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平成 29 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。
矢野ＰＴＡ会長より（総会挨拶より）
26 年間つくばにおり、進学、就職、子育てを経験し、つくば、さらには竹園の素晴らしさを強く感じて
います。2011 年に小学校の PTA 副会長も経験した縁で今回会長を引き受けることになりました。もともと
竹園地区再構築のワークショップにも出ており、地域との対話の中での街づくりということに興味があり、
皆様に情報を伝える手伝いができればと考えています。
今年度のスローガンは『地域と育てる未来の力』。それは竹園地区の再開発のこともありますが、日本
全体についても地域一体となって子供たちを未来へ育てていかなければいけないとの思いからです。実際
にワークショップの中で竹園学園の連携、校舎の老朽化など小学校も含めた様々な課題なども議論されて
います。昨年、計画についてもう一度考え直そうということになっていますが、その後の話は聞こえてこ
ないというところに情報不足を感じています。今年はそのような機運の盛り上がりもあると思うので、横
の連携、地区との連携で話をしながら子供たちの為に活動できることがあるのではないかと思っています。
そういった意味でも PTA 活動は楽しいものであると思っています。
皆さまの限られた時間の中で、できることをできる時間でできるだけという効率的な PTA 活動という方
針でいきたいと思っております。
自然災害なども心配される中、一番頼りになるのは近所の力です。子供を通じて近所との連携を強める
ことが日本の力を強める底力になると思い、一年活動していきたいと思います。皆様のご協力をお願いし
ます。
片岡校長兼ＰＴＡ顧問より（総会挨拶より）
岡野前校長の後任として、春日学園から参りました。以前も 2 年間教頭として勤務していました。その
時の印象として子供たちが主体的に活動し、思いやりを持った行動ができると感じていたので、6 年ぶり
に戻ってこられてうれしいです。
挨拶として経営方針をお話ししたいと思います。教育の重点は 3 つあり、学力、思いやりの心、主体的
に行動できる生徒の育成、この 3 つです。
学力については、知識理解を深める生徒の育成。暗記による学習ではなく、学び方を学ぶ。課題を見つ
け友達と議論し協力して理解を深め、またそれを外部に発信していく学習を進めていきたいと思います。
思いやりの心については、小中一貫教育のもと、小学校との交流活動が主体的に行われています。中学生
として小学生とかかわる中で、必要とされている、小学生の生活を充実させてあげることができるという
実感を持つことで、自己有用感や所属感を育てられるようにしていきたいです。また道徳教育の充実とい
うことを図らなければいけません。３つ目の主体的に行動できる生徒の育成については、最大限に主体性
を生かした評議員制（生徒会活動）を充実させ、自分たちの生活の問題について自分たちで考えさせる教
育をやっていきたいと思います。またキャリア教育も重点的にやっていき、これまで企業に出向き、また
社会科などで学習してきたことについて深く調べ自分の将来像を描くことができるようにしていきたい
です。
これからの竹園東中学校の教育を考えると 9 年間の連続した学びというのは大切なキーワードです。
9 年間の学びの中で、起こりうるいじめなどの問題も小さい問題として解決でき、自己有用感や所属感を
持つことで、自分は学校にとって必要な存在だと感じられ、そのことは不登校などの問題への取り組みに
もつなげることができます。小学校との学習の交流だけでなく、部活動を通した交流を持つことで小学生
の中学生への憧れ、中学生の後輩を思う気持ちを日常の活動を通じて育てることができうる地区であると
いうことです。
それだけでなく小学校、中学校、高校、大学との連続した学び、また各研究所などと連携して理科、英
語に特化した特色ある教育の可能性も広がる、そんな可能性のある環境、実現させうる環境だと自負して
います。しかしそのためにはマンパワーが必要です。また子供たちの感性も豊かでなければなりません。
子供たちの気づく力（感性）を育てるには本物に触れ合う時間、体験が必要だと感じています。この本物
の教育を同時に進めていきたいと思います。
この子供たちを社会に出していくため、皆様の協力をお願いします。
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第１回実行委員会報告

4 月 8 日（土）於：図書室

１．審議事項
（１）平成 29 年度活動方針(案)および活動計画(案)について
『地域と育てる未来の力』
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. 懇談会・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 29 年度ＰＴＡ会計予算(案)について（会計）
・AED の数が足りず、レンタルして増やすための費用を学校会計から支出する。
・昨年休止していた 50 周年対策費を再開する。
（３）ＰＴＡ規約の改正について（副会長）
・「PTA 規約」について、現在本部役員を選出する「指名委員会」と各委員会の委員を選出する「選出
委員会」と分かれているが、それを統合して「選出委員会」とするための改定
※上記（１）～（３）について実行委員会を経て、総会で承認されました。
２．連絡事項
（１）学校より（片岡校長）
・年間行事表について 紛失したなどで新たに必要になった場合は久松先生に連絡して下さい。
（２）実行委員会開催日程
・5/13、7/1、8/19(※午後)、10/14、12/16、1/27、3/3 までの年間 8 回
時間：10:30～（8/19 は奉仕作業のため午後開催 13:00〜） 場所：図書室
・PTA 規約により、原則 委員長＆副委員長は毎回出席して下さい。
（３）奉仕作業及び資源回収について
奉仕作業は、8/19(土)、11/18(土) に行います。資源回収は、奉仕作業日と、創明祭の年 3 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
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3月
広報

（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
E メールアドレス
会長・副会長 公式アドレス
info@takechu-pta.org
本部全体
h29honbu@takechu-pta.org
庶務 報告書・文書申請
h29shomu@takechu-pta.org
会計
h29kaikei@takechu-pta.org
全委員会
h29iin@takechu-pta.org
７学年委員会
h297g@takechu-pta.org
８学年委員会
h298g@takechu-pta.org
９学年委員会
h299g@takechu-pta.org
広報委員会
h29kouhou@takechu-pta.org
保健校外委員会
h29hokenkougai@takechu-pta.org
研修委員会
h29kenshu@takechu-pta.org
ホームページ委員会
h29hp@takechu-pta.org
女性ネットワーク委員会
h29jonet@takechu-pta.org
家庭教育学級委員会
h29kakyo@takechu-pta.org

平成 29 年度ＰＴＡ総会報告

4 月 15 日（土）於：体育館

4 月 15 日(土)にＰＴＡ総会を開催し、平成 28 年度活動報告・会計決算報告・会計監査報告、平成 29 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 600 名中、出席者数 170 名、委任状提出者数 384 名、合計 554 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 28 年度中嶋ＰＴＡ会長より
中学校での役員は初めてでしたが戸惑いながらも協力を頂き何とかやってこられました。
この一年間で力を注いだのが竹園学園 3 校の取りまとめでした。昨年度から小中一貫教育が法制化され
本格的にスタートし、PTA としての意見も小中まとめて提出しなければならず、３校の PTA 会長同士で密
に連携をとってきました。現在共働きが多くなりメディアなど PTA の存在意義が問われる中、回答を求め
られることも増え困難もありました。
我々働き盛り世代は、子育て、介護、親戚付き合い、地域の奉仕活動など様々なことが期待され大変忙
しい思いもありますが、この中で絶対にやめてはいけないものは子育てです。皆様へのお願いは、ぜひ PTA
活動に参加していただきたいこと、また事情により参加できない方は PTA に残って会費を納めていただき
たいことです。それは今の実情として学校の活動費に PTA の会費が多く充てられていて、本校でも会費の
７割が子供たちの活動のために使われているためです。学校、子供たちを予算的に支えるという意識を持
って参加していただきたいと思います。私自身も本年度も副会長として活動するので皆様の協力をお願い
いたします。

議事（詳細はＰＴＡ総会資料参照）

議長：平成 27 年度 PTA 副会長 谷垣氏

・平成 28 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 28 年度会計決算報告
・平成 28 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。
・PTA 規約の改正
以上の内容につき、質疑はなく承認されました。
・平成 29 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 29 年度会計予算案
① ＊AED レンタル費 現在昇降口に 1 台 AED があるが、体育館から遠く、増設するため市へ要望を出して
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いるが、一校に 1 台ということで設置の時期が不明なため、公費で設置するまでの間レンタルにて設置す
ることとなった。
＊50 周年対策費 今年度は大型出費の予定がないため積立を再開する。
＊懇親会補助費 昨年の創明祭の売上金を PTA 会員の皆様に還元する目的で計上している。
②質疑
（質問）現在制服のズボン、スカートが自由であるが、カッターシャツも自由にすることを認めてほしい。ま
たその要望を学校に伝えるにはどのようにしたらいいのか。窓口はどこになるのか。
（回答）久松先生より
生徒総会にかけて生徒の考えを聞き、シャツの自由度について協議し、検討し
ていきたい。
片岡校長より
PTA の窓口としては学年委員やまたは学校に直接言っていただいて大丈
夫。学校の場合は教頭や教務主任に言えば必ず校長まで伝わる。
田中副会長より PTA への要望は本部役員や学年委員を通して伝えていただいて大丈夫
中嶋副会長より PTA のホームページに本部役員に直接連絡できるアドレスが載っており、
意見、要望などなんでも受け付けていますので、そちらをご覧ください。
鈴木 H28 副会長より PTA では年 8 回の実行委員会を開催しており、ご質問や相談などの
メールがあれば実行委員会内で議論している。その議論で決定したことはホームページに
て公開している。
（質問）懇親会補助費について計上した経緯を詳しく知りたい。また AED レンタル費の為に各項目を削って
いるが、それに充てられなかったのかも知りたい。
（回答）鈴木 H28 副会長より
懇親会補助費は会費から支出しているのではなく、昨年度の創明
祭での売上金を充てている。例年この売上金は、災害の際に寄付したり、学校で購入したい
ものを購入したりなど、実行委員会にて議論し単年度で使い切るということを前提としてき
た。昨年より総会の後に懇親会を行うことを始めたが、それは一部の委員や先生たちだけで
なく、たくさんの会員の方と先生とが話ができる場になればとの思いからである。昨年のア
ンケートによると懇親会について、先生や保護者同士気軽に話せてよかったという意見のほ
か、1500 円の会費が高いという意見もあった。そこで値段を安くして皆さんが参加しやす
くしようと考え、昨年度の売上金は懇親会の補助費として会員の皆さんに還元しようと決定
した。10 万円の内訳は会費を 1000 円として半分の 500 円を補助し、参加者が 200 人として
計算している。
昨年度は PTA の活性化のために売上金を今回のように使ったが、今年度は再びアンケート
を行い、検証、検討を重ねていくのでその際はご意見を頂きたい。
中嶋 H28 会長より AED レンタル費については売上金を懇親会に使うと決めた後から出て
きた項目なので、こちらに充てることはできなかった。
以上の内容につき、承認されました。
・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。朝読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 29 年度ＰＴＡ懇親会報告

4 月 15 日（土）於：体育館

ＰＴＡ総会の後に体育館にてＰＴＡ懇親会が行われました。
教職員３４名、保護者７０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。保護者の参加は昨年度よ
り増え、美味しい食事や Sweets、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。多数の皆様のご参加をありがとうございました。

平成 29 年度

第２回実行委員会開催予定
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5 月 13 日（土）10：30～

図書室

