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トピックス
・
「市内 51 小中学校一斉マナーアップキャンペーン」12 月 2 日実施！（P4）
・
「ランドセル寄贈キャンペーン」に向けて（P4,6）
・
「つくば光の森」開催！11 月 23 日～（P4）
・次年度 PTA 役員･委員の選考準備を始めます！（P5）
・つくば市補正予算が成立し、本校旧校舎の解体工事及び新体育館の設計が行われます！（P5）
・家庭教育実践事例集「愛の記録」第 48 集が発行されます！（P5）

第６回

２０１３音楽祭

10 月 24 日（木）

ノバホールにて盛大に開催された音楽祭は、生徒の皆さんが長い時間かけて練習を重ねて
きた成果が発揮され、素晴らしいものになりました。Ⅰ部では、作詞作曲から手掛けた学級歌と自由曲
を披露するクラス合唱が行われ、Ⅱ部では、合唱団の歌と、本校で歌い継がれている「地球星歌」を作
詞作曲されたミマスさんをゲストに迎え、ピアノでの弾き語りを披露いただきました。Ⅲ部では、オー
ケストラ部の演奏と９学年の合唱、竹園東小・竹園西小の６年生も一緒の竹園学園全体合唱が行われま
した。たいへん壮大で見事だったその合唱については、ミマスさんもご自身のブログに、
「これは『感動
的』というレベルを遥かに超えていました。ちょっと表現する言葉が見つからないです。」と記されてい
ました。これからも、この音楽祭の良き伝統を継承していただきたいと思います。

最優秀賞

優秀賞

学級歌賞

９年２組

９年１組

９年４組

８年５組
７年４組
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第５回実行委員会報告

10 月 26 日（土）於：新校舎ﾒﾃﾞｨｱﾙｰﾑ

《会長より・要約》
たいへん天候にも恵まれた中で開催された「創明祭」も学園の小学生を招くなど、たいへん盛会のう
ちに幕を閉じました。ＰＴＡの委員会ごとの出店などをはじめ開催にご尽力いただいた皆さまに感謝申
しあげます。また、先日開催された「音楽祭」では、中学生の域を出た内容で、ゲストにお招きしたミ
マスさんも感心されておりました。これをもって今年の三大行事を終えました。子どもたちにも、心に
残る素晴らしいものになったのではないでしょうか。
７月より始まった校舎耐震補強及び改修工事も終盤をむかえています。武道場の完成を待つばかりで
す。一方で、つくば市議会９月定例会において補正予算が成立したことから、旧校舎の解体工事と新体
育館の設計が行われることになりました。
１１月には、本校も会場として開催される「小中一貫教育全国サミット in つくば」に先立って、本年
度２回目となる清掃を中心とした奉仕作業を行います。多数のご参加をお願いいたします。
本年度も折り返したところですが、次年度ＰＴＡ本部役員や委員の選考にかかる準備を開始いたしま
すのでご協力をお願いいたします。また、市Ｐ連においては、３つのキャンペーンを市内５１小中学校
ＰＴＡ一斉に行いますので宜しくお願いいたします。

《教頭より・要約》
おはようございます。本日は校長不在のため代わってご挨拶いたします。先ごろ開催された「創明祭」
では、多くの方にお出でをいただき、無事に終えることが出来ました。保護者の皆さまには販売や運営
にご協力いただきありがとうございました。
７日には、暑い天候の中でしたが、４０周年を記念した全校写真の撮影が行われました。
台風の影響も心配された「音楽祭」についても、本当に素晴らしい催しとなりました。ゲストのミマ
スさんもたいへん驚かれておりました。９年生にとっては３年間の集大成にふさわしい内容になったの
ではないでしょうか。
「小中一貫教育全国サミット in つくば」が開催されます。１１月２１日には本校も会場として公開授
業などを行います。１６日には奉仕作業も行われますので宜しくお願いいたします。

１．報告事項
（１）各種委員会より
①講演会『夢・情熱・人を思いやる心が，創造力への原動力』開催報告（10/8）
【研修委員会】
本校生徒と保護者の皆さんとともに、サイボーグ型ロボット「ロボットスーツＨＡＬ（Hybrid
Assistive Limb）
」を世界で初めて開発された山海嘉之先生のお話をうかがいました。

②音楽祭特別ゲストコンサート（10/24）
【研修委員会】
第 6 回音楽祭のⅡ部にて、合唱曲「地球星歌」「COSMOS」を作詞作曲された音楽ユニット「アク
アマリン」のミマスさんをゲストに迎え、ピアノでの弾き語りを披露いただきました。
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③活動報告
【広報委員会】

【本部役員会】
9/7
9/13
9/14
9/18
9/25
9/27
10/2
10/4
10/6
10/7
10/8
10/9
10/10
10/12
10/21
10/24

9/7
9/14
10/24

第 4 回役員会･
第 4 回実行委員会
創明祭準備打合
創明祭出店
創明祭会計及び反省点まとめ
市 P 連打合
PTA だより印刷配付
つくば市学区審議会（第 2 回）
市教委との打合
竹園学園 PTA 打合
市 P 連理事会
40 周年記念全校写真撮影
40 周年記念講演会
市長･教育長との意見交換
市教委との打合
市教委との打合
市 P 連定期連絡会
つくば市学区審議会（第 3 回）
市 P 連役員会
第 6 回竹東中音楽祭

【保健校外委員会】
9/7
9/14
10/12

10/17

9/7
9/13
9/14
10/8
10/11
10/23
10/24
9/7
9/14

第 4 回実行委員会
創明祭準備打合
創明祭準備打合
創明祭出店
創明祭会計及び反省点まとめ
講演会打合

9/17
9/27
10/9

第 4 回実行委員会
創明祭合同展示
創明祭会計及び反省点まとめ
女性ネット委活動報告掲載
PTA だより第３号掲載
挨拶文掲載

【女性ネットワーク委員会】
9/7
9/14

第 4 回実行委員会
創明祭出店
第４回委員会
創明祭会計及び反省点まとめ

10/17

第 4 回実行委員会
創明祭合同展示
創明祭会計及び反省点まとめ
活動報告ホームページ掲載

【家庭教育学級委員会】
9/7
9/13
9/14

【9 学年委員会】
9/7
9/9
9/13
9/14

第 4 回実行委員会
創明祭準備打合
創明祭ゴミ箱管理
創明祭反省点まとめ
第 1 回研修講演会
第 2 回研修講演会準備
つくば市教育講演会（心のコンサート）参加
第 2 回研修講演会

【ホームページ委員会】

【8 学年委員会】
9/7
9/14

第 4 回実行委員会
創明祭駐車場監視、校内巡視、出店
創明祭会計及び反省点まとめ
第 5 回委員会

【研修委員会】

【7 学年委員会】
9/7
9/10
9/13
9/14

第 4 回実行委員会
創明祭取材
音楽祭取材
「竹園」103 号編集

第 4 回実行委員会
創明祭準備打合
創明祭準備打合
創明祭出店
創明祭会計及び反省点まとめ

10/17

第 4 回実行委員会
創明祭準備打合
創明祭合同展示
創明祭会計及び反省点まとめ
閉級式打合

（２）本部より
①創明祭関連【会長・庶務】
今年は校舎の耐震補強及び改修工事期間中の開催となったことから、椅子や机の不足、使用でき
ない教室があるなど影響も出ましたが、皆さんのご協力のもと無事終えることが出来ました。
各委員会にて取りまとめていただいた、良かった点や改善点などは次年度に引き継ぎます。
②創明祭会計報告【会長】
各委員会より提出いただいた会計報告を取りまとめました。

（単位：円）

本部

7 学年

8 学年

9学

保健校外

HP･女ﾈｯﾄ･
家教

焼きそば等販売

飲料販売

パン販売

おにぎり等販売

ｼｬｰﾍﾞｯﾄ販売

会員作品展示

合計

売上

188,000

52,600

74,700

113,350

15,000

0

443,650

費用

97,517

49,914

74,000

104,345

14,400

210

340,386

収益

90,483

2,686

700

9,005

600

-210

103,264

3

③ＰＴＡ奉仕作業・資源物回収（第 2 回）
【副会長】
「第 2 回ＰＴＡ奉仕作業」を 11 月 16 日（土）に行います。翌週には小中一貫教育サミット
も開催されるため、清掃作業を中心に行います。室内が主のため雨天決行とします。
④書き損じはがき回収活動（7/31）
【会長】
本年度第 1 回目の今回は 31 枚お寄せいただきました。年明けにも回収活動を行いますので、年賀
状の書き損じなどをお届けいただけますようお願いいたします。
⑤つくば市ＰＴＡ連絡協議会定期連絡会（10/12）
【会長】
8 月に開催された教育講演会について振り返るとともに、ＰＴＡ表彰関係の報告がなされました。
また、市・市議会への要望書について協議され、11 月に市長ならびに市議会に提出することが確
認されました。他には、つくば市補正予算での教育費の内容について及びこれから市Ｐ連として
取り組む 3 大キャンペーンについて説明がありました。
（詳細下記⑥～⑧参照）
⑥市Ｐ連「読書週間」
（10/27～11/9）【会長】
昭和 22 年から全国的に行われている活動ですが、メディアが多様化した今、
あらためて親子で本に向きあう良い機会になればとの思いから、市Ｐ連として
取り組みます。今回のテーマは、
「本と旅する、本を旅する」です。
⑦市Ｐ連「市内 51 小中学校一斉マナーアップキャンペーン」（12/2）会長】
登校時のあいさつ運動は、これまでも学校ごとに取り組んでいますが、こうした
運動は、子どもたちが地域の宝として育まれていく上で大切な活動であると同時に、
挨拶を通して結びつきを強めることで、防犯や防災にも大きく役立つものと思われ
ます。そこで今回は、市内 51 校一斉に「あいさつで つながる 育てる マナーアッ
プキャンペーン」として行います。
本校では、ＰＴＡ本部役員、各委員会正副委員長を中心とした保護者、教職員、
評議員の生徒が新校舎通用口に立ち実施します。役員委員以外の保護者の方も是非
ご参加ください。
実施日時：１２月２日（月）７：４０～８：１０
⑧市Ｐ連「ランドセル寄贈キャンペーン」（～3/21）
【会長】
（P6 参照）
財団法人ジョイセフが 10 年ほど前から行っている活動で、世界で教育の機会に恵ま
れない子どもたちに、日本で役目を終えたランドセルを贈り、就学に役立てるという
ものです。今回は市内 51 校に協力を呼び掛け、(株)クラレの協賛のもと実施します。
来年 3 月 21 日にノバホールにて財団法人ジョイセフから講師を招きセレモニーを開催する予定です。
子どもたちにも、国によっては学校で学ぶことが出来ない同年代がいることなど、世界を学ぶ機会
になることと思います。12 月に詳しい案内を配付します。
⑨「つくば光の森」
（11/23～1/13）【会長】
11 月から 1 月にかけて、つくば駅周辺で行われる冬のイベントです。12
月 14･15 日には、本校の 2 年生が中心となってランタンアートに参加しま
す。また、期間を通して LED テープによるオブジェの展示が行われ、竹園
学園各校と二の宮小学校にて作品制作します。小学校では全クラスにて、
本校では中心的なモニュメントの制作を行います。11 月 23 日の点灯式で
は本校の合唱団も歌声を披露する予定です。
⑩主要行事の写真販売について【会長】
前回の実行委員会にて募った意見を参考に、本校が写
真撮影を委託している木村写真館と検討した結果、販
売に使用するサイトを (株)フォトクリエイト[東証マ
ザーズ上場]の運営する『スナップスナップ』に決定し
ました。同サイトは、2012 年に 45,600 イベント、1,500
校にて運用実績があり、セキュリティ対策も優れてお
り、文字入れやトリミングといった機能も備えていま
す。モバイル端末からの閲覧購入も可能です。なお、
ネット環境が整っていない場合は写真館での購入がで
きます。なお、本年度は三大行事の販売を予定してい
ます。近日中に詳しい案内を配付します。
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２．審議事項
（１）指名委員会および選出委員会の発足について
次年度の本部役員の選考を担当する指名委員会の第 1 回会合を 11 月 2 日に開催し、会員宛に自
薦他薦を募ります。同委員会は、本部副会長及び各学年委員会の正副委員長の計 9 名にて構成さ
れます。年内を目途に選考作業を進めます。
次年度の委員を選考する選出委員会は年明けに第 1 回目の会合を開催します。同委員会は、本
部副会長及び 7･8 学年委員会から各 2 名、専門委員会から各 1 名の計 13 名で構成されます。

３．連絡事項
（１）学校より
①校舎耐震補強及び改修工事
最後となった武道場の工事も終盤をむかえ間もな
く終了します。
②「つくば安全安心まちづくりコンサート」
（10/26）
ノバホールにて開催を予定していた県警音楽隊に
よる同コンサートは、台風 27 号の接近による
荒天が予想されるため中止となりました。

（２）本部より
①創明祭関連【会計】
出店準備金収益金精算を行います。

10/7 創立４０周年記念全校写真撮影

②つくば市補正予算について【会長】
つくば市議会９月定例会において補正予算が成立したことにより、市内全小中学校への防災倉庫
が設置されることになりました。また、本校の旧校舎の解体工事と跡地に建設される新体育館の
設計が行われることになりました。年度内に行われ解体工事の詳細は追ってお知らせいたします。

第 6 回 実行委員会開催予定 12 月 7 日（土）10:30～ﾒﾃﾞｨｱﾙｰﾑ
※委員会毎に、活動報告書（活動報告・活動予定・審議要望事項・会員への配付物予定）を
11 月 29 日（金）までに ＜庶務＞h25shomu@takechu-pta.org へ送信してください。

家庭教育実践事例集「愛の記録」第 48 集 発行
茨城県ＰＴＡ連絡協議会にて県内の皆さんから募集し編纂した、家庭教育実践事例集「愛の記録」第
48 集が発行されることになりました。
本年度は 170 点の応募があり、それらの中から選ばれた、最優秀作品（県教育長奨励賞）5 点、優秀賞
30 点が掲載されています。
購入を希望される場合は、下記 PTA 本部メールアドレスまで、お子さんの学年クラス及び保護者氏名
を明記の上お申し込みください。家庭教育の参考としてご活用いただければ幸いです。（12/6 締切）

購入申し込み（1 冊 300 円）⇒info@takechu-pta.org
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つくば市ＰＴＡ連絡協議会 ランドセル寄贈キャンペーン「思い出のランドセルギフト」

『ランドセルは海を越えて』
にご協力ください！
「思い出のランドセルギフト」とは、日本で役目を終えたランドセルを、世界の
特に教育の機会に恵まれない子どもたちの就学に役立てる活動です。
子どもたちが学校で学び、読み書きが出来るようになることで、自分や家族
の健康を守る知識や情報を身につけられるようになることを目指します。
この活動を１０年にわたり続けている、財団法人ジョイセフでは、これまで１０
万人以上の子どもたちにランドセルを届けてきました。しかし、まだ多くの子
どもたちがランドセルを必要としています。
そこで、つくば市ＰＴＡ連絡協議会としては、市内５１小中学校にお声掛け
し、この活動を進めてまいりたいと考えています。

１２月に詳しいご案内を配付します。
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