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もくせい会 

第一回運営委員会報告 
令和 3年６月２４日（木） 

もくせい会室 出席者２５名 

欠席者 １名 

傍聴者 0名 

 

校長先生より  

 まん延防止等重点措置の対象地域外になったことを受け、また、これまで授業の様子をご覧いただくこと

ができなかったという経緯を踏まえ、7月に予定していた懇談会を授業参観に変更することといたしまし

た。感染防止策として、1つの学級を 3つのグループに分け、グループごとに時間を決めて参観いただく予

定です。今年度ももくせい会と学校で力を合わせて教育活動を進めていきたいと思いますので、宜しくお願

いします。 

 

 教頭先生より  

 コロナ対策を十分にとりながら、修学旅行、宿泊学習等、可能な範囲で教育活動を進めております。また、

ホームページではほぼ毎日児童の様子を配信していますので、是非ご覧いただければと思います。 

 

 

会計報告 

＜収入＞ 

5/24 もくせい会費（2,400円×380世帯） 912,000円 

＜支出＞ 

4/13 子どものための行事委員会 楽器購入 493,372円 

4/20 事務費 3,550円 

 餞別Quoカード（3,000円×6名分） 18,198円 

5/12 印刷機使用料 60,000円 

 環境整備費 65,000円 

 市 P連運営費 12,000円 

 市 P連研修会費 10,000円 

 事務費 5,381円 

6/18 地域DE 子ども見守り隊 支援金 10,000円 

 

◎アルミ缶・牛乳パック回収報告 

 ４月分 ５月分 

収益金 625円 1,771円 
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★議事★ 

令和 3年度活動報告 

【本部委員会】 

4/27 臨時運営委員会、もくせい会定期総会 

4/30 ｢クラス役員・係登録について｣各家庭に配布 

5/13 ｢もくせい会費集金のお知らせ｣配布 

5/21 ｢学用品リサイクルについて｣配布 

5/24 もくせい会費集金 

5/27 親の学習説明会参加→今年度中止 

6/9 市 P連会議出席 

6/10 防災フェスタ第 1回会議 

6/15 インクカートリッジ回収協力のお礼状を各集会所へ配布 

随時 もくせい会ホームページ更新 

 

【学年代表委員会】 

6/1～4 学用品リサイクル 収集 

6/24 第 1回学年代表委員会 

 もくせい会室定期清掃、インクカートリッジ仕分け作業 

 

【子どものための行事委員会】 

5/7 第 1回子どものための行事委員会 

・担当、当番決め 

・｢資源回収についてのお願い｣立案 

5月中旬 ｢資源回収のお願い｣作成 

5/28 「資源回収のお願い」印刷、配付 

6/18 株式会社紙商興産へ回収依頼の連絡 

6/21 業者による資源回収実施を確認 

毎週 アルミ缶、牛乳パック回収量把握と整備 

 

【広報委員会】

4/24 教員へのアンケート用紙配布 

5/7 子どものための行事委員会撮影 

5/14 教員へのアンケート回収 

5/18～5/26 不足分の写真撮影 

5/30 業者へデータ送付 

5/31 校正用データ出来上がり 

6/7 校正用紙提出 

6/18 学校校正用紙回収 

6/24 本部役員、会長 2人の写真撮影 

 

【校外委員会】 

5/18 第 1回校外委員会（立哨係日程決定） 
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5/18 地域への挨拶回り 

5/21 交通安全母の会 役員名簿を市役所へ提出 

5/30 交通安全母の会 定期総会（書面決議） 

5/31 通学路に関する危険箇所のアンケート結果配布 

6/4 立哨当番表の配布 

 

【地域 DE子ども見守り隊】 

5/30 令和 2年度第 7回事務局会議（新旧引継ぎ） 

6/17 令和 3年度第 1回事務局会議 

6/18 パトロールステッカー配布 

 

【もくせい会ホームページについて】（事前提出資料より） 

4/28更新 令和 3年度定期総会 

4/30更新 臨時会議（2/25）議事録 

保護者の皆様へお願い 

5/14更新 会長挨拶 

北足立地区南部地区 PTA連絡協議会 一時休会のお知らせ 

 

 [ホームページアクセス] 

  訪問者（4/1～6/18）：324人（うち９割がスマホでの閲覧） 

 

   アクセスの多いページ   ※（）内は閲覧回数 

    ・トップページ（531） 

    ・みなさまへのお知らせ（134） 

    ・役員、係紹介（137） 

    ・もくせい会の活動報告（113） 

 

令和３年度年間活動計画 

【本部役員会】 

  地域DE 子ども見守り隊事務局会議出席 

防災フェスタへ向けた準備 

ホームページ更新作業 随時 

学校給食テトラパック数集計(ベルマーク運動) 

7/14 市 P連会議出席 

9/1 クリーン作戦 

9/24・25 運動会係活動 

10/23 防災フェスタ 

10/27 クリーン作戦 

10/30 第 2回本部役員会 

1/25 代表者会、第 2回運営委員会 

3月（日程未定） 第 3回本部役員会 

4月（日程未定） 臨時運営委員会、もくせい会定期総会 
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【学年代表委員会】 

  今年度の給食試食会は中止 

9/1 クリーン作戦受付 

10/27 クリーン作戦受付 

10/30 学用品リサイクル活動 

1/21 学用品リサイクル活動 

1/25 もくせい会室定期清掃、インクカートリッジ仕分け作業 

3月（日程未定） 学用品リサイクル活動 

4月（日程未定） クラス役員選出・係登録のお知らせ配布、選定 

4月（日程未定） もくせい会室定期清掃、インクカートリッジ仕分け作業 

 

【選考委員会】 

  来年度のもくせい会会長・副会長選出に関する活動 

  10月頃から活動開始予定 

 

【子どものための行事委員会】 

   今年度の音楽鑑賞教室および芸術鑑賞教室は中止 

4月 地域リサイクル活動計画書 作成 

志木市元気のまちづくり活動の年間活動計画書 作成 

上記 2文書を市役所の市民活動推進課へ提出 

毎月 資源回収のお願い 作成・配布 

毎月 2回 アルミ缶、牛乳パック回収量把握と整備 

都度 一定量回収後、資源回収業者に連絡 

 

【広報委員会】 

  仕分け作業を実施後、7/16に広報誌発行 

  子どもの行事やもくせい会活動のホームページ掲載を検討。 

 

【校外委員会】 

7/1～ 登校班見守り 

7/15～24 交通安全母の会 夏の活動（内容は未定） 

10/23 防災フェスタ 

   朝の立哨のアンケート回収・集計 

   新 1年生の班編成 

 

【バレーボール係】 

  今年度の大会は中止 

来年度の大会運営について検討中 

これまで大会は市 P 連の運営であったが、今後は実行委員を立ち上げて運営予定 
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【研修会係】 

今年度の親の学習会は中止 

日程未定 全体研修会（オンラインでの実施） 

日程未定 学校保健委員会 

日程未定 学内研修会 

 

【運動会係】 

6月 担当の先生と顔合わせ 

9月上旬 担当の先生と打ち合わせ 

・作業内容の確認 

・保護者のお手伝いについて 

未就学児競技の参加景品の在庫確認、準備 

進行表、係割り振り表の作成 

9月中旬 ｢運動会のお知らせ｣等、係登録者へ配布 

｢自転車の置き方｣保護者へ配布 

9/24 前日準備 

9/25 運動会 

10月上旬 アンケート回収 

10月中旬 反省会 

 

【地域 DE子ども見守り隊】 

例年 7月の敷島神社のお祭りは中止 

8/30 朝のあいさつ運動 

※まん延防止措置・緊急事態宣言中は中止 

9/2 第 2回事務局会議 

10/7 第 3回事務局会議 

10/22 防災フェスタ前日準備 

10/23 防災フェスタ 

11/24 第 4回事務局会議 

1/11 朝のあいさつ運動 

1/27 第 5回事務局会議 

3/3 第 6回事務局会議 

4/14 朝のあいさつ運動 

5月（未定） 第 7回事務局会議（新旧） 

 

以上、もくせい会全体の年間活動計画は承認されました。 

日程等確定していないことが多いため、追加・変更の可能性があります。 
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★報告事項★ 

アルミ缶回収について   

4月から回収業者が変更となっています。アルミ缶・牛乳パックの収益金は、もくせい会の運営費用となっ

ていますので、ご協力お願いします。 

                           

非常食の備蓄について    

もくせい会ではこれまで毎年｢こまちがゆ｣を購入していましたが、支出額も考慮し、保存期限が長い食品へ

の変更を検討中です（毎年入学年次分を購入し、卒業時に配布するなど）。 

                            

活動報告書・USBバックアップについて   

 各委員会で作成した活動報告書は運営委員会後に担当役員まで提出してください。また、活動報告書等作

成時は、USB上で作業や上書き保存をせず、一度 PCに落としての作業をお願いします。 

                  

もくせい会の確認事項 

もくせい会ホームページ｢もくせい会ガイドブック｣7～9ページを各自確認お願いします。 

 

もくせい会配布のお手紙について 

現在もくせい会からのお手紙配布時に、家庭数配布か児童数配布かのメモを貼付し、棚に配置していま

す。最近学校から配布されるお手紙には｢家庭数配布｣｢児童数配布｣と記載されているため、もくせい会でも

同様に記載し、メモは不要とする運用としますので、宜しくお願いします。 

 

 

★連絡事項★ 

今後の予定 

代表者会 １/25(火) もくせい会室掃除終了後(9：30頃)～ 

第 2回運営委員会 １/25(火) 10時 30分～ 

臨時運営委員会・もくせい会定期総会 4月 日程未定 

        

もくせい会室清掃・インクカートリッジの仕分け 

1学期 6/24実施  担当：3、6年生 

3学期 1/25      担当：2、5年生 

来年度 4月未定   担当：1、4年生   

 

 

志木第四小学校もくせい会 

令和３年 6月吉日発行 

＊担当学年の学年代表委員は 

クラス役員に連絡をお願いします 


