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9 月 7 日、8 日に創明祭が開催されました。8 日は天気も上々で PTA やボランティアの方々も参加して楽しい創
明祭になりました。参加された方々に御礼申し上げます。
さて、発行が遅れていた『ＰＴＡだより』ですが、この第 2 号に第 2 回～第 4 回実行委員会で議論したことをまとめ
て発行することにしました。諸般の事情で遅れたことをお詫び申し上げます。
中嶋ＰＴＡ会長より（第四回実行委員会挨拶より）
7/8 のつくば市教育講演会は参加者約 500 名（うち、竹園東中からは 30 名以上）の参加者を集め、盛会に終
わりました。ありがとうございました。
前年度に作成を決めていた「竹園学園の共通名札」のデザイン案を三校校長に提示し、選定中です。年内にデ
ザイン決定し、新年度の配布に間に合うように準備を進めていきます。
つくば市への要望書をつくば市 PTA 連絡協議会（市 P 連）でまとめ中です。11 月中旬ごろ、市に提出予定で
す。本校からは下記の 7 つを要望しました。
1) 教室不足、プールや校舎の老朽化対策、整備計画の早急な提示。
2) 緊急時対応の職員用携帯電話(PHS 等)の整備(配備)
3) 特別教室へのエアコンの設置
4) 通学路路面の改修
5) 通学路排水の改善
6) 教職員定数の確保
7) 校内の除草作業・樹木の剪定費用を市の予算で実施
茨城県 P 連 会長表彰の団体表彰に竹園東中学校 PTA が選ばれました。
JAXA 跡地の購入要望書（竹園 3-1 地区会が代表提出）への市からの回答が届きました。残念ながら購入はで
きないとの回答でした。
片岡校長兼ＰＴＡ顧問より（第四回実行委員会挨拶より）
夏休みも後半になりました。お盆前に交通事故の報告が二本入ってきました。一件は自転車と車の接触事故、
もう一件は自転車同士の接触事故で相手の方が怪我をされてしまいました。自転車とはいえ、道路交通法では軽
車輛となります。加害者となってしまわないよう注意すると共に、保険の加入についてもご家庭で再確認をお願い
いたします。
スポーツ庁、市の教育委員会から部活動についてのガイドラインが示されました。本校でもガイドラインを定めて
10/1 から実施したいと考えています。詳細は追ってお知らせします。子どもの発達に配慮しながら質の高い部活
動指導を進めていく時代になったなと感じています。９月からはすぐに創明祭の準備に入ります。11 月の市の研究
発表会は竹園学園が会場となり、授業への取組みのまとめの発表を行います。
保護者のみなさまも是非ご参加くださるようお願いいたします。

実行委員会報告
第二回実行委員会 5 月 12 日（土）於：図書室
審議事項
(1) 副会長を一名増員することについて 募集、決定を進めていく。
(2) PTA アンケート（PTA 懇親会について）の実施について Web アンケートを利用し実施。
(3) ボランティア活動申請について （運動部支援ボランティア、たけのこ相談室、ICT ヲタすけ）
(4) PTA 懇談会で出た収益の使途について 懇親会費口座を別途作成し管理する。
(5) 庶務交代について 樋口康枝さんから樋口昌芳さん（夫）に変更があった。
(6) つくば市による JAXA 跡地購入の要望書提出について、区会からの草案を示した。
今後、参加団体からの意見を入れて修正が入るので、修正の可否は本部一任とさせてほしい。
→上記の六提案について、拍手にて承認
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連絡事項
＜学校より＞
(1) スポーツフェスティバル 5/22 の詳細案内は文書にて配布予定。小学校の運動会とは異なり保護者席はない
ので、子どもたちの邪魔にならない場所で参観いただきたい。
(2) 部活動保護者説明会 5/24 を予定している。是非ご参加いただきたい。
＜本部より＞
(1) 創明祭について 会計処理、準備金申請についての説明があった。
(2) 連絡通信費、実行委員会費の支給について 実行委員会後に実施。
(3) 除草作業および資源回収について 業者による除草作業は適時実施する計画。資源回収は第三回実行委
員会までに日時の回答を準備する。
(4) 創明祭企画書等について 食品等を扱う委員会は届出を庶務まで提出の事。
(5) PTA 名札持参の徹底について 七学年保護者に名札持参の周知徹底を図るとともに PTA 名札がない方
（学区外進学者、紛失、廃棄等）向けに配布する名札（ストラップケースに入れて使用）を作成予定。

第三回実行委員会 6 月 30 日（土）於：図書室
報告事項
＜学校より＞
(1) 県南総体の入賞結果等について
(2) 部活動に関する国、県からのガイドラインに伴う本校での方針について
(3) プールの修繕および今後の水泳学習について 点検の結果プールの縁に錆等による劣化が発見されて
修繕となったため、今年度は水泳学習を実施せず次年度の調整で水泳学習時間の確保を予定している。
(4) いじめ問題について いじめ防止フォーラム 7/19 を生徒主体で開催した。国の指針では一方が苦痛を感じ
た時点で「いじめ」の認定となる。本校でも指針に則り認識を共有している。相談やアンケートによりいじめ問
題が確認された場合はその都度迅速な聞き取りや指導、加害、被害保護者への説明を行っている。クラス
単位、学年単位でも話し合いの機会を持っているが、家庭でも話題にしてほしい。
＜本部より＞
(1) 通学路安全点検について 保健校外委員会の協力および生徒への聞き取りで調査中。
(2) 市 P 連定期連絡会報告 昨年度は市長、教育長、担当部局長に直に要望の説明を行った結果、かなり改善
が進んでいると思う。今年は幼稚園や保育所にも意見を聞いている。
(3) 教育講演会 7/8 の開催および出席依頼について 竹園東小が幹事となって開催するので、30 人程度の参
加をお願いする。
(4) PTA アンケート（PTA 懇親会について）の結果について 全 189 回答が集まった。結果はホームページに掲
載。PTA は任意団体なので入会意思確認をとってほしいとの声もあったが、入らない人を差別化しなくてはな
らない。これは子どもに良い影響を与えない。全員入会して会費は払ってほしい。
(5) つくば市による JAXA 跡地購入の要望書への賛同について
要望書は 5 月 22 日に提出。会長も提出に同行した。
(6) 新本部役員の決定について 副会長 1 名募集に対して立候補があり信任された。
(7) 7 学年への名札配布について 学区外からの進学者および廃棄してしまった人に配布した。名札用紙が必
要な方は PTA 本部まで連絡をください。
審議事項
(1) 市 P 連への要望について 第 2 回実行委員会議事内容にある要望を市 P 連へ提出した。
(2) 保健校外委員会からの要望について
(3) ボランティア活動承認について
・運動部支援ボランティア 部活の直接指導ではなく、ボディマネジメント、食事、身体づくりの支援、講演会等
を行う
・ICT ヲタすけ PTA や部活動などで情報共有するためのツール（メーリングリスト、Web サイトなど）の作業代
行等の相談にのる。先行して、女子バレーボール部保護者のメーリングリストを作成し、稼働中。
(4) PTA 予算による学校冷蔵庫の購入について 旧配膳室にあった冷蔵庫が壊れたため、創明祭までに PTA
予算予備費で購入したい。早めに購入すれば夏休み中の部活動時の飲物冷蔵にも使用できる。
選定は学校にお願いする。
→上記の四提案について、拍手にて承認
連絡事項
＜本部より＞
(1) 創明祭の企画について 資源回収も創明祭時に実施。
(2) 「愛の記録」原稿募集について
(3) 書き損じはがき回収活動について 引き続き回収中
(4) 竹園子どもまつり 7/7 の開催予定について
(5) PTA 室清掃について 廃棄物の処分、整理を進める
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第四回実行委員会 8 月 18 日（土）於：図書室
報告事項
＜本部より＞
(1) つくば市への要望書を竹園学園単位でまとめた案について
(2) 本校 PTA が茨城県 P 連の団体表彰受賞内定について
(3) つくば市による JAXA 跡地購入の要望書への回答書について
審議事項
(1) 選出委員会の発足について
(2) ボランティア活動申請について
・ たけのこ相談室 不登校の悩みや、PTA 活動の相談窓口として活動
(3) 冷蔵庫の購入について 前回の実行委員会でも説明したが PTA 予算予備費から購入予定。
→上記の三提案について、拍手にて承認
討議事項
(1) PTA 組織の見直しについて 過去三年間のアンケートで PTA 委員、役員が多すぎるという意見が続いてい
る。定数を三学年の三年間で賄おうとすると、かなり厳しい状況である。次年度専門委員会募集（年内）に間
に合うように定数の見直しを決定し、出来れば次年度より定数を減らしたい。
意見や質問は info@takechu.org へのメールでも受け付ける。（会長）
(2) 広報誌「たけぞの」等配布物の Web 掲載について Web 公開して構わない種類の配布物をパスワードなしで
掲載とする試行を開始したい。（副会長）
当面は紙配布と Web 掲載とし、状況を見ながら徐々に紙配布を減らしていければと思う。（校長）
個人情報等が不用意にアクセスされないよう、配布物の種類によってはパスワードロック等の対策を行う
予定。（副会長）
→以上二点は PTA の第二回 Web アンケートでも意見を募集し、推進することを拍手にて承認。
連絡事項
＜学校より＞
(1) 竹園学園校外安全委員会 7/6 校長が開催された。竹園東小からはサンパーク付近の交差点での中学生自
転車と小学生の往来に危険があるとの指摘があった。校長挨拶にもあった通り、自転車での事故が増えてい
る。自転車は車輛であるとの自覚を持ち、スピードを出し過ぎず、周囲を確認しながら運転することを家庭でも
ご指導ください。
(2) 市の研究発表会 11/16 は本校が会場となる。受付や誘導等のご協力をお願いします。
(3) 創明祭の際の冷蔵庫、配膳室および台車の使用、ゴミ処理について
＜本部より＞
(1) 創明祭について PTA 企画マップの確認依頼 駐車証、消耗品の配布 創明祭の打上げは 9/8 18:00-予
定。
(2) 資源回収について 創明祭時に実施。2 リットルペットボトル角型はランタンアートでも使用する。
(3) スポーツフェスティバル、創明祭の写真は木村写真館からネット販売の案内が予定されている。
(4) 「愛の記録」原稿募集について 引き続き募集中。
(5) 書き損じはがき回収活動について 市 P 連の活動の原資となっているのでご協力ください。
(6) PTA 室の清掃道具の補充要望について 本部で確認して補充をおこなう。

平成 30 年度 第 5 回実行委員会開催予定 10 月 13 日（土）10：30～ 図書室

3

