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《会長より》
とうとう今年度のＰＴＡだよりもこの号が最後となりました。一年間に亘って活動してきた「共に
楽しむ学校応援団」は如何でしたでしょうか？本部や実行委員会での活動が主になりますが、子ども
たちが楽しく学校生活を過ごせるよう我々も楽しく意見交換が出来たと思います。一番直接的に見え
たのは創明祭への協力でしょうか。生徒たちに負けないよう、我々ＰＴＡも工夫して協力出来たと思
います。見えないところでは９年生の販売を手伝ったりもしていました。また、お陰様でその収益を
使って、評議委員会へあがっていた要望も踏まえて、９年生の全クラスに電子キーボードを寄贈する
ことができました。このように目に見えた活動もあった一方で、目に見えない活動も多くのボラン
ティアの皆様のご協力の元で進められたかと思います。
一年間、多岐にわたりご協力ありがとうございました。これにて鷲田新会長にバトンを渡したいと
思います。

《校長より》
ＰＴＡだよりも最終号となりました。保護者の皆様にはこれまで１年間、竹園学園竹園東中の教育
活動に多大な御支援をいただきましたこと、御礼申し上げます。特に、各役員となっていただいた方
には様々なお骨折りをいただき、恐縮するばかりでした。よく「敬遠しがちだけれど、なってみると
学校のこともよく分かるし友だちもできるし、よい経験になる」と言われますが、多少なりともその
ようなお気持ちになっていただいていたら学校としても胸をなで下ろすところです。たいへんお世話
になりました。ありがとうございました。
この誇りある竹中に校長として戻り、責任とやりがいを強く感じ、つくば市の学校全体へ発信する
学校教育スタイルを東西の小学校と共に「Ｔａｋｅｚｏｎｏ Ｓｔｙｌｅ」として確立しようとして
きましたが、子ども達、職員の努力、保護者・地域の皆様の御理解と御支援により、着実に進行して
いるとの手応えを感じています。
今後も、学園名に掲げた「ＣＲＥＡＴＩＶＥ」の理念をもって、伝統を生かしながらも前例にとら
われることのない学校づくりを行ってまいりますので、御理解と御支援をお願い申し上げます。
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第８回実行委員会報告

3 月 7 日（土）於：メディアルーム

１．報告事項
＜各種委員会より＞
① 活動報告
【本部役員会】
2/7
第 7 回役員会・第７回実行委員会
2/10 つくば市学校評価推進委員会（会長）
2/14 第 3 回市 P 連定期連絡会
2/14 第 3 回選出委員会
2/16 学校防災研修会
2/18 第 2 回学校保健委員会
2/22 本部打ち合わせ
2/23 PTA だより発行
【7 学年委員会】
【8 学年委員会】
【9 学年委員会】
【広報委員会】

3/3
PTA 室清掃
【保健校外委員会】
2/14
第 7 回保健校外委員会
2/18
第 2 回学校保健委員会
【研修委員会】
2/22
PTA 通信費返金
【ホームページ委員会】
新入生保護者宛委員募集文書掲載
【女性ネットワーク委員会】
【家庭教育学級委員会】
2/6
選出委員 新 8・9 年生抽選会

※各委員会参加の選出委員会については本部にまとめて記載した。
＜選出委員会より＞
各種委員会（８、９学年）は決定しました。新７学年のＰＴＡ委員選出は 4 月の入学式で実施し
ます。
＜本部より＞
① つくば市学校評価推進委員会について（2/10）
つくば竹園学園、つくば紫峰学園、つくば豊学園での学校評価のあり方について紹介がありまし
た。
② つくば市ＰＴＡ連絡協議会（市Ｐ連）・第 3 回定期連絡会（2/14）
1. （要望書）各校から出された要望事項について市Ｐ連で取りまとめて、市長と市議会議長
に１２月に提出されました。エアコンの設置やトイレの洋式化、老朽化した設備の改修、
上水道の整備（現在は井戸）等設備に関わるもの、防犯灯やガードレール、樹木の剪定等
通学路の安全に関わるもの、鑑賞教室や図書教諭の拡充、小中一貫教育等についての情報
公開について要求されました。その回答（進捗状況）については、後日市Ｐ連から連絡が
ある予定です。
2. （書き損じハガキ）本校は１９５枚（年間２２５枚）でした。ご協力ありがとうございま
した。
3. （パトロール実施中カード）名札の補充の呼び掛けがありましたが、当校では配付してい
ないため残りが十分あったため要求なしとしました（保健校外委員）。
4. （ランドセル寄贈事業「ランドセルは海を越えて」）昨年度の取り組みが好評であった。
株式会社クラレからの申し出でで、今年もランドセル寄贈キャンペーンを行うことになり
ました（〆切３月８日）。詳しくはチラシを参照して下さい。
③ 学校防災研修会（2/16）
防災クロスロードなどを体験しました。
④ 第 2 回学校保健委員会（2/18）
保健室の利用状況、避難訓練（地震、不審者）の実施、アレルギー対策研修等について報告があ
りました。
⑤ 電子キーボードの購入について
創明祭の収益金と実行委員会費の残金を充当し、評議委員会の要望もふまえて９年生用に８８鍵
を５台と７、８年生用に７２鍵を２台購入することが出来ました。
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⑥ 会計関連について
1. 領収書の宛先は委員会名ではなく「竹園東中学校 PTA」で統一をお願いします（引き継ぎを
お願いします）。
2. 各種帳簿を確認した結果、問題はありませんでした。
3. 創明祭帳簿・各委員会帳簿は会計監査を依頼中です。
4. 会議費（交通費）の車で移動する場合の単価について、近隣の学校の状況を確認して本部
で検討した結果、現在の 15 円/km から 25 円/km に変更し、次年度へ引き継ぐことになりま
した。

２．審議事項
① 平成２６年度決算書（案）について
本年度の決算について、単年度で概ね予算を消化する方針が会長より示され、創明祭の収益と主
に実行委員会費の残額をもって電子キーボードを購入することが報告されました。未執行の予算が
あり今後も変動があるため今月末に確定する方針が会計より示されました。
② 平成２７年度予算（案）について
3 月末日の会員数で収入の部の会費を確定すること、今年度の繰越額が確定次第、余剰金は学校
会計に配分する方針が示されました（３月６日現在 25,000 円程度）。また、現実的な予算（案）を
目指し、本年度の支出に基いて予算額の修正を行いました。
決算書（案）、予算（案）共に今年度実行委員会としては承認されました。次年度第１回役員会
及び実行委員会に諮った後、総会に諮られます。
③ つくば市ＰＴＡ連絡協議会（市Ｐ連）によるつくば市総合運動公園の早期着工についての要望書へ
の対応について（会長より）
２月１４日の市Ｐ連・連絡会（※）で、前述の１０月の連絡会で議論した要望書（P.2、報告事項
本部より②）とは別に「つくば市総合運動公園の早期着工について」の要望書を１２月につくば市
長に提出した旨の事後報告がありました。これは臨時理事会の専決として独断で提出したものであ
り、連絡会メンバ（各校 PTA 会長）には事前に何の連絡もなかったことが問題であり、また、賛否
が大きく分かれている政治的事案に対してＰＴＡのような組織が一方に与する意見を述べるべきで
はないとの判断から、要望書の提出に対して反対意見を表明しました。他三校からも同様の意見が
出され、誰の発議で要望書提出に至ったのか、連絡会に報告なしに進めた経緯、取り下げるのか否
かについての回答を文書で求めました（読売新聞２月２０日）。これに対し、２月２４日付けで理
事会から回答がありましたがその内容は不十分であったため、実行委員会にて今後の対応について
ご検討頂きました。
理事会も単年度で交代するため今年度内に文書等で改めて抗議すること、理事会の透明性を向上
することを来年度に要望する方針となりました。また、必要に応じて他校との協力連携を諮ること
を提案しました。
要望書と理事会からの回答については、PTA 室で閲覧頂くかお近くの本部役員（本年度及び来年
度）にお尋ね下さい。電子ファイルで閲覧したい方、本件に対する質問、ご意見がある方は、PTA
代表メール（ info@takechu-pta.org ）もしくは会長（メールアドレスは代表メール等にお尋ねく
ださい）までお問い合わせ下さい。
※市Ｐ連（しぴーれん）とは、つくば市ＰＴＡ連絡協議会の略称で、幼稚園や児童館、保育所等でも市
連協と呼ばれている組織と位置付けは同じです。市内全て（５１校）の小中学校のＰＴＡで構成されて
いて、年１回の総会（５月頃）と３回の定期連絡会があり、各校Ｐ代表１名、Ｔ代表１名（多くの場合
はＰＴＡ会長と教頭先生）が参加し、市Ｐ連としての独自の活動や県Ｐ連（茨城県ＰＴＡ連絡協議会）
との仲介の役割を果たしています。例えば、市内各校の要望を取りまとめて、市長や市議会議長に要望
書を提出したり、近年の例ではモザイクアートやランドセル寄贈事業は市Ｐ連の独自の活動です。一方
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で、安全互助会（保険）は県の組織ですし、書き損じハガキの収集は県Ｐ連からの依頼で市Ｐ連でまと
めています。

３．連絡事項
＜学校より＞
総会及び懇親会の日程について平成 28 年度以降の開催日時を検討しています。平日か土日か、他
の行事や小学校との調整等さまざまな事項を考慮しながら決定して参りますので、ご理解ご協力の
ほどよろしくお願いします。
＜本部より＞
① 平成２７年度ＰＴＡ委員引き継ぎ会について
4 月 11 日、朝 8:45 開始です。全体引き継ぎ会は省略し、委員会ごとの引き継ぎに時間をとります。
場所は当日お知らせします。
② 総会について
4 月 24 日開催です。各委員会から少なくとも一名は出席をお願いします。
③ 懇親会について
4 月 24 日総会後に開催します。3 月 9 日に案内を配付します。E メールでも出席を受けつけます。
④ 今後の予定
3/11(水)

卒業式

4/4(土)

第 1 回役員会（平成 27 年度役員）

3/24(火)

修了式

4/6(月)

始業式

3/31(火)

離任式

4/7(火)

入学式

4/11(土) 各種委員会引き継ぎ会
第 1 回実行委員会（平成 27 年度役員、委員）
4/18(土) 総会資料作成
4/24(金) PTA 総会・懇親会

平成 27 年度
第１回 実行委員会開催予定

４月１１日（土）１０：３０～メディアルーム

（以上）

会員皆さまのご協力のもと活動して参りました平成 26 年度の PTA 活動も区切りをむかえます。あら
ためて感謝とお礼を申しあげます。ありがとうございました。
PTA だよりも今号が本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/ ＞で読むことができます。
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