています。
Ｈ２８年度第１回実行委員会について
４月９日（土）１０：３０より、図書室で行います。新役員・正副委員長の皆さま、宜しくお願い
致します。

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

1/30 第 7 回実行委員会出席（委員長・副委員長）
2/6 新 8・9 学年の委員選出抽選会の準備，抽選会（選出委員）
学年末 PTA 受付
学年懇談会（司会）
2/8 総会用 H27 委員会活動報告＆委員会活動課題作成
2/13 新 7 学年委員応募用紙の集計・新 8・9 学年委員の確認（選出委員）
2/15 引継用 H27 委員会活動報告作成
3/5 第 8 回実行委員会出席（委員長・副委員長）
1/30 第 7 回実行委員会
2/6 学年末 PTA 授業参観受付
学年・学級懇談会司会進行
選出委員抽選会
2/13 第 3 回選出委員会
2/6 第 7 回 9 学年委員会開催
①第 7 回実行委員会の報告
会計決算に伴う 9 学年委員会運営費残金返却
H28 年度 PTA 予算案の件
4/9 の引き継ぎ会の件
②茶話会の最終打ち合わせ
スライドショー、懇談、花束贈呈の流れ
1/23 （選出委員）第 2 回選出委員会出席
2/6 第 3 回広報委員会
・引き継ぎ会、PTA 室掃除の確認
・課題について話し合い
2/6 （選出委員）抽選会
2/13 （選出委員）第 3 回選出委員会出席
2/13 第 3 回選出委員会
2/18 第 2 回学校保健委員会
2/20 第 7 回保健校外委員会・PTA 室掃除
なし

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

2/6 H28 本部役員用アドレス作成
2/10 PTA 便り第 7・8 号を掲載
WordPress バックアップ CRON 設定
3/3 標準服ボランティアお便り掲載
1/30 第 7 回実行委員会
㋁上旬 活動内容振り返り（課題/対策）
1/30 実行委員会出席
1/30
2/2
2/6
2/9
2/13
2/18
2/22

第 7 回役員会・実行委員会
第 2 回学校評議委員会・学校関係者評価委員会
H28 年度 PTA 委員選出抽選会・学年末 PTA
PTA だより発行
第 3 回選出委員会、市 P 連定期連絡会、防災研修会
第 2 回学校保健委員会
資源物集団回収報告書を提出

平成２７年度ＰＴＡは「共に楽しむ学校応援団」として、各委員会・役員会ではこのような活動をしま
した。

7 学年委員会
学年・学級懇談会の司
会・進行。学校と共催
で「スマホ・ケータイ
安全教室」を開催しま
した。創明祭ではペッ
トボトル飲料を販売。

９学年委員会
学年・学級懇談会の司
会・進行。茶話会を実
施しました。創明祭で
はおにぎり・いなり寿
司・コロッケ・から揚
げを販売。

保健校外委員会
地域と学校と連携し、
校内・駐車場パトロー
ル。まつりつくば巡回
指導。学区内危険箇所
情報収集・報告。校外
安全協議会やさわやか
マナーアップキャンペ
ーンに参加しました。

ホームページ委員会
ＰＴＡ活動に関する
情報収集とホームペ
ージの管理・更新。メ
ーリングリストの作
成と管理を行いまし
た。創明祭ではラムネ
を販売。

８学年委員会
8 学年委員会 学年・学級懇談会の司
会・進行。思春期教育講演会 生きる教
育につながる「生教育」を開催しまし
た。創明祭ではパンを販売。

広報委員会
ＰＴＡ活動・学校行事を取材して、
広報誌「竹園」106 号・107 号を
発行しました。

研修委員会
会員や生徒の教養を高めるための活
動として、
「井坂斗絲幸社中 芸能鑑
賞会」総勢 60 名の若手芸能団体によ
る津軽三味線、和太鼓、踊りを体育館
で鑑賞する会を開催しました。創明祭
ではゴミの分別収集を担当。

女性ネットワーク
委員会
市と県の女性ネット
ワーク委員会・研修会
に参加し啓発に努め
ました。創明祭では委
員会活動ＰＲパネル
を展示。

家庭教育学級委員会
つくば市からの委託を受け、子どもの
健全育成をめざす家庭作りのための企
画として、2 回の講座「いまどき中高
生のおつきあい～人権擁護の視点か
ら」
「役に立つコミュニケーション術～
ほめ方のコツを学ぶ～」を開催しまし
た。創明祭ではラムネを販売。
本部役員会
ＰＴＡを代表し会務の統括や会議の招集ならびに対
外的活動を行いました。役員会・実行委員会・総会・
PTA 懇親会の運営。議事の記録、ＰＴＡだよりの作
成、各種文書の配付。予算執行。奉仕作業。創明祭
PTA 企画の統括。役員 OB やボランティアの方と焼
きそば・フランクフルトを販売。

・ＰＴＡアンケートを実施（ＰＴＡだより第４号掲載）
・つくば市へ市Ｐ連として要望書を提出（ＰＴＡだより第６号に掲載）
・
「つくば光の森」に、ＬＥＤライトを光らせる竹アートで参加しました。
会員皆さまのご協力のもと活動して参りましたＨ２７年度のＰＴＡ活動も間もなく終了します。改めて
感謝とお礼を申しあげます。一年間どうもありがとうございました。
ＰＴＡだよりもこれでＨ２７年度の最終号になります。これまでのＰＴＡだよりはＰＴＡホームページ
＜ http://takechu-pta.org/ ＞でご覧いただけます。
最後に・・・岡野校長先生、玉井教頭先生、教務主任山口先生、各委員会ご担当の先生方、ご指導いた
だきありがとうございました！

