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平成 28 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。

中嶋信美ＰＴＡ会長より（総会挨拶より）
昨今 PTA については新聞等のメディアでは共働き家庭が多い中で不要論が出ています。我々働き盛り
の世代には子育て、親の介護、親戚付き合い、地域の奉仕活動まで期待されています。この中で絶対に
やらなければならないのは子育てです。PTA を会員同士のコミュニケーションの場、教育環境の改善
を進めていく組織にしていきたいと思っています。皆様には２つのお願いがあります。一つ目は活動を
共にしていただきたいということです。家庭の事情等もあると思いますが子ども達の為にこの学校を予
算的に支えているという意識を持っていただきたいと思います。実際 PTA の予算の半分以上が学校運
営費に充てられています。二つ目は教育環境改善の要望があれば遠慮なく PTA 本部あるいは身近な
PTA 実行委員に連絡をしていただきたいということです。中学生には選挙権はなく保護者がだまって
いると教育予算はどんどん減らされていきます。本部では皆さんの意見をとりまとめて近隣の学校と連
携をとりながら関係部署に要望書を出していきたいと思っています。一年間よろしくお願いいたします。

岡野和夫校長兼ＰＴＡ顧問より（総会挨拶より）
新 7 年生を迎え、現在どのクラスも明るく過ごしている様子が見られます。この調子で明るくしっかり
と学んでいってくれればと願っています。学園目標をうけ竹園東中は「国際社会に貢献できる生徒の育
成」を教育目標としており子供達にも竹中生としての「誇りと責任」をもって生活してほしいと話しています。竹
園東中では「さわやかな竹園スタイルの生活」と「わくわくする竹園スタイル学び」の創造を目指しています。そ
のため、生徒に「共に学び共に育つ」ために「対話による学び・さわやかな挨拶・思いやりと勇気」を行動目標と
して示しています。学校は、子ども達をほめることができるよう、活躍する場を設定し支援することが仕事であると
考えています。職員は、子ども達と共に学び、育っていく覚悟でありますので、皆様の御理解と御協力をお願い
します。心配事があれば、また我々に至らない点があったら、気軽に相談していただきたいと思います。

第１回実行委員会報告

4 月 9 日（土）於：図書室

１．審議事項
（１）平成 28 年度活動方針(案)および活動計画(案)について
『輝く未来の応援団』
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・奉仕作業等の開催
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. その他
（２）平成 28 年度ＰＴＡ会計予算(案)について（会計）
今年度予算化した大型事業についての説明（岡野校長）
・新体育館アンプ増設の件 旧体育館の音響設備と同じように 4ｃｈ→8ｃｈへ増設を希望。
・時計台撤去の件 創立 10 周年記念で PTA が設置したグラウンドの時計台は壊れているうえにサッ
カーのコーナーキックの場所と重なり危険なので撤去を希望。旧体育館撤去の際に併せて業者に処
理してもらえるよう検討中。撤去費が安価な業者があれば単独で処理する可能性もあります。
※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。
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２．連絡事項
（１）学校より（玉井教頭・岡野校長）
・防災マップが 4/11 に各家庭に配布されます。つくば市全体が載っているので活用してください。
・メールシステムの利用拡大について 「お知らせ」メール 「緊急」メール 「部活」メールなど
や各委員会からのお知らせにも範囲を広げて活用していきます。これに伴い電話連絡網は廃止の方
向です。
（２）実行委員会開催日程
5/14（土）、7/2（土）、8/20(*午後)（土）、10/29（土）、12/17（土）、1/28（土）、3/4（土）
いずれも 10:30～、（*8/20 は午前中に奉仕作業があるため 13:00～）。場所：図書室。
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。
（３）奉仕作業及び資源回収について
奉仕作業は、8/20(土)、11/19(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。
（４）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

11 月
8 学年

12 月
7 学年

1月
研修

（５）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
全委員会
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
*会長への相談は右記へ

E メールアドレス
info@takechu-pta.org
h28honbu@takechu-pta.org
h28shomu@takechu-pta.org
h28kaikei@takechu-pta.org
h28iin@takechu-pta.org
h28 委員会名@takechu-pta.org
h287g@takechu-pta.org
h288g@takechu-pta.org
h289g@takechu-pta.org
h28kouhou@takechu-pta.org
h28hokenkougai@takechu-pta.org
h28kenshu@takechu-pta.org
h28hp@takechu-pta.org
h28jonet@takechu-pta.org
h28kakyo@takechu-pta.org
takezono_fathers@yahoo.co.jp
090-3094-4353
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2月
保健
校外

3月
広報

平成 28 年度

第２回実行委員会開催予定

平成 28 年度ＰＴＡ総会報告

5 月 14 日（土）10：30～

図書室

4 月 16 日（土）於：体育館

4 月 16 日(土)にＰＴＡ総会を開催し、平成 27 年度活動報告・会計決算報告・会計監査報告、平成 28 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 533 名中、出席者数 172 名、委任状提出者数 325 名、合計 497 名により、ＰＴＡ規
約第 6 章第 10 条の 2 の規定に基づき総会は成立いたしました。

平成 27 年度ＰＴＡ鷲田会長より
これまで金曜日開催であったＰＴＡ総会は、アンケートの結果も踏まえて週末の開催としました。新しい体育館
も完成してこの春には卒業生たちが巣立っていきました。これからも子ども達が竹中生で良かったといえるよう、
竹園から世界にはばたいていけるように私達にできることを考えていきたいと思います。

議事（詳細はＰＴＡ総会資料参照）

議長：平成 26 年度 PTA 副会長 松岡氏

・平成 27 年度活動報告
以上の内容につき、質疑はなく承認されました。
・平成 27 年度会計決算報告
・平成 27 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 28 年度活動計画案
以上の内容につき、質疑はなく承認されました。
・平成 28 年度会計予算案
① 大型事業についての説明（岡野校長より）
＊新体育館オーディオ増設費について
旧体育館のオーディオはＰＴＡ予算でマイクを 4→8 チ
ャンネルに増設してもらいました。これは創明祭で劇をするときに混線しないよう、また良く聞
こえるようにするためです。旧体育館設備は新体育館では使えないので、同じオーディオ環境に
するために新体育館にも同様な増設をＰＴＡにお願いしました。
＊グランド時計台撤去費について
創立 10 周年の時にＰＴＡが整備してくれたグランドの時計
台が故障中です。現在はサッカーのコーナーキックエリアと近く激突して怪我をする子もいるこ
とや修理費が 20 万円ほどかかることから、撤去をＰＴＡにお願いしました。
②質疑
（質問）時計台撤去後のグランドの時計はどうするのか？
（回答）岡野校長より
現在の時計より一回り小さい４～5 万円ほどの時計を校舎の端に設置し
たい。市に設置の要望を出すが、難しい場合は PTA と相談したい。
（質問）教育予算は増えているのか。変わらないのか？これから要望していくのか？
（回答）岡野校長より
市の予算が苦しい中でも、教育予算の比率は増えていると聞いている。
現在つくば市は子どもの数が増えており、新しい学校を作っていくなど大きな支出を予定
している。つくば市長からは常々、住みたいまちづくりのための根幹はひとづくりである
との力強い発言をいただいている。
鈴木副会長より
保護者の要望は各小中学校 PTA でくみ取り、毎年市 P 連で集約して市
に対して要望書を出している。3～4 年前の話となるが市 P 連でエアコン設備の要望を出し、
つくば市の 50 余りの全ての小中学校に設置すると約束いただき、順次設置しているという
事実もある。継続する事が大切で、今後も一緒に要望を出していきたいと思う。

以上の内容につき、承認されました。
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・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がありました。朝図書ボランティアについては
代表者不在により昨年に引き続き活動を休止する旨報告されました。

平成 28 年度ＰＴＡ懇親会報告

4 月 16 日（土）於：体育館

ＰＴＡ総会の後に体育館にてＰＴＡ総会が行われました。
教職員３５名、保護者６０名の出席にて大変盛況な懇親会となりました。昨年度の保護者アンケートの
要望を踏まえて、総会後すぐに体育館にて立食パーティ形式で行われました。保護者参加は昨年度の 2
倍以上となりました。美味しいお食事やスウィーツ、淹れたてのコーヒーなどで和やかに歓談がはずみ、
新任の先生達とも大いに盛り上がりました。また、離任された先生方がメッセージとともにスライドシ
ョーで紹介されました。多数の皆様のご参加をありがとうございました。
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