
 
厳しい寒さが続いていますが、日の暮れる時間が少しずつ遅くなって

きて、春が近づいていることを感じます。1 月 19 日(土)に、第 5 回 PTA 
実行委員会が開かれました。年度の終盤を迎え，各委員会は最後の頑張

りと引き継ぎの準備に入っています。 
 

第 5 回 PTA 実行委員会報告： 

日時 ： 平成 25 年 1 月 19 日(土) 10：00～11：00 
場所 ： 吾妻中学校 3F メディアルーム 
出席者： 吾妻中教職員(校長：廣瀬、他 2 名)、PTA 本部役員(会長：長屋、他 5 名) 

各委員会代表(役員選考委員会、第 1 学年委員会、第 2 学年委員会、第 3 学年委員会、広報

委員会、安全委員会、吾妻まつり委員会、PTA ホームページ委員会、家庭教

育学級委員会) 
 
1．活動カレンダー 

12/2(日) ｢つくば市人権講演会｣(主催：つくば市、つくばカピオ)【教員：1 名、本部：2 名】 
12/4(火) ｢吾妻小学校・吾妻中学校合同親睦会のご案内｣HP 掲載【PTA ホームページ委員会】 
12/6(木) 冬の通学路パトロール(吾妻幼稚園地域)【安全委員会】 
12/6(木) ｢吾妻中学校 PTA だより 平成 24 年度/NO.3｣HP 掲載【PTA ホームページ委員会】 
12/6(木) ｢吾妻まつり委員会こぼれ話｣HP 掲載【PTA ホームページ委員会】 
12/7(金) 冬の通学路パトロール(春日・研究学園地域)【安全委員会】 
12/7(金) ｢保護者向け防災教室開催のお知らせ｣HP 掲載【PTA ホームページ委員会】 
12/8(土) 高山真名学園PTA連絡協議会防災教育講演会 ～災害から生き残る為に必要なことを学ぶ～

(高山中学校)【本部：1 名】 
12/8(土) 第 4 回第 1 学年委員会(H24 年度決算およびＨ25 年度予算について、卒業アルバムについて)

【第 1 学年委員会】 
12/8(土) 第 7 回第 3 学年委員会(卒業対策について)【第 3 学年委員会】 
12/10(月) 広報誌(紫翠祭、音楽祭、科学フェスティバル、いじめフォーラム)の原稿回収【広報委員会】 
12/10(月) ｢PTA だより No.4｣配布(本部→全生徒) 
12/10(月) ｢吾妻中学校 PTA だより 平成 24 年度/NO.4｣HP 掲載【PTA ホームページ委員会】 
12/10(月) ｢第 2 学年委員会の活動報告｣HP 掲載【PTA ホームページ委員会】 
12/10(月) ｢第 3 回家庭教育学級バスツアー｣HP 掲載【PTA ホームページ委員会】 
12/12(水) 冬の通学路パトロール(大学構内)【安全委員会】 
12/13(木) 冬の通学路パトロール(吾妻小学校地域)【安全委員会】 
12/14(金) AZUMA 学園小中合同親睦会【本部】 
12/17(月) 第 5 回第 2 学年委員会(卒業アルバムに関する業者との契約について)【第 2 学年委員会】 
12/17(月) AZUMA 学園保護者向け防災教室【本部】 
12/18(火) ｢秋のパトロール報告と 110 番の家協力店舗挨拶回り｣HP 掲載【PTA ホームページ委員会】 
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12/19(水) ｢第 4 回家庭教育学級｢骨盤体操｣及び閉級式｣HP 掲載【PTA ホームページ委員会】 
1/10(木) 冬の通学路パトロール(天久保地域)【安全委員会】 
1/11(金) ｢書き損じハガキの回収活動について(お願い)｣配布(本部→全生徒) 
1/16(水) ｢いばらき食育推進大会｣(茨城県民文化センター)【本部：1 名】 
1/19(土) ｢書き損じハガキ｣の回収活動について(お願い)HP 掲載【PTA ホームページ委員会】 
1/25(金) ｢平成 25 年度 PTA 各種委員の募集調査票について｣配布(本部、学年委員会→1,2 学年)、HP

掲載【PTA ホームページ委員会】 
 

2．報告および協議 

2．1．本部 

・｢書き損じハガキ｣の回収活動について【報告および依頼】 
1/11(金)付け文書で茨城県社会福祉協議会への寄付と茨城県 PTA 連絡協議会の活動費確保(市 P

連にも一部配分)を目的とした、｢書き損じハガキ｣の回収活動についてのお願いをしております。 
ご自宅でご提供頂ける｢書き損じハガキ｣がございましたら、学校昇降口の体育館寄りの壁に“書

き損じハガキ回収ポスト”にお入れ下さい。 
なお、大変お手数をおかけしますが、ハガキへの住所、氏名などの個人情報として問題のある

記述に関しましては、ご提供に際してマジックなどで塗りつぶして頂くようお願いいたします。

(茨城県 PTA 連絡協議会への発送に際して特段の加工は行いません。) 
 
・委員選出細則の変更について【報告】 

平成 25 年度各種委員会委員の募集に関連して、各種委員会および特別委員会の円滑な選出を目

的に定められている委員選出細則に関する協議を行い、下記の通りの細則変更が全会一致で可決

されました。 
 

改正前細則 改正後細則 摘要 

委員選出細則 
 
 本細則は、各種委員会および特別委員会の選

出の円滑な実行のために定める。 

１ 本部は、次年度委員募集に先だって、専門委

員会および特別委員会の仕事の内容を確認

し、第１学年委員会および第２学年委員会と

募集方法を調整する。 

２ 本部は、次年度役員選考終了後、委員募集調

査票の配布を行う。 

３ 委員募集調査票の回収と集計は、第１学年及

び第２学年保護者分はそれぞれの学年委員

会が、新入生保護者分は本部が行う。 

後略 

委員選出細則 
 
 本細則は、各種委員会および特別委員会の選

出の円滑な実行のために定める。 

１ 本部は、次年度委員募集に先だって、専門委

員会および特別委員会の仕事の内容を確認

し、第１学年委員会および第２学年委員会と

募集方法を調整する。 

２ 本部は、委員募集調査票の配布を行う。 

 
３ 委員募集調査票の回収と集計は、第１学年及

び第２学年保護者分はそれぞれの学年委員

会が、新入生保護者分は本部が行う。 

後略 

 
 
 

 

 

 

 

 
委員募集調査票の配布時

期についての記述を削除 

 
2．2．役員選考委員会 

・平成 25 年度 PTA 役員及び会計監査の選考について【経過報告】 

平成 25 年度 PTA 役員及び会計監査の選考を進めております。 
選考結果については、全ての役員候補者が出そろいましたら、手紙でご連絡致します。 



 
2．3．第１学年委員会および第２学年委員会 

・平成２５年度 PTA 各種委員の募集について【依頼】 

1/25(金)付け文書で｢平成 25 年度 PTA 各種委員の募集調査票について｣のご案内をしております。 
2/1(金)が、提出の締め切りとなっておりましたが、まだご提出いただいていない方は、至急ご

提出をお願いします。なお、募集調査票は一生徒につき一枚の提出になっておりますので、ご協力

をお願い致します。 
 
3．学校からの連絡事項 

・学校近況報告(学校長挨拶より) 

－3 年生は、私立の入試がほぼ終わり、がんばって受験に取り組んでいる生徒が多くいる一方、推薦

などで進路が決定した生徒も出てきています。一人ひとりが本当に大切に足元をしっかり見つめて

夢に向かって生活している姿を頼もしく見ております。 
－生徒会は、2 年生が中心となった組織がスタートし、先日も朝のあいさつ運動を警察署と地域の安

全委員の方とともに実施しました。彼らのすがすがしい姿が新しい吾妻中学校の形を作っていくと

思います。それぞれの学年のまとめの時期なりますで、次年度のことなどが気になる時期ですが、

忌憚のない様々なご意見を PTA、学年主任および担任を通じていただき、円滑に次年度を迎えられ

るようにしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 
 

・｢いじめ撲滅に関する取り組み｣について 

2/15(金)に開催予定の学年 PTA に合わせて第 3 回｢いじめ撲滅フォーラムを開催します。保護者の

皆さんにもご覧いただける会として準備しておりますので是非ご参観ください。また、その際は小

中一貫教育として吾妻小学校の 6 年生を招待することを予定しております。 
 

・インフルエンザの対応について 

吾妻小学校をはじめ近隣の学校でインフルエンザによる学級閉鎖が生じています。 
各学級で 20%(6～8 名)の生徒がインフルエンザで休校となると学級閉鎖となります。 
なお、インフルエンザに感染した場合は、発症後 5 日かつ解熱後 2 日を経過するまでの期間が出

席停止となります。このため、一旦、学級閉鎖となると、その期間は最低でも 5 日間程度となりま

す。 
今後もインフルエンザの流行が懸念されることから、予防・観察を継続し、柔軟に対応していき

たいと考えております。引き続き保護者の皆様のご協力をよろしくお願いします。 
 
4．その他 

・吾妻中 PTA ホームページ、PTA 本部への連絡 

吾妻中 PTA では、本部および各種委員会の活動を会員の皆さんに連絡、周知することを目的に

PTA ホームページを開設しています。 
今後随時、各種情報をホームページに掲載していきますので、お時間のあるときにご覧下さい。 

吾妻中学校ホームページ： http://www.mdjapan.jp/ajhsPTA/ 

また、PTA 本部への連絡は 

E-mail：2012azuma.jhs.PTA@gmail.com 

まで、お願いします。 


