
 

3 月に入り、寒さもだいぶ和らいできました。木の芽も少しずつ膨らん

できたようです。もうすぐ 3 年生は卒業式を迎え、1，2 年生も新しい学年

へと進級しようとしています。今年度の PTA 活動もまとめの時

期を迎え、3 月 3 日(日)に今年度最後となる第 6 回 PTA 実行委

員会が開かれました。 

 

第 6回 PTA実行委員会報告： 

日時 ： 平成 25 年 3 月 3 日(日) 9：00～11：00 

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 5 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 

1/19(土) ｢書き損じハガキの回収活動について(お願い)｣掲載【PTA ホームページ委員会】 

1/25(金)～2/5(火) 広報誌｢吾妻 48 号｣原稿入稿【広報委員会】 

1/26(土) 第 8 回第 3 学年委員会(卒業対策、卒業式について)【第 3 学年委員会】 

1/28(月) ｢平成 25 年度 PTA 各種委員の募集調査票について｣掲載【PTA ホームページ委員会】 

2/1(金) 新入生説明会｢平成 25 年度 PTA 各種委員の募集調査票について｣配布(本部→新入生) 

2/1(金) ｢PTA だより No.5｣配布(本部→全生徒) 

2/1(金) ｢平成 25 年度 PTA 各種委員の募集調査票｣回収【第 1, 2 学年委員会】 

2/1(金) 次年度の PTA ホームページ維持に関する契約手続き実施【PTA ホームページ委員会】 

2/5(火) ｢吾妻中学校 PTA だより No.5｣掲載【PTA ホームページ委員会】 

2/7(木) ｢青少年健全育成茨城県推進大会｣参加(県民文化センター)【本部：1 名】 

2/7(木) ｢吾妻中学校 PTA 規約細則の改正について｣掲載【PTA ホームページ委員会】 

2/8(金) ｢第 1, 2 学年 学年末 PTA の実施について(お知らせ)｣掲載【PTA ホームページ委員会】 

2/9(土) 本部役員会(25 年度委員会委員の選出(新入生)について)【本部】 

2/9(土) 第 5 回第 1 学年委員会(25 年度委員会委員の選出について)【第 1 学年委員会】 

2/9(土) 第 6 回第 2 学年委員会(25 年度委員会委員の選出について)【第 2 学年委員会】 

2/9(土) 第 5 回広報委員会(広報誌｢吾妻 48 号｣について)【広報委員会】 

2/11(月) ｢第 1 学年委員会からのお知らせとお願い｣掲載【PTA ホームページ委員会】 

2/12(火) ｢平成 25 年度 PTA 各種委員会の内定および抽選会のお知らせ｣配布(第 2 学年委員会→候補

者)  
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2/15(金) 各種委員会委員の選出、PTA 学年懇談会実施【第 1, 2 学年委員会】 

2/16(土) つくば市 PTA 連絡協議会(市 P 連)第 3 回会議 (大穂交流センター)【教務主任：木村、会長：

長屋】 

2/16(土) 第 9 回第 3 学年委員会(卒業対策、卒業式、東京ディズニーランド・ハーモニーフレンズにつ

いて)【第 3 学年委員会】 

2/18(月) ｢平成 25 年度 PTA 役員および会計監査内定のお知らせ｣（役員選考委員会→全生徒) 

2/23(土) 第 6 回安全委員会(冬の通学路パトロール、決算について)【安全委員会】 

 

2．報告および協議 

2．1．本部 

・平成 25年度 PTA総会について【依頼】 

新年度 4 月 13 日(土)に平成 25 年度定期 PTA 総会を実施する予定です。PTA 総会は会員全員を

もって構成される吾妻中 PTA の最高決議機関です。ご出席をお願いします。 

なお、平成 25 年度定期 PTA 総会では、平成 24 年度の PTA 活動報告、会計決算報告及び会計

監査報告、PTA 規約・細則の変更、平成 25 年度役員及び会計監査選出、活動計画（案）、予算（案）

について審議をお願いする予定です。総会資料につきましては、正式な総会のご案内とともに事

前に配布致しますので、詳細はそちらをご覧ください。 

 

・PTA懇親会について【ご案内】 

PTA 総会当日の夕刻に下記の通り PTA 懇親会を企画しております。当日は、先生方の歓送迎会

を兼ねており、今年度を以て吾妻中学校を離任された先生もご参加頂ける予定です。先生方や在

校 PTA 会員の方々とともに、思い出を語らい、また未来を語らうひとときを過ごしていただけれ

ばと思います。第 3 学年保護者の皆さんには既にご案内しておりますが、在校生保護者の皆さん

には PTA 総会のご案内と併せてお知らせ致します。(HP でもご案内致します。) 

日時：平成 25年 4月 13日(土) 午後 6時より(受付開始 5時半) 

場所：オークラフロンティアホテルつくば 2階 カフェテラス「カメリア」 

会費：４，０００円(予定) 

 

・紫翠祭模擬店売上金について【報告】 

紫翠祭開催時に実施した模擬店では多くの皆さんにご協力頂きありがとうございました。当日

の模擬店では、可能な限り安価に食事を提供するため、原価(材料費)に近い値段設定を心掛けまし

たが、57,123円の収益(残余金)が出ておりました。 

本残余金の扱いについて、報告が大変遅くなってしまいましたが、紫翠祭の実施時にも不足し

ていた会議テーブル(折りたたみ式の長テーブル)を 9 台購入し、学校に寄付致しました。テーブル

購入後に生じた残金(3,303円)につきましては、PTA 会費の雑収入として組み込みましたので、併

せてご報告致します。 

 

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【報告】 

2/18(月)付けのお手紙でお知らせしましたように、平成 25 年度 PTA 役員及び会計監査が内定い

たしました。御協力ありがとうございました。 



3．学校からの連絡事項 

・｢体罰に係る実態把握調査アンケートについて 

2/19(火)に実施した｢体罰に係る実態把握調査アンケート｣にご協力ありがとうございました。本ア

ンケートは、桜宮高校の事件を受け、文部科学省の指示により県教育委員会が作成したものに基づ

き、調査を実施しています。 

各回答結果については、一つ一つを丁寧に精査し、｢体罰を受けた｣あるいは｢見た｣、という事案

については当該の生徒・保護者からの聞き取りを実施するとともに学校関係者に対しても事案の事

実確認を行いました。その結果、吾妻中学校においても本年度、体罰もしくは体罰に相当する事案

が確認されています。 

当該事案については、当事者との充分な話し合いなどを持って対応にあたっているところですが、

今後も、日常の学校生活や部活動の在り方とその指導については、充分に振り返り、改善を繰り返

し行っていきたいと思っています。 

吾妻中学校における、すべての学級学年の生活、部活動で、子供たちが、中学生活が吾妻中学校

でよかったと思ってもらえるように学校経営を進めていけるように全職員で再度確認したところで

す。今後ともご支援の程よろしくお願いします。 

 

・｢いじめ撲滅に関する取り組み｣について 

いじめ撲滅に関する取り組みについては、2/15(金)に第 3 回｢いじめ撲滅フォーラム｣を実施し、学

年 PTA として保護者の皆さんに参観いただきました。新年度を迎えるにあたり、生徒達が自らの手

で学校を改善していこうという気運が盛り上がっていました。 

なお、本フォーラムを受けての学校改善への想いや、いじめについての状況把握として、3/8(金)

にアンケート調査を実施しました。 

本結果については、今後の学校改善の取り組みに生かしていきます。 

 

・平成 25年度の三大行事について 

現在平成 25 年度の年間予定を作成中ですが、会場予約などの関係から、三大行事の予定が概ね確

定しましたのでご連絡します。 

体育祭：9/14(土)、音楽祭：10/25(金)、紫翠祭：10/26(土) 

今後、全体スケジュールの関係で変更の可能性がまだありますが、始業式、部活動の新人大会な

どとの関係から、上記の様な日程となります。多少厳しいスケジュールもありますがご協力の程、

よろしくお願い致します。 

 

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。 


