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2019 年度、令和元年のＰＴＡ活動が始まりました。一年間どうぞよろしくお願いいたします。
『ＰＴＡだより』は、会議等の報告のほか情報共有の場としても活用してまいります。
関頭ＰＴＡ会長より（総会挨拶より）
令和元年度、竹園東中学校の PTA 会長を仰せつかりました関頭広晃（せきとう ひろあき）と申します。
本年度の活動目標は「歩（あゆむ）～共に輝く明日のために～」とさせていただきました。
本会の目的の一つである「保護者と教師が聡明な協力をすることにより、生徒の心身の健全な発展を図
る」を実現するためにも、先生と保護者が一体となって生徒と共に歩んで行けば、必ずや輝く明日へ繋が
るのではないかと考えております。
また、PTA 活動におきましては、先生や地域の方々とのコミュニケーションは勿論のこと、保護者同士
のコミュニケーションも非常に重要ではないでしょうか。PTA を交流の場とし、情報交換や意見交換を積
極的に行っていきたいと思います。
平成が終わり令和という新しい時代の幕が開けました。未来を担う子ども達の健やかな成長の一助とな
れるよう役員一同、力を合わせ頑張ってまいります。
最後に、本会は会員の皆様があって成り立ちます。PTA 活動へのご理解とご協力をお願い申し上げ、私
の挨拶とさせていただきます。一年間どうぞ宜しくお願いいたします。
根本校長兼ＰＴＡ顧問より（総会挨拶より）
今年度本校校長として赴任しました。年度初めにもかかわらず大勢の参加を感謝いたします。
今年度は桜が遅くまで咲いてくれ、久しぶりに始業式、啓志式等で桜の中で子どもたちを迎えることが
できました。本日も天気が良くよいスタートが切れたと思います。
竹園学園は「竹園から世界に羽ばたく児童生徒の育成」をスローガンに日々教育活動に取り組んでいま
す。開校から４６年を迎え、
「太陽への船出」
、「夢、そして未来へ」 という基本理念のもとに共に学び共
に育つという気持ちを忘れずに取り組んでいきたいと考えています。
始業式や啓志式で子どもたちに伝えたことは、認め合い、高めあうことを意識した対話による学びを重
視すること、挨拶、読書、掃除といった日常生活で繰り返される事柄を大切にすること、思いやりと相手
の立場に立った温かい言葉がけを続けていく、ということです。
これらは本校が常に目指してきたことで、これに向けて保護者、地域、教職員が一つになって、子ども
たちの健やかな成長を願って、見守って支えていくことが大切であると思っています。
今年度、教室に余裕が無い状況なので、5 月 8 日から現在の教室棟の前の砂利駐車場に２階建ての１２
教室分の校舎の新築工事を開始します。工事は１１月末までの予定で、その後に教室の移動等も生じます。
工事業者へは安全面、騒音について、最大限の配慮を求めており、子どもたちの通学路の導線について
も、門を新しく設置するなどして安全な登下校に努めていきます。
プールは今年度補修工事を実施する予定です。新年度でついた予算のためこれから入札になるので、今
年のプールの時期には補修工事は間に合わないと思われます。そのため、今年度は市で予算を組んで、二
の宮公園のプールまでバス往復してプール授業を行うことになる予定です。プールの補修工事は今年度中
に完了し、来年度からは通常通り本校のプールを使用できます。
保護者の皆様には、ご理解ご協力をお願いいたします。
何かご質問等がございましたら学校へお問い合わせください。

第１回実行委員会報告

4 月 13 日（土）於：図書室

1. 協議事項
（下記、
「案」は同日の PTA 総会ですべて承認された）
職務分掌並びに組織図（案）について（関頭会長）
今年度は担当副会長制とし、各委員会を担当するスタイルとする。
遠藤副会長 担当：本部会計、保健校外、女ネット、家教
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山中副会長 担当：本部庶務、広報、HP、７・８・９学年
組織図について、総会・実行委員会・役員会・会長それぞれの役割を規約に則り表し、PTA 運営を
進めることとしたい。
2. 審議事項
平成 30 年度活動報告並びに会計報告（案）の件（中嶋前会長、会計担当）
主だった点は委員定数を減らすことに取り組み、研修委員会を廃止することとなった。
また、細則の組織図を見直した。
平成 31 年度活動計画並びに会計予算（案）の件（関頭会長、会計担当）
活動方針
『歩～共に輝く明日のために～』
活動計画
・総会・役員会・実行委員会・各委員会の開催
・県南・茨城県 PTA 連絡協議会との連携
・講演会・講習会・大会への参加
・懇談会・研修会の開催
・学校行事への参加協力
・ボランティア活動の実施
・竹園学園内の連携
・学校・家庭・地域の連携
・学校防災連絡会議への参加協力
・その他
会計予算-昨年度からの変更点
研修委員会廃止にともない、研修委員会分の予算を本部役員会予算へ計上した。
（各委員会において
研修等支出があった場合に本部から支出できるようにした）
本部会計予備費に含まれていた次年度当初の活動資金額を「次年度準備金」という項目とした。
上位大会参加費補助について増額した。
（上位大会：関東・全国大会。市から交通費補助があるが、
それだけでは不足する可能性があるため）
規約改正（案）の件（関頭会長）
会費の規定について、細則から規約へ変更し、総会承認案件とする。
委員会について、一部を規約から細則へ変更し、名称や定員数について柔軟な対応が可能となるよ
うにする。
組織図について、図と規約の整合性が取れていないことから細則から削除する。31 年度は総会の同
意を最重要として新たに組織図を設定する。
選出委員の人数構成について、副会長の数（通常は二名、P 連の担当が回ってきた年度等は増員あ
り）が異なった場合に合計が合わなくなるため、細則の人数表記を削除する。
3. 討議事項

なし

4. 報告確認依頼事項
【学校より】
1. 旅費の積立方法について
各学年の校外学習旅行にかかる積立について、旅行代理店が取り扱うこととなった。市内他校
でも同様の方式に移行が始まっている。
2. 新校舎建設について
教室棟脇の砂利駐車場箇所に 5 月 8 日から基礎工事、6 月 3 日工事着工、11 月 29 日工事終了し引
き渡し予定で新校舎を建設する予定。授業・テスト中の騒音対策や、生徒の登下校時の安全確保など
については充分配慮するよう業者に依頼済み。
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【本部より】
1. 入会意思確認について（会長）
これまで明示的な「入会意思確認」を実施していなかった。今年度より入会について質問等のある保
護者は本部へ問い合わせてもらい、入会に理解を得ていただいけるよう誠意をもって対応する。
「入会届」等の運用は管理の事務作業を担当するマンパワーがないことから、今年度は考えていな
い。PTA 会費の 60% 強を「学校会計」として教育設備等の整備に使っていただいていることから、
「PTA 会費を払うのも PTA 活動」との認識で、基本は全世帯入会をお願いしたいところである。
2. PTA 本部主催による講演会について（副会長）
内容：正しい LINE の活用方法や情報モラルについて LINE 社講師による講演会を実施
日時：6 月 10 日（月）11：40～12：30
場所：体育館
対象：竹東中全学年、学校教職員、本部役員、各委員会正副委員長
3. 実行委員会年間スケジュール（副会長）
②5/11、③6/29、④7/27、⑤10/19、⑥12/14、⑦2/1、⑧3/7(全て土曜日)
時間：10：30 開会予定／場所：図書室
PTA 規約第 9 条 2 項：実行委員会は、本部役員、各種委員会の正副委員長及び学校の代表者で構成
する。
第 9 条 3 項：役員会及び実行委員会は本会目的達成のための事業及び緊急を要する事項を審議決定
し、具体的施策の立案執行にあたる。
4. Web 配付物（PTA ホームページ掲載）について（副会長）
配布物は原則として生徒を通じて各家庭に配布するものとし、PTA ホームページでの Web 配布物は
あくまでも補助的な役割として掲載する。全配布物が掲載されるわけではない事をご理解いただきた
い。
5. PTA 連絡メールシステムについて（副会長）
学校運用の緊急メールシステムとは別に、PTA 独自の連絡メールシステムを構築する
6. 写真販売について（スナップスナップ）
（副会長）
三大行事（スポフェス、創明祭、音楽祭）以外の、先生が撮影した写真の販売を検討中。
7. PTA 室の使い方について（庶務）
PTA 室の印刷機の他に、学校コピー室の印刷機（輪転機）も使用可能。
PTA 室は各委員会順番制で掃除を行う。
8. 学校・役員・委員間の連絡方法について（副会長）
本部と各委員会との連絡は正副委員長が窓口となる
相談・要望→本部へ
活動報告等の書類提出、
・文書申請、
・HP への掲載依頼→本部庶務へ
文書の申請手順
①各委員長→②本部庶務（CC：担当副会長）→③本部・学校にて確認→④本部庶務→
⑤各委員長→⑥印刷・配布
9. 活動資金の支給について（会計）
第 2 回実行委員会で委員会予算（活動費）を支給する。
10.連絡通信費について（会計）
第 2 回実行委員会で本部役員・各委員全員に支給する。
11.創明祭について（庶務）
日程は、９月６日（金）生徒のみ ７日（土）保護者等一般来場日
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12.本部および各種委員会のメールアドレス設定について
E メールアドレス
竹園東中学校 PTA 公式メールアドレス info@takechu-pta.org
PTA へのご意見、ご連絡はこちらまで
お寄せください
本部(会長・副会長・庶務・会計)
2019honbu@takechu-pta.org
庶務
2019shomu@takechu-pta.org
会計
2019kaikei@takechu-pta.org
７学年委員会
20197g@takechu-pta.org
８学年委員会
20198g@takechu-pta.org
９学年委員会
20199g@takechu-pta.org
広報委員会
2019kouhou@takechu-pta.org
保健校外委員会
2019hokenkougai@takechu-pta.org
ホームページ委員会
2019hp@takechu-pta.org
女性ネットワーク委員会
2019jonet@takechu-pta.org
家庭教育学級委員会
2019kakyo@takechu-pta.org
13.次回開催日の確認
第 2 回実行委員会
日時：令和元年 5 月 11 日（土）10：30～12：00
場所：図書室

平成 31 年度 PTA 総会報告

4 月 13 日（土）於：体育館

4 月 13 日(土)に PTA 総会を開催し、平成 30 年度活動報告・会計決算報告・会計監査報告、平成 31
年度活動計画(案)・会計予算(案)についての説明を行い、承認されたことを報告します。
多数の会員の皆様のご参加とご理解を頂きましたこと、心より御礼申し上げます。
なお、当日は、会員数 577 名中、出席者数 87 名、委任状提出者数 410 名、合計 497 名により、PTA
規約第 6 章第 10 条の 2 の規定に基づき総会は成立しました。
平成 30 年度中嶋 PTA 会長より
退任挨拶。皆様には日ごろからＰＴＡ活動にご協力いただき感謝する。本日、義務教育におけるＰＴＡ
活動が終了する。一番上の子が小学校入学してから一番下の子どもがこの春 3 月に中学校を卒業するまで
足掛け１８年、竹園東小学校と中学校のＰＴＡの皆様には大変お世話になった。
５年前に公務員宿舎廃止になったため並木地区に引っ越した際、ＰＴＡのありがたみを強く感じた。子
どもたちは転校しなかったので引っ越し先で知り合いもいなく、近所とのコミュニケーションがとれなか
った。こういう状況になってみて PTA というのは保護者同士や、地区の中心となって情報交換していく場
だと非常によく分かった。義務教育年齢の子どもを持つ親にとって、ＰＴＡは非常に重要な場所であると
思っている。
竹園学園保護者、ＰＴＡ会員の皆様、活動を通じて知り合いになった方々には非常に感謝している。在
学中の皆様には今後更なる活動の発展を目指してくださることを祈念する。
議事（詳細は PTA 総会資料参照）

議長：平成 29 年度 PTA 副会長 田中氏

1. 平成 30 年度活動報告
以上の内容について、質疑はなく承認されました。
2. 平成 30 年度会計決算報告
以上の内容について、質疑はなく承認されました。
3. 平成 30 年度会計監査報告
以上の内容について、質疑はなく承認されました。
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4. PTA 規約の改正
以上の内容について、質疑はなく承認されました。
5. 平成 31 年度活動方針・活動計画(案)
以上の内容について、質疑はなく承認されました。
6. 平成 31 年度会計予算(案)
・ 実行委員会費について、今年度から廃止した研修委員会の会費 20 万円は、本部役員会費に計上し、
研修を企画し予算が必要になった場合に本部管理のもと執行する。
・ 本部会計の会議費の減額について、30 年度は市 P 連の会長兼務だったため増額計上していたが、こ
れを通年どおりに戻す。
・ 本部会計の上位大会参加費補助の増額について、関東・全国大会に出場する際の旅費等の補助として
計上。
・ 本部会計の次年度準備金の新設について、会費入金までの約２か月間の活動費として保留するために
計上。
・ 本部会計の諸費について、ＰＴＡ活動は単年度会計となっており、原則１年で収入を使い切ることに
なっているため、支出との差額として計上。
7. 質疑応答・承認
質問：研修委員会が廃止になった経緯とは。次年度の準備金を現時点で確保する必要とは。
回答：中嶋前会長）委員会が 4 月に始動してから研修計画を立てている現状では、人気の講師の確保な
どより良い企画を実施することが難しいという意見があり、前年度のうちから PTA 本部主導で研
修計画を立て実施することとし、PTA 委員数を減らす検討の中で、研修委員会を廃止することと
した。このほか広報委員、保健校外委員の定数を 3 名減らした。
回答：会計担当）次年度準備金は 2020 年度当初の活動資金確保という目的のため計上した。
質問：次年度準備金について、80 万という金額は大きい。これまでは準備金を設けずにやりくりして
きたのだが、今回設けたのは何か特別な理由があったのか。余剰予算が潤沢にあるなら、PTA
会費を元の額に戻しても良いのでは。
回答：中嶋前会長）PTA 活動費（PTA 会費）は 5 月に引落が実施され、PTA の口座には 6 月に納入
される。しかし、各委員会には 5 月の時点で総額 70 万円ほどの予算を配布する。
この予算配布は今までは予備費から出していたが、年度当初の予算配分額を明確にするため、次
年度準備金として計上した。
予算に余剰があるわけではなく、今年度予算案の次年度準備金と諸費の合計額が、これまで
「予備費」としていた項目の金額に相当している。
質問：以前は小中高で国際交流会を開催していた。現在はどのように考えているのか。
回答：根本校長）小学校では市の予算に計上されており、国際交流集会を実施。中学校ではその予算化
がされていない。その中でどのような対応ができるか検討する必要があるが、今のところ予定は
ない。
回答：中嶋前会長）以前は授業の一部として開催していた。週休 2 日休みになったことから、授業短縮
で無くなったという経緯がある。ぜひ PTA 活動の一環で計画できたらと思う。
田中議長：以上、拍手を持って承認。
お手元の総会資料にあるすべての「案」の文字を削除してください。
・その他
○標準服リサイクルボランティア、図書ボランティア、字幕各ボランティアの紹介があった。
令和元年度 第２回実行委員会開催予定 5 月 11 日（土）10：30～ 図書室
〃
第 3 回実行委員会開催予定 6 月 29 日（土）10：30～ 図書室
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------------------------------------

PTA 本部からお知らせ

-----------------------------------◆資源回収ご協力のお願い
創明祭の前後に資源ごみ（段ボール、新聞紙、アルミ缶）の回収を実施します。
詳細は別途おたよりと PTA ホームページでお知らせします。
資源ごみの回収金および回収団体としての奨励金は PTA 予算として活用します。
◆創明祭における保護者ボランティア（本部売店の補助）ご協力のお願い
9/7（土）開催予定の創明祭で PTA 本部は例年通り「焼きそばとフランクフルト」の販売を
行う予定です！そこで販売補助のお手伝いを大募集します。
30 分でも構いませんので助けてください！
こちらも詳細は別途おたよりと PTA ホームページでお知らせします。
◆PTA 便り第 1 号は、紙面にて会員皆様のお手元にお届けしました。
第 2 号からは PTA ホームページにて Web 掲載し配信します。
（URL はこちら→http://takechu-pta.org pta-news-2/）
◆PTA 室の予約方法が変わります！
これまで PTA 室内のカレンダーに書き込んで
予約としていましたが、PTA 室まで来なくても
どこからでも予約できるように変更いたしました。
使ってみて、不明の点やご意見がありましたら
「info@takechu-pta.org」までどうぞ！
◆「Web 配布物」PTA ホームページに掲載中です。
学校で配布されたおたよりが見つからない、または
配布されているはずなのに持ち帰ってくれない、
、
こんな悩みがある保護者の方は多いのでは？
昨年度より「Web 配布物」の試行を始めています。
「Web 配布物」は学校のご協力のもと運営していますが、
配布物全ての掲載をお約束するものではありません。
学校からのお便りは原則としてお子さまを通して配布されるものです。何卒ご了承ください。
「それでもすごく助かる！」という感想もいただいています。
◆活動目標「歩（あゆむ）～共に輝く明日のために～」を掲げ、元気な PTA 活動を目指します。
PTA の目的としての「地域における教育環境の改善、充実をはかるため会員相互の学習」は本校の
PTA 活動に不足していることではないでしょうか。
保護者同士の情報共有や対話を進めるための「面白そうで、ためになるかも？」な企画を考え中
です。乞うご期待！
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