〜共に楽しむ学校応援団〜

平成２７年１１月１６日
つくば竹園学園竹園東中学校
ＰＴＡ本部役員会

だより
平成 2７年度 第６号
鷲田ＰＴＡ会長より
いつもＰＴＡ活動にご理解とご協力を賜り心よ
り感謝申し上げます。このたびの関東・東北豪雨
で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げま
す。９／１１・１２に実施された創明祭では、全
委員会が関わりＰＴＡ企画（飲食出店等）を実施
いたしました。その売上金を、生徒たちが集めた
義援金とともに常総市に寄付させていただきま
した。各委員会の活動も活発に行われており、
９／２５の研修委員会企画芸能鑑賞会では、津軽
三味線・和太鼓の素晴らしい演奏を生徒と共に堪
能することができました。「共に楽しむ学校応援
団」として活動を続けてまいります。

ＰＴＡ公式 mail
info@takechu-pta.org
ＰＴＡホームページ
http://takechu-pta.org

岡野校長より
先頭に立って活動いただいている各委員会の皆様、
参加いただいている保護者の皆様に御礼申し上げ
ます。さて、秋はイベントの季節で、創明祭や音楽
祭などさまざまな行事がありました。そこでも、生
徒が中心となって素晴らしい活動が展開されてい
ます。特に、９年生が「これが竹中生だ」という素
晴らしい姿、圧倒的なレベルの差を見せつけてくれ
ており、下級生がその姿にあこがれ、その姿を目標
としていくという、竹中の伝統が守られていること
を頼もしく感じています。１１月には竹園の子供た
ちの素晴らしい姿を全国に公開する研究会もあり
ます。これもまた、生徒主体で発信していきたいと
考えております。

１．創明祭会計 報告
９月１２日（土）創明祭におけるＰＴＡ各種企画について、会計報告致します。
収益金 105,566 円、準備金返金 430,000 円、合計 535,566 円 以上をＰＴＡ会計収入の部に入金しま
した。
なお、そのうち 30,000 円を、常総市における水害に対する寄付金としました。創明祭で生徒が集めた義
援金と合わせて 77,215 円が、１０月９日に生徒代表によって市庁舎に届けられました。

２．研修委員会主催

芸能観賞会 報告

９月２５日（金）
、井坂斗絲幸社中 芸能鑑賞会 津軽三味線 和太鼓 ～日本の唄まつりコンサート～が
研修委員会主催で行われました。５９名の保護者が生徒と共に参加しました。アンケートより、保護者と
生徒の感想を抜粋して報告致します。
＜保護者より＞
・すばらしかったです。感動しました！！
・楽しい時間を過ごさせていただきました。研修委員の皆様、企画・準備等、ありがとうございました。
・伝統芸能がカッコいい！と子供達も感じたと思います！
・普段、生で聞く機会がないので、その迫力に大変驚きました。
・パフォーマンスも楽しく、子供達も飽きずに楽しく聞けていたと思います。
＜生徒より＞
・和楽器は、人のテンションを上げたり、嫌なことを忘れさせてくれるとても魅力的なもので、大切な
日本文化だと思いました。
・創明祭の時に言っていた校長先生の言葉「リミッターを外せ」お祭りのときは弾けること。限界を破
って挑戦すること。あの感動を再認識した。
・伝統的な文化を受け継ぎ、さらに時代などにアレンジして未来に伝えることはとても大切なことだと
感じました。
・知っている曲でも和楽器で演奏することで、新しい音楽に出会うことが出来ました。
・体いっぱいのパフォーマンスや、重なった様々な楽器の音、美しい歌声など、団体で作り上げる舞台
が人を感動させることが出来るんだな思った。
・太鼓のバチが飛んでいったことに驚きましたが、それ以上に、素手で演奏しているところに、
「魂」や
「技」そして「気合」を感じ感動しました。
・結果が全てだと思っていたけれど、結果よりも楽しむことが大事だということがわかった。
・伝統芸能に限らず、実際に体験してみることの大切さに気づかされました。
・観客の盛り上げ、皆でそろえることの難しさに悩んでいましたが、今回の演奏を聴いて何か得られた
ような気がします。
（オケ部）

３．奉仕作業・資源物回収へのご協力ありがとうございました
８月２９日に校内外の除草作業、１１月７日に学校近隣と校内の清掃をおこないました。両日ともに申し
込み時よりも多くの方に参加していただき、１１月１０日のＩＣＴ教育研究大会では全国から多くのお客
様を、きれいな環境でお迎えできました。ご協力ありがとうございました。
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４．指名委員会よりお知らせ
１１月７日の第２回指名委員会におきまして、平成２８年度本部役員候補者が決まりました。会員の皆様、
本部役員募集についてご協力いただきましたことに感謝申し上げます。
また候補者の皆様、ご快諾していただき誠にありがとうございました。

５．各種会合報告






第 1 回つくば市学区審議会
９月２８日（月）１５時〜 於：つくば市役所 出席者：会長・鷲田、岡野校長先生
つくば市では、平成３０年４月開校予定の（仮称）葛城北部学園及び（仮称）みどりの学園新設に伴う
通学区域の設定ならびに通学区域の一部変更を検討しています。その対象区域にかかる各学校の関係者
が出席し、計画の説明を受けました。今後の会議において率直な意見を求められています。
つくば市ＰＴＡ学校防災研修会
１０月７日（水）１４時〜 於：イーアスホール 出席者：会長・鷲田、岡野校長先生
講演「防災マップづくり」を通じた地域協働の防災活動 講師 増田和順氏（防災研究所）
地域防災力の向上に向け、学校を軸にした様々な地域コミュニティの協力・連携による防災マップづく
りについて、全国の実践事例を通じて学びました。自然災害は自分たちの想定をはるかに超えるため、
日頃から「避難所はどこ？」「そこは本当に安全？」と災害時の対応を考えておく必要がある。体験か
ら学び伝えること、いざという時に判断ができること、日頃からの意識を持って行動することが防災・
減災につながる、というお話が印象的でした。学校等で防災マップづくりを希望する際は、防災研で全
面的にサポートをしていただけるそうです。
つくば市ＰＴＡ連絡協議会 第２回定期連絡会
１０月１０日（土）１０時〜 於：大穂交流センター 出席者：会長・鷲田、玉井教頭先生
市Ｐ連の取り組みについての報告・連絡がありました。今年３月に実施したランドセル寄贈キャンペー
ンでは、ランドセルが無事現地に到着したそうです。寄付をいただいた皆様、ご協力ありがとうござい
ました。来年３月にも実施が予定されています。
平成２８年１０月２１・２２日に、第４８回関東ブロックＰＴＡ研究大会「茨城大会」が開催されます。
書き損じはがきの回収活動にご協力いただきありがとうございました。合計 2,256 枚集まりました。後
期もよろしくお願いいたします。

６．つくば市への要望書について
つくば市ＰＴＡ連絡協議会として「つくば市への要望書」がまとまったとの報告を受けました。本校ＰＴ
Ａから市Ｐ連に提出した要望のうち、「つくば市は小中一貫教育、ＩＣＴ教育などの新しい取り組みも多
いため、ひとりひとりの先生の負担を減らすためにも、教職員の数を増やしてください。/各小中学校が実
情に応じて柔軟に使える予算額を増やしていただきたい。/学区再編にあたっては保護者の意見を十分反映
させてください。/学区内の街灯を充実させてください。
」の４項目が反映されました。以下が要望書概要
です。
つくば市への要望書（つくば市ＰＴＡ連絡協議会）
＜要望１＞教育施設の充実
(1) エアコンの設置
(2) 既設設備の修繕
(3) 安全面・防災拠点を考慮した学校設備の充実
(4) ＩＣＴ機器の整備
(5) 敷地内樹木の伐採・剪定
＜要望２＞通学路の整備
(1) 防犯灯・街灯の整備
(2) 信号機・歩道及び横断歩道、縁石・ガードレールの設置
(3) 樹木伐採と雑草撤去
＜要望３＞教育体制の整備
(1) 北部地区学校統合への配慮並びに統合後の旧施設活用
(2) 計画的な学区再編
(3) 小中一貫教育の取り組み
＜要望４＞教職員並びに教育予算の拡充
(1) 教員及び教育支援員の増員
(2) 教育予算の増額
＜要望５＞陸上競技施設の整備

７．書き損じはがき回収について
第１回目の回収（９月末〆）では２７枚が集まりました。第２回目は２月を予定しています。年賀状の書
き損じなどがありましたら是非ご協力ください。住所や写真等、個人情報流出が懸念されるという声があ
りましたので、よい方法を検討いたします。
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８．つくば光の森について
つくば駅周辺で開催されるイルミネーションイベント「つくば光の森」に、竹園学園（竹園東小学校、竹
園東中学校）もＬＥＤアートで参加します。今年は竹に模様をくり抜き、中からＬＥＤライトを光らせる、
竹アートを予定しています。
１１月２１日（土）〜１月１日（月）１６：３０～２４：００開催です。お楽しみに。
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本部

9/5 創明祭販売飲料水の支払・搬入時の打合せ（行事係）
うまい棒 270 本購入（行事係）
9/5・6 販売用チケット作り（行事係）
9/11 創明祭準備・打合せ
9/12 飲料水受取・積み込み・搬入（行事係）
飲料水搬入・配置・販売
10 月上旬 創明祭感想・反省まとめ作業（行事係）
10/24 第 5 回実行委員会出席（委員長・副委員長）
8/29 奉仕作業
第４回実行委員会
9/11 創明祭準備
9/12 創明祭 〈パン販売〉
・後片付け、反省会
8/30 第 4 回 9 学年委員会開催
・第 4 回実行委員会の報告と内容打ち合わせ
・創明祭関連の件
開始時間・延期時の対応・準備金清算等について
打ち合わせ
・9/25（金）津軽三味線芸能鑑賞会の件 参加者募集について周知
・次回 11/7 奉仕作業の件 日程・内容について連絡
9/11 創明祭取材
9/12 創明祭取材
9/25 研修委員会主催「津軽三味線」取材
8/23 まつりつくば 2015 校外指導・巡回
9/12 創明祭 駐車場のぼり設置・巡回 校内パトロール
10/3 第 5 回保健校外委員会
・まつりつくばパトロール報告
・教育講演会報告
・JAXA 宿舎解体工事説明会参加報告
・創明祭警備・巡回報告
9/12 創明祭において、ゴミ箱設置と管理を担当
9/19 第 5 回研修委員会（芸能鑑賞会最終打ち合わせ）
9/24 芸能鑑賞会前日仕込み立ち合い
9/25 芸能鑑賞会当日仕込み立ち合い～鑑賞会開催～後片付け
ウェブサイト管理
9/1
平成 27 年度 PTA 研修委員会企画芸能鑑賞会のご案内に追記
9/3
図書ボランティア「古本の寄贈について（依頼）
」を掲載
9/11
平成 27 年度 PTA だより第 5 号を掲載
10/9
平成 27 年度 家庭教育学級閉級式および講演会のご案内を掲載
イベント
9/12
創明祭「ラムネ販売」
（家庭教育学級委員会と合同）
8/29 第 4 回実行委員会
9/1 創明祭掲示物作成（女性ネットワーク研修会内容）
～9/11 装飾物作成
9/12 創明祭 研修会内容の掲示
9/11 創明祭準備（業者よりラムネ受け取り、保管）（委員長、創明祭担当委員）
9/12 創明祭にてラムネ販売（HP 委員 2 名、全委員）
9/27 閉級式、第 2 回講座の打ち合わせ（全委員）
10/8 閉級式・第 2 回講座案内の印刷、配布（委員長、書記）
9/8 PTA 便り配布
9/11・12 創明祭
9/28 学区審議会【会長・校長先生】
10/7 学校防災研修会【会長・校長先生】
10/10 第 2 回市 P 連定期連絡会【会長・教頭先生】
10/24 第 5 回役員会、第 5 回実行委員会、第 1 回指名委員会【副会長】
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