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もくせい会 

本部活動報告 
 

会計報告 

＜収入＞ 

7/16 市 P連運営補助金 35,000円 

8/16 普通預金金利 4円 

9/9 もくせい会会費（転入分×1 世帯） 1,400円 

 

＜支出＞ 

7/16 事務用品購入 739円 

9/7 環境整備費（電動トリマー） 99,000円 

9/22 バレー部 7 月分照明代 800円 

 

◎資源回収報告 

 7/21 9/16 

牛乳パック 19㎏・190円 20㎏・200円 

アルミ缶 24㎏・1,200円 12㎏ 600円 

買取金額 1,390+税 計 1,529円 800円+税 計 880円 

 

 

本部委員会 

＜活動報告＞ 

7/14 第 2回 会長副会長会議 

7/19 学年会計監査 

9/8 第 3回 会長副会長会議 （zoom） 

10/14 香川市長 情報交換会 

10/7 地域DE子ども見守り隊 zoom会議 

10/20 市教委 柚木教育長、島村教育課長 オンライン会議 

10/26 宿泊学習会計監査 

10/27 クリーン作戦 

10/30 運動会の準備、片付け 

 

＜今後の活動予定＞ 

11/10 第４回 会長副会長会議 （zoom） 

12/8 第５回 会長副会長会議 
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会計 

＜活動報告＞ 

・テトラパック集計表作成 

・もくせい会活動に伴う入出金 

・転入生への連絡、もくせい会会費の入金 

 

＜今後の活動予定＞ 

2月下旬 卒業記念品、新入生名札購入 

4月中旬 餞別購入 

4月頃 ベルマーク申請 

 

 

★委員会報告★ 

学年代表委員会 

＜活動報告＞ 

9/1 クリーン作戦中止 

10/27 クリーン作戦 準備・受付・除草作業 

10/30 学用品リサイクル 収集・譲渡 

 

＜今後の活動予定＞ 

1/21 学用品リサイクル活動 

1/25 もくせい会室定期清掃及びインクカートリッジ仕分け作業 

 

 

選考委員会 

＜今後の活動予定＞ 

11月上旬 「選出方法のお知らせ」「立候補・推薦のお願い」のお手紙案を作成 

11月中旬 お手紙配布 

 

 

子どものための行事委員会 

＜活動報告＞ 

毎週 1回 整備作業 

9/13 回収業者に連絡 

9/15 回収確認 

9/30～ 資源回収の手紙立案 

手紙作成に伴い、カゴへの貼り紙の許可申請、作成、貼り付け 

 

＜今後の活動予定＞ 

11/9 回収業者に連絡 

11/10 資源回収の手紙作成 

11/15 資源回収 
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  ・毎週 1 回整備作業。 

・手紙の作成 

・回収業者への連絡 

・市への申請 

 

広報委員会 

＜活動報告＞ 

6/27 修正箇所、写真データの追加ををアンジーへ依頼 

7/5 アンジーに最終データにて印刷を依頼 

7/6、7/15 広報誌配布のための振り分け準備をもくせい会室で行う 

7/16 もくせい 54 号発行 

  ホームページ関連活動 

  ・広報係の活動の様子、朝の立哨係、運動会の係の様子を取材 

 

＜今後の活動予定＞ 

  ・係活動の取材 

  ・新年度新着任の先生の撮影 

 

校外委員会 

＜活動報告＞ 

随時 朝の交通安全指導のアンケート用紙回収の実施 

7/15～21 夏の交通安全事故防止運動の実施 

（交通安全母の会のタスキを使用して朝の交通安全指導） 

7/15 夏の交通安全事故防止街頭キャンペーン中止 

8/28 緊急事態宣言発令により、９月の分散登校期間の朝の交通安全指導の時間変更の文面

作成 

8/31 さくら連絡網にて、９月の分散登校期間の朝の交通安全指導の時間変更について配信 

9/10 志木市交通安全母の会理事会中止 

9/21～30 秋の交通安全事故防止運動の実施 

（交通安全母の会のタスキを使用して朝の交通安全指導） 

10/21 防災フェスタ中止 

 

＜今後の活動予定＞ 

12月中旬 冬の交通安全事故防止運動 

1/21 登校班調査（新 1年生保護者説明会） 

４月中旬 春の交通安全事故防止運動 

＜館・幸町地区＞ 

・朝の交通安全指導終了後、立哨セットを職員玄関前から撤収 

・アンケート回収、集計 

・新１年生の登校班調査、班編成 

・転入、転出者の名簿作成および削除 

・次年度に向けて引継ぎ資料作成 
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★係報告★ 

研修会係 

＜活動報告＞ 

9/27 研修会のお知らせ配布 

 

＜今後の活動予定＞ 

12/1 学内研修会 

12～1月 

（日程未定） 

全体研修会 

オンラインで開催予定。YouTubeでの配信。 

1～２月 

（日程未定） 

地域保健委員会 

 

運動会係 

＜活動報告＞ 

10/7 担当の先生と打ち合わせ 

10/14 手紙作成 

10/20 印刷 

10/21 手紙配布 

10/29 前日準備 

 ・係登録者の取りまとめ 

 ・駐輪場ライン引き 

 ・駐輪禁止看板付け 

 ・校庭準備のお手伝い 

 ・体育館の椅子出し 

10/30 運動会当日 

・係登録者の取りまとめ 

 ・見回り 

 ・後片付けお手伝い 

 

＜今後の活動予定＞ 

11月中旬 アンケート回収、まとめ 

11月中旬 担当の先生と反省会 

 

☆地域 DE子ども見守り隊☆ 

＜活動報告＞ 

7月初旬 ふれあい 110番の家の継続意思確認活動 

9/2 第 2回事務局会議 中止 

10/9 第 3回事務局会議 zoomにて参加 

 

＜今後の活動予定＞ 

11/24 第 4回事務局会議 
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1/27 第 5回事務局会議 

 

☆もくせい会ホームページについて☆ 

＜活動報告＞ 

HP更新 

・第 1回本部役員会 

・第 1回運営委員会 

・立哨活動 

・広報誌作成 

・クリーン作戦 

・運動会前日準備 

・運動会当日の様子 

・運動会（学校行事） 

・資源回収についてのお願い 

 

★その他★ 

・バレーボール大会：来年度の実施については未定。 

現在市 P連バレーボール担当の宗岡小学校とバレーボール実行員会が中心となって協議

中。 

・広報誌講習会：来年度どのような形で実施ができるかを含め協議中 

・来年度健康チェックノート：現在外会長が作成中 

 

★今後の議事★ 

・PTA活動の今後について 

・来年度のクラス役員・係登録、委員会活動について（必要な人数や活動内容の検討） 

・夕方のパトロールの再会について（案） 

・本部役員全員を今後も兄弟役員免除の対象にするか 

・もくせい会ガイドブックの内容について（追記や訂正箇所の確認） 

・来年度以降のWEB担当者についての検討 

・市 P連管轄で情報共有が必要な内容について 

・スマホ撮影に関する保護者の認知について 

 

 

志木第四小学校もくせい会 

令和３年１１月吉日発行 


