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Ｔｏｐｉｃｓ
１．創明祭ＰＴＡ企画の準備が始まりました
３．ＰＴＡ奉仕作業にご協力を！
５．ＰＴＡアンケート集計しました

２．市Ｐ連教育講演会参加者募集
４．焼きそば隊隊員募集！
６．書き損じはがきを回収します

詳細は下記にて

鷲田ＰＴＡ会長より

岡野校長より

本校ＰＴＡの活動に日頃よりご尽力を賜
り、会員の皆様には感謝申し上げます。
マナーアップキャンペーン、スポーツフ
ェスティバル、家庭教育学級など本格的
な活動が始まっています。先日行ったＰ
ＴＡアンケートにご協力いただきありが
とうございました。回収率８４.６％（４
３０世帯）
、結果を今後のＰＴＡ活動に役
立てていきます。

今は総体のシーズンで、子どもたちは勝ったり負け
たりはありますが、全力を尽くして素敵な試合をし
てくれています。引退となった９年生は、新たな目
標に向けてスタートしています。部活動では、教室
の勉強では学べない多くのことを学んでいると感じ
ます。また、創明祭に向けての動きが実行委員会や
評議委員会が中心になって始まっています。なお、
学校の様子は、学校ＨＰやＴａｋｅ２１で発信して
いますので是非ご覧ください。

１．創明祭ＰＴＡ企画の準備が始まりました
９／１１（金）・１２（土）の創明祭に、ＰＴＡより各種企画で協力いたします。
委員会名

内容

場所

７学年委員会

ペットボトル飲料販売

体育館

８学年委員会

クーロンヌのパン販売

体育館

９学年委員会

おにぎり・いなり寿司
コロッケ・から揚げ販売

体育館

家庭教育学級委員会
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ委員会

ラムネ販売

プール前

本部

焼きそば・フランクフルト販売

プール前

研修委員会

ゴミの分別収集

体育館・プール前

女性ﾈｯﾄﾜｰｸ委員会

委員会活動ＰＲパネル展示

体育館

保健校外委員会

校内・駐車場パトロール

標準服ﾘｻｲｸﾙﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

標準服リサイクル展示

ＰＴＡ室

図書ボランティア

古本販売

体育館前

９／１２（土）９：３０ごろ販売開始予定です。模擬店では格安で販売しますので、生徒はお弁当
の足しに、保護者の皆さんは休憩や昼食に、是非ご利用ください。お待ちしています！

２．市Ｐ連教育講演会参加者募集
日時：８／９（日） ９：００ 受付
９：４０ 開会行事
１０：００～１１：３０ 講演
会場：市民ホールやたべ
これで、あなたの子どもの
講師：つくばロボッツ球団代表・山谷拓志氏
やる気スイッチを「ＯＮ」
演題：スポーツ選手に学ぶモチベーションの高め方
できる・・・かも？
詳細は別配布したチラシをご覧ください。
参加希望の方は７／１５（水）までに下記アドレスへメールでご連絡ください。学年委員会で取り
まとめをします。複数の生徒が在籍中の場合は上級学年でお申し込みください。

７学年保護者：h277g@takechu-pta.org
９学年保護者：h279g@takechu-pta.org

８学年保護者：h278g@takechu-pta.org

＊市Ｐ連（つくば市ＰＴＡ連絡協議会）は各市立幼・小・中のＰＴＡが集まって組織され、会員の
皆さんから頂いた会費で運営されています。是非この機会に、市Ｐ連の企画の講演会に参加してみ
てください。

３．ＰＴＡ奉仕作業にご協力お願いします
８／２９（土）午前８：００～９：３０、校庭の除草や枝払い、側溝掃除などを行います。夏の間
に茂った草木をきれいに整えることで、夏休み明けに生徒が気持ちよく学校生活を送れるよう、ご
協力お願いします。
また同時に廃品回収も行います。回収物は新聞紙（チラシ含）
・雑誌・段ボール・古着・アルミ缶・
スチール缶・ペットボトルです。回収の収益等はＰＴＡの収入となり、学校や生徒の活動に還元し
たいと思います。詳細は別配布されるお知らせをご覧ください。

４．焼きそば隊隊員募集！
創明祭で本部企画の焼きそば隊をお手伝いして下さる方を募集します。
９／１１（金）１４：３０〜準備、９／１２（土）８：３０〜焼きそば調理・販売
短時間でもＯＫです。 ＰＴＡ本部 H27honbu@takechu-pta.org までご連絡ください。

５．ＰＴＡアンケート集計しました
先日行いましたＰＴＡアンケート、回収率８４．６％、５０８世帯中４３０世帯より回答いただき
ました。ご協力ありがとうございました。本部役員で集計にあたり、久しぶりに夜なべをしました！
数字の結果と共に、非常に多くいただいたコメントの抜粋を、次号ＰＴＡ便りでご報告いたします。
ＨＰ委員会のご尽力により、Web 回答が可能になり、数字化・グラフ化が一瞬！でした。皆さんの
協力に支えられてのＰＴＡ活動だと改めて感謝申し上げます。

６．書き損じはがきを回収します
茨城県ＰＴＡ連絡協議会では、社会福祉及びＰＴＡ活動の充実のため「書き損じはがき」の回収活動
をしています。
換金後、茨城県社会福祉協議会を通して、視覚障害者協会や肢体不自由児父母の会、手をつなぐ育成
会で行われている「障害児者の療育キャンプ」「交流事業」
「父母の研修」に役立てられています。
また地区・市町村ＰＴＡ活動の貴重な資金となっております。
９月に一次の〆をします。詳しい日にち・方法は次号ＰＴＡ便りでお伝えしますので、ご家庭で保管
しておいてください。またＰＴＡ室に常設されている「書き損じはがき回収箱」へ投函してくださっ
ても結構です。
一人一枚が目標です。回収活動の趣旨のご理解と、社会福祉とＰＴＡ活動の充実への協力を宜しくお
願いします。
裏面へどうぞ

７．その他報告・連絡
＜学校より＞
○新体育館の工事が夏休み頃から始まります。工事車両進入路は、武道館横に作ります。騒音や工事

車両の通行等につきましては、工事関係者に周辺が文教地区であることに配慮して作業にあたっても
らいます。３月には新しい体育館で卒業式を行える見込みです。
○茨城県ＰＴＡ連絡協議会では、家庭教育実践事例集「愛の記録」第５０集の原稿を募集します。望ま
しい家庭の在り方、心豊かで健やかな子どもを育成するための資料となります。内容は「わが家の家庭
教育についての体験事例」
。９／３締切です。学校ＨＰに詳細が掲載されますので、是非ご応募くださ
い。
＜本部より＞
○つくば市へ提出する市Ｐ連要望書について
例年、市Ｐ連では市への要望をとりまとめて提出しています。これに向け、本校ＰＴＡでも会員各位か
らの要望を集約しますので、ご意見のある方は７／１４（火）までに
ＰＴＡ本部 h27honbu@takechu-pta.org までお寄せください。なお、道路の安全に関わる事項につい
ては、市長が優先的に対応するとしていますので、直接つくば市の道路課に要望して下さい。
○５／３１（日）笠間市笠間公民館で開催された、茨城県ＰＴＡ連絡協議会総会／茨城県ＰＴＡ基金管
理機構総会／茨城県ＰＴＡ安全互助会総会／一般社団法人茨城県ＰＴＡ安全互助会定時社員総会に、本
校から鷲田会長が出席しました。
４時間以上にわたる長丁場でしたが、昨年度の事業報告・決算報告、今年度の事業計画・予算について
有意義な話し合いが持たれました。県ＰＴＡ連絡協議会の平成２７年度スローガンは、
「子どもたちとともに築く、輝く未来のために」
〜私たちのチャレンジする姿を、子どもたちに示そう〜 に決まりました。
○学校行事写真を、本年度も木村写真館さまにご協力いただき、ネット販売いたします。販売時期に
なりましたらお知らせを配布します。

委員会活動報告
5/30
７学年
委員会
7/4
5/16
5/18
８学年
委員会
5/22
6/19
6/6

９学年
委員会

家庭や仕事で忙しい
中、委員の皆さんがこ
んなにたくさん活動し
てくださっています。
本当にお疲れ様です。

創明祭での販売内容および詳細の打ち合わせと決定
カスミ竹園店での受注対応の聞き取り
西友竹園店・ヨークベニマル竹園店 2 班に分かれて各店舗にて受注対応の
聞き取り
3 店舗聞き取り内容まとめと発注先決定
第 3 回実行委員会出席（委員長・副委員長）
第 2 回実行委員会
第 2 回学年委員会
・実行委員会議事報告
・創明祭の打ち合わせ
・8 学年行事「思春期教育講演会」打ち合わせ
創明祭担当者と依頼業者（クーロンヌ）打ち合わせ
学年主任・寺島先生へ 8 学年行事の確認（6/23 講演会の案内文書を学校よ
り配布して頂く）
（講演日数日前に一斉メール配信にて講演会の案内）

１、第 2 回 9 学年委員会開催
①第 2 回実行委員会報告（委員長より）
・ 創明祭の出店企画書等の提出
・ 委員会活動費 3 万円→会計係へ
300 円→各委員へ
・ PTA アンケート実施
・ PTA 余剰金にて「綱引きセット」購入
②創明祭の出店に関する打ち合わせ（創明祭担当より）
おにぎり、いなり寿司、コロッケ、から揚げの単価数量
２、PTA 室の掃除実施

5/25
6/6

広報
委員会

6/6
6/24

スポーツフェスティバル取材
第 2 回広報委員会
・連絡通信費 300 円配付 ・予算の使用について
・広報誌 106 号 進捗状況確認 ・107 号企画案、発行、入稿、各担
当決定
広報誌 106 号入稿、校正
2 校、3 校

保健校外
委員会

6/3
6/10
～13
6/20

5/11
6/4
6/12
6/13
6/16

第 3 回保健校外委員会【危険情報マップ配布、さわやかﾏﾅｰｱｯﾌﾟｷｬﾝﾍﾟ
ｰﾝ活動報告、反省。第 1 回つくば竹園学園校外安全協議会準備】
第 1 回つくば竹園学園校外安全協議会【防犯や安全について、通学路
や地域の様子及び通学区域内の情報交換後、児童生徒が安全に校外生
活を送れるよう、改善策及び実施計画の協議や策定、対策の立案】
PTA 会議室の掃除、第 2 回研修委員会
・講師決定、講演会の分担など取り決め
・創明祭について分担取り決め
第 3 回研修委員会
・講演会の詳細打ち合わせ ・創明祭の詳細打ち合わせ
レンタルサーバー契約更新確認。ウェブサイト管理
ページテーマを Twenty Twelve に変更
平成 27 年度の会長挨拶『共に楽しむ学校応援団に』を掲載
平成 27 年度 PTA だより第 1 号を掲載
平成 27 年度 家庭教育学級開級式および講演会のご案内を掲載
平成 27 年度 PTA だより第 2 号を掲載
第 34 回竹園子どもまつりを掲載
平成 27 年度 PTA アンケートを掲載

5/16
下旬
6/9
6/28

メーリングリスト管理
全委員へのメールアドレス h27iin@takechu-pta.org 作成。問い合わ
せ対応等
第 2 回実行委員会
創明祭企画立案
女性ネットワーク研修会参加者調整
つくば市 P 連女性ネットワーク委員研修会

7/1

5/16
研修
委員会

6/20
5/21
5/10

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
委員会

女性
ﾈｯﾄﾜｰｸ
委員会

5/16
5/17
5/22

家庭教育学級
委員会

6/10
6/17
6/20
6/22
6/29
7/1
5/16
5/31

本部

さわやかﾏﾅｰｱｯﾌﾟｷｬﾝﾍﾟｰﾝ【子供達の登校状況を見守り、挨拶を交わす】
学区通学路の危険箇所報告書を竹東中安全委員に提出

6/10
6/16
6/20
6/25
6/26
7/1
7/3

実行委員会出席 （副委員長、書記）
実行委員会議事報告
開級式、第 1 回講座の打ち合わせ（全委員）
岩村先生、幅先生と開級式、第 1 回講座の打ち合わせ
（講演内容、タイムテーブルなどについて）
（全委員）
開級式、第 1 回講座案内の印刷、配布(委員長、書記)
開級式、第 1 回講座の出席表回収（委員長）
創明祭にて販売予定のラムネを発注（創明祭担当）
開級式、1 回講座の会場下見、詳細打ち合わせ(全委員）
岩村先生と開級式、第 1 回講座の詳細打ち合わせ（委員長）
菊地先生と開級式、第 1 回講座の打ち合わせ（使用機材の確認など）
（全委員）
開級式、第 1 回講座催行（全委員）
受講報告書を交流センターへ提出（書記）
アンケートとりまとめ、講師へのお礼状送付（書記）
第 2 回役員会・第 2 回実行委員会
県Ｐ連絡協議会総会・県Ｐ基金管理機構総会・県Ｐ安全互助会総会・
一般社団法人県Ｐ安全互助会定期社員総会
PTA 便り第 2 号発行
PTA アンケート配布
つくば市 PTA 連絡協議会 第 1 回定期連絡会
資源物回収団体登録申請
PTA アンケート回収・集計
第 1 回つくば竹園学園校外安全協議会
東部ブロック連絡会

