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竹園東中学校 PTA の活動紹介

Takezono Higashi Junior High School Parent-Teacher Association
本校 PTA 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を重視した活動を目指しています。
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、PTA 会員全員で
進んでいきましょう！

PTA 本部からのメッセージ
PTA 会員のみなさまには日頃より本校 PTA 活動にご理解、ご協力を賜り感謝いたします。
今年度の大きなイベント「創明祭」、新校舎の竣工もつつがなく進み、現在は次年度の PTA 役員選出が進行形です。
また 12 月 13 日には「第二回 PTA カフェ 教頭先生とゆる〜く話そう」の開催を予定しております。
PTA を交流の場とし、情報交換や意見交換を積極的に推進、という目標が少なからず達成できたのではと自負しておりますが、
PTA 活動へのご意見やご質問がございましたら、ご遠慮なくお知らせください。→ info@takechu-pta.org
今後も PTA 活動でのご協力、ご支援よろしくお願いいたします！

生徒対象の講演会
6 月 10 日に LINE 株式会社より講師をお招きし、全生徒対象の講演会「コミュニケーションの
基本と誤解について考えよう」を開催しました。
一方的な講話ではなく「そうだと思う人〜？」と挙手させたり、生徒が意見を述べたりと、大変
活気のある効果的な講演会でした。LINE 株式会社の講演会は非常に人気がありますが次年度も
是非ご講演いただけるように本部で折衝を進めていきます。

資源ごみ回収
6 月末の三者面談期間中に資源物（段ボール、新聞、雑誌、アルミ缶、スチール缶、ペットボトル）回収のご協力をお願いしました。
11 月の三者面談期間中にも同様のご協力を依頼いたしますのでよろしくお願いいたします。
なお回収収益、資源物集団回収奨励金（つくば市より年度単位で交付）は PTA の収入となり、子どもたちの学校生活環境をより
良くするための「学校会計」として使用しています。

PTA カフェ

TAKEZONO



PTA C afe



 

ҡࢀࡐ␀







␞␣⌤⏧





 



ෝ⏵⏞⌋



ૈ ≼≻ ⌏ ۀԸ ≻≽ ૈ ⌱ӎ⌲

26 #%CH G ߩ ߅ ↳ ㄟ ߺ
߅วߖߪߎߜࠄ

⌉⌉⌉⌉⌉⌉≲≻≳ ⌤③⑾⑤⑾⌉ׁ߱۫ՓΪ⌤ ⌱≻⊀⊄≽≺≪≷≪≻⊁⊄≽≺ ഛ৺⌲
⌉⌉⌉⌉⌉⌉⌉⌉⌉≪␇̷ٴವൽ⌉߁൘⏥⏬⌉⌉ ⌋⏜⏭⏸⏧ٴڿ
⌉⌉⌉⌉⌉⌉≲≼≳≪⊚⊞⊋≪① ⌽ҡࢀࡐ␀␞␣〈⏧ෝ⏵⏞⌾ ⌱≻⊂⊄≺≺≪≷≪≼≻≪ۀ؆⌲

 

 



  





(

 !*0)&-,%+"1








 
     

!"$  $-%

創明祭
9 月 7 日の創明祭では、お団子、おにぎり（9 学年委員会）、パン各種（8 学年委員会）、ペットボ
トル飲料（7 学年委員会）、古本市（図書ボランティア）、ラムネ（家庭教育学級委員会、ホームペー
ジ委員会）、焼きそば、フランクルフルト（本部）の販売のほか、ごみステーションの運営（広報
委員会）、活動内容のポスター展示（女性ネットワーク委員会）、行内および駐車場の警備（校外
委員会）、標準服のリサイクル（標準服リサイクルボランティア）など、PTA も楽しくがんばり
ました！
本部焼きそばでは初の試み「リユース食器」を採用しました。ご協力ありがとうございました。
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7 月 12 日の 18 時より本校図書室に於いて「第一回 PTA カフェ 校長先生とゆるー
く話そう」を開催しました。仕事終わりに駆けつけられる時間、遅刻あり、途中退席
ありの設定にしてみました。全 13 名の参加者が集まり、様々な話題、意見が
交換されました。校長先生は「いつでも話しかけてください！」との事です。
次回は 12 月 13 日（金）です。（別途案内配布予定 QR コード参照→）
是非ご参加ください！

़ ≼ ͧ ⊚⊞⊋ ①

竹園東中学校 PTA 会員であれば、どなたでもお気軽にお申込ください。（児童、生徒は参加できません）
PTA カフェご出席者を次年度の PTA 役員、委員に勧誘する等の目的は一切ありません。
事前申込いただいていれば、開始時刻以降の参加、途中退場も OK です。
当日、受付簿にお名前のない方のご参加はできませんので、ご了承ください。
申込数が定員 ( 約 50 名）になり次第、締め切らさせていただきます。
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この配布物は当校の「ICT ヲタすけボランティア」でデザイン製作しています。ご依頼ご相談等は PTA HP をご覧ください。
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PTA 委員会活動紹介
PTA は本部と専門委員会から成り立っています。
各委員会の最近の活動内容をご紹介します。

９学年委員会
今年度の 9 学年委員会は、正・副委員長の他、創明祭４名、茶話会４名、選出２名
の３つの担当に分かれて活動しています。
正・副委員長は、PTA 実行委員会への年８回の参加と、市 P 連の教育講演会への
参加等。創明祭は担当を中心に６月頃から企画・準備を始めますが、当日は委員全
員で模擬店での販売（←楽しい (^^) ですよ。）をします。茶話会（２月開催）は
11 月から本格的に先生と調整、打合せを行います。選出は、PTA の選出委員会と
しての活動が 10 月から始まります。
なお、今年度も委員会で集まる日を特に設けず、学校行事のある日に話し合いの時
間を持ち、委員会内の連絡、意見の交換は専らメールで行っています。

8 学年委員会
8 学年委員会は、委員長、副委員長、会計、書記、選出委員会、創明祭係から成り立っています。
主な仕事内容は、実行委員会への出席（年 8 回、委員長、副委員長）、PTA 総会出席（全員）、
学年委員会（年５回、授業参観前と創明祭後）、創明祭の企画、準備、販売（クーロンヌのパン）、
学年行事（思春期教育講演会を 12 月に予定してます）、PTA 室掃除（6 月実施）があります。
学年委員会で意見交換会もありますが、お仕事されてる方も多いので、メール連絡を主に利用
しております。
今年の創明祭でのパン販売は、パンの種類や販売時間を工夫し、皆さんに喜んで頂き、大成功
に終わりました。
今後も子供達が楽しく学校生活を送れるよう、活動して行きたいです。

７学年委員会
7 学年委員会は、主な活動として、昨年度同様、講演会開催と創明祭でのペットボ
トル販売を行いました。
まず、7 月 3 日に国立研究開発法人産業技術総合研究所質量標準研究グループ長の
倉本直樹さんをお招きして、「1 キログラムって？」と題してキログラムの歴史や
新しい単位の定義についてご講演頂きました。そして、7 学年の皆さんが、標準の
必要性を体感するために、重さ当てクイズに挑戦！とても有意義な時間でした。
また、創明祭当日は、9 月とは思えないほど暑い日だったこともあり、おかげさま
でペットボトルは完売。たくさん販売させて頂けたことをうれしく思っております。
子どもたちの笑顔を近くで感じられた一日でした。

家庭教育学級委員会
令和元年度家庭教育学級委員会のテーマは「親子でコミュニケーション」です。第 1 回講演会では、筑波大学
より岩川光一朗先生をお招きし、インプロ（即興演劇）の手法を用いた体験型ワークショップ「みんなインプ
ロでつながろう！〜人権について考えよう」を実施。普段使わない脳をたくさん動かしたような気持ちになり
ました。
12 月 10 日（火）には、第 2 回講演会「男性脳、女性脳の違いによるコミュニケーション」を開催予定です。
今回の講演会では、自分の気持ちや考えをきちんと伝え、人間関係を優しくスムーズにするスキルを学びます。
また、怒りを理解し、自分はどういう事に「怒りやすいか」を知り、コントロールする方法も探していきます。
講師は江田麻裕子先生です。どうぞお楽しみに！
創明祭では、ホームページ委員会と合同でラムネ販売を行い、暑さの中、好評でした。ラムネの開け方に興味
津々のお子さんも多かったです。飲んだ後はキャップ、ビー玉、ペットボトルに仕分けてもらい、ゴミの分別
にご協力いただきました。ありがとうございました。

２

保健校外委員会
保健校外委員会は、子供たちの生活が安全にかつ安心して送れるよう、各学年 4 名計 12 名で活動しています。
マナーアップキャンペーンでの挨拶運動や、学校保健委員会へ参加して子供たちの健康について先生方と共に考える活動などがあります
が、もっとも時間をかけて取り組んでいるのは竹園学園の三校で行われる安全協議会への参加です。この準備の一環として地域での安全
を図るため学区内をパトロールし、危険と思われる場所、注意を要する場所を確認し、それらを表示した危険個所マップを作成します。
そしてそれを HP にアップしたり廊下に貼りだして子供たちに注意喚起しています。是非みなさんも一度確認してみてください。

ホームページ委員会
学校からの配布物が子供の鞄の底にずっと眠っていて、渡された時にはとっくに締切が過ぎて
しまっていて大慌て。そんな経験はございませんか？
ホームページ委員会では PTA ホームページを介して、学校配布物（Web 配布物）の適時掲
載を始めとして、PTA 活動の告知や報告、また各種委員会からの活動報告など、皆様のお役
に立てる学校関連情報の掲載を行っています。その他にも、メーリングリスト管理を通じて、
PTA 役員・委員間の連絡の利便を担っている、 縁の下の力持ち な活動を行っている委員会
です。是非一度、PTA ホームページに訪れてみてください。

http://takechu-pta.org/

女性ネットワーク委員会
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女性ネットワーク委員会は、各学年 2 名計 6 名で活動しています。
主な活動は、年 4 回実施される「市 P 連※ 女性ネットワーク委員会」
と、茨城県及び県南の「PTA 連絡協議会 女性ネットワーク委員研
修会」各 1 回に参加し、そこで得た情報を PTA 会員のみなさんへ伝
えることです。今年度は「地域との輪をつなげよう〜大切な子供達を
守るために〜」をテーマに市 P 連女性ネットワーク委員の方々と意
見交換を行ったり、研修会へ参加したりしています。
つくば市は地区によって生徒数や教育環境などが様々で、地域差が大
きいため、違う地区の委員の方と交流し話を聞くことによって新たな
気づきがあります。
今後も委員会活動で得た情報を PTA ホームページ掲載で発信してい
きますので、是非ご覧ください。
※つくば市 PTA 連絡協議会
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भदमऩऎؚ੯ਯऋःधःअऒधमؚजोटऐजभ৾ૅमாपੳੴ
खؚजभੰपऐञॉੌाभ५ॱॺشছॖথपয়ढथങॊ৾ૅदँॊ
ध৶ੰघॊ؛
؞ःगीमؚनभ৾ૅुपକऒॉ੭ॊ؛

ଢ଼ఊভभ

؞ःगीभৄभুয়थमੇఔपँॊ؛

؞५ঐಉ॑ਹ৷खञSNS॑ஂखथؚপযभ৯भඍऊऩः૬दःगीऋষ
ॎोथःॊऒधऋँॊऒधुؚফभःगीभ્ඉ
ْਸखञ୳ٓ
؞ଢ଼ఊভ॑ৢगथؚःगीਖपणःथপযऋলਟॊহ॑৾वदऌऽखञ؛
؞ऊै धभ॥গॽॣش३ঙথ॑পજपखুؚोपऩैऩःञीपؚ
ੇఔऋभੱ੦दँॉञः؛
’؞રखऎؚడखः’॑৯खथؚرथपॉੌ॒दःऌञः؛

※ポスターのフルサイズ版 (PDF）は
PTA サイトでご覧ください。

広報委員会
昨年度までの「負担がちょっと・・・」との理由で引き受け手がなかなかい
ない現状を受け、今年度の広報委員会は本部のアドバイスを受けながら見直
して活動しています。
例えば「広報竹園」の全家庭配布をやめ PTA ホームページでの WEB 公開を
主とし、印刷版はネットで完成原稿を発注・納品されたものを PTA 会議室
に置き希望者に持ち帰っていただく形としました。予算の大幅削減だけでな
く、打合せや印刷業者との複数回のやり取り等々がなくなり、委員の作業も
軽減されました。
前期号掲載の先生方の紹介文の提出方法の見直しや、後期号の紙面の刷新な
ど試行しており、今後、よりよい形で PTA 広報ができるよう今年度の活動
もふまえ検討できればと思い委員一同活動しています。

広報竹園前期号

創明祭では、ごみステーションの運営を担当しました。
【編集後記】
今年度の後期号は PTA 活動を紹介する紙面構成にしました。お忙しい中原稿を仕上げてくださった本部、委員会、ボランティアの各担当のみなさま、あ
りがとうございました。本誌を通じて竹園東中学校の PTA 活動を知っていただく一助となれば幸いです。

３

ボランティア募集中
詳しくは PTA サイト
ボランティアページへ

図書ボランティア
字幕ボランティア

図書室でのボランティア活動を
2004 年 9 月より始めて、現在 14 年が経過し

青空（難聴）学級の生徒向け

ました。毎月第 1、第 3 水曜日の 10:30 から 2 時間

教材への字幕付け、情報保障の

程度、図書室で活動しています。本の好きな方、子ど

準備。

もたちの好きな方、整理整頓の好きな方等が集まって、

※入学式や創明祭等の字幕につ

図書室の整備や新刊本の受け入れ作業、その他図書に

いては、つくば市から委託され

関わるたくさんの作業をしております。メンバーは随

た方が交代で担当しています。

時募集しております。ご興味がおありの方は、現メン
バーに連絡をしていただくか、もしくは水曜日の活動
時間に直接図書室にいらしてください。ご一緒に楽し
く活動いたしましょう。

ICT ヲタすけ
PTA 活動や部活動、学校評議員
活動などを行う上で、無料で使えるい
ろんな Web サービスが使えたらなー、
でも自分では難しそうだし ...
と思っている生徒さん、保護者の方！
「ICT ヲタすけ」がお手伝いします！
ご相談の前に QR コード先のフライ
ヤーをご覧ください。

たけのこ相談室
たけのこボランティアでは、
どこに相談すれば良いかわからな
い事、お子さんに関する悩み事など
の相談を受け付けています。
連絡先：
amxl0452@mail2.accsnet.ne.jp

運動部支援ボランティア

標準服リサイクルボランティア

活動目的

標準服リサイクルボランティ

成長期である中学生運動部員は，健全な成長や競技

アは、年に数回、主に PTA 総会開催時や

パフォーマンス向上のために，体の管理が非常に重

創明祭の時期に、リサイクル品の展示・提供を

要です。そこで，体づくりの観点で運動部員やその

行っています。集まったリサイクル品を定期的に

保護者のサポートを行います。

チェックし、展示の前には整理・選別の作業を行っ

主な活動内容

て展示当日に備えます。ボタンやベルト、ネクタイ

（１）トレーニングの基本についての概要説明

や上履き等の小物類も、紛失時等のニーズがあるの

（2018 年度は，運動部員を対象にトレーニングの基
本，練習計画，柔軟性，栄養補給と水分補給につい
ての説明を行いました）
（２）個別講習の実施

でストックしています。
また、年度途中で転入して来られた方には、要請
があれば可能な限り在庫品で対応します。
仕事量の負担は重くないのに対して、確実に誰か

それぞれの運動部の要望に応じてテーマを決め，個

の役に立っているという実感が得られることが

別に講習を行います。

活動のモチベーションになっています。

（2018 年度は，個別講習は実施しておりませんが，
208 名の運動部員からアンケートの回答をもらい，
それぞれの質問に回答しました）

※ 朝読書支援ボランティアは、現在休止中です。

４

