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もくせい会 

第一回運営委員会報告 
令和２年８月２８日（金） 

もくせい会室 出席者 30 名 

欠席者 2 名 

会長より 

 本来でしたらもっと早い時期に運営委員会を行うのですが、今年はコロナの影響で色々大変です。もくせい

会も当初引き継いだ内容が全くうまくいかない状況で、皆様にもご迷惑をお掛けしたことがあると思います。

学校行事はほぼ行うということで、もくせい会に関してもすでに中止が決まっているものもありますが基本

的には行えるものは行いたいと思っております。今年度はイレギュラーなことが多いのに加え来年は市 P 連

の事務局をやりますので、そのことについても後でお話したいと思っております。また、今年は会長が二人に

なりました。もくせい会はあまり良いイメージが無いように思いますが、今後そのようなイメージを変えてい

けるように来年度以降の役員の数や係の数も減らし、内容も本当に必要なものを精査して負担を減らしてい

こうと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

 

校長先生より  

 今年は異例中の異例の年です。市内では市単位で行事をやるかやらないかを決めていますが、最近は各学

校の判断に移行してきています。基本的には子供たちのためにやれるものはやる、但しコロナの安全対策は

十分にとっていく、という形で行っていきたいと思っています。5 年生は 7 月の終わりに無事に野辺山に

行ってきました。できる内容はすべてやりましたし、何より子どもたちが「良かった！」「楽しかった！」と

言って戻ってきたので行って良かったなと思っています。運動会も市のほうでは半日開催にすること、保護

者は各家庭 2 名までに限定すること、時間についてもできるだけ短く切り上げることと練習時間を縮小す

る、という形で統一されています。団体競技はどうしても密接になるので極力密接を避ける形でできるだけ

昨年に近い感じで行えるように工夫しているところです。また、体育館はエアコン工事が終わり、とても良

い環境になりました。プールは老朽化のため、志木駅のコナミスポーツクラブのプールを使って専属のコー

チに教えてもらっています。5 グループくらいに分けて指導して頂いているので技術面は上がっています。

12 月までに順次各学年のプール指導を行う予定です。修学旅行についても当初は 1 学期の予定でしたが、

早々に延期の対応を取り 12 月に行けることになりました。それ以外の行事についても市で中止になってい

るもの（陸上競技会、市内音楽会）以外のものについては基本的にはもくせい会の協力を得ながら行ってい

きたいと思っていますのでご協力をお願いします。 

 

 教頭先生より  

 学校の方はしっかり対策をしながら通常通りにできるように動いています。その為には保護者の方々のご

理解とご協力が必要となりますので、よろしくお願いします。学校ではマスクをしっかりする、マスクを外し

ているときは大声で話をしない、何より手洗いをしっかりする、ということが少しずつ浸透してきていますの

で今後も出来る対策はしっかりやっていきたいと思っています。 

 

河野先生より     

授業のため欠席 
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会計報告 

＜収入＞ 

6/29 もくせい会費（2,400 円×376 世帯） 903,400 円 

 （1,000 円×1 世帯） 1,000 円 

7/3 元気の出るまちづくり活動報奨金 21,700 円 

7/10 市 P 連運営補助金 35,000 円 

   

＜支出＞ 

4/8 式典用看板 95,040 円 

4/19 総会要項印刷外注費 8,298 円 

5/11 餞別図書カード（3,000 円×3 名分） 9,000 円 

6/29 印刷機使用料 60,000 円 

6/29 環境整備費 65,000 円 

7/16 防災備蓄こまちがゆ（24 缶入×20） 111,974 円 

 

◎古紙回収報告（毎月１回館地区で実施） 

 ４月分 ５月分 6 月分 7 月分 8 月分 

総重量 2,961kg 2,718kg 1,558kg 2,047kg 2,255kg 

収益金 7,750 円 7,900 円 4,770 円 7,460 円 7,500 円 

 

 

★活動報告★ 

本部役員会 

5/29 令和二年度もくせい会総会 

6/10 市 P 連総会 

6/18 地域 DE 子ども見守り隊第一回事務局会議 

6/25 もくせい会会費集金 

6/29 第一回本部役員会 

7/8 市 P 連第二回会議 

7/22 学期末学級費監査 

8/9 会長副会長会議 

8/20 第一回朝のあいさつ運動（6-1） 

8/27 第二回朝のあいさつ運動（6-2） 

8/28 第二回本部役員会、第一回運営委員会 

学級代表委員会 

7/16 第一回学級代表委員会、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 

6/24 第一回子どものための行事委員会 

6/25 「アルミ缶回収についてのお願い」印刷・配付 

7 月～ 月例古紙回収ポスター掲示 

広報委員会

6/18 第一回広報委員会 
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6/22 校外委員会撮影取材 

6/24 子どものための行事委員会撮影取材 

6/25 写真記載書類の印刷・配布 

6/29 教職員アンケート回収・写真のデータ受け取り、本部役員撮影取材 

７/2 アンケート集計、表紙撮影 

7/16 学級代表委員会撮影取材 

7/17 スクールカウンセラー撮影取材 

7/20 広報誌校正依頼 

7/28 パトロール撮影取材 

校外委員会

6/22 第一回校外委員会 

6/30 地域へのあいさつ回り 

7/22 館地区防犯パトロール日程表の配布 

7/28 幸町地区（久保 A・久保 B・城ケ丘）登校時の交通安全旗振り当番表の配布 

バレーボール係 

6/23 第一回開放委員会 

8/26 練習開始 

地域 DE 子ども見守り隊 

6/18 第一回事務局会議 

 

★議事★  

令和元年度年間活動計画について 

【本部役員会】 

  もくせい会活動の全般に目を配り、学校と保護者のパイプ役となる。 

市 P 連、地域 DE 子ども見守り隊などの対外的な活動を行う。 

10/31 第三回本部役員会 

12/9 代表者会 

1/29 第四回本部役員会、第二回運営委員会 

3 月 第五回本部役員会 

【学級代表委員会】 

  学年担任の先生と会員間のパイプ役としての活動 

もくせい会と会員間のパイプ役としての活動 

もくせい会活動と総会の開催に協力 

給食試食会の運営に協力（今年は中止） 

今年度は茶話会及びレクレーションは中止 

クリーン作戦時のお茶出しは今後中止 

9/2 クリーン作戦受付 

10/31 学用品リサイクル回収 

【選考委員会】 

  来年度もくせい会役員選出に関する活動 

  今後は手紙に加えメールも活用していきたい 

  10 月から活動開始予定 
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【子どものための行事委員会】 

   今年度の芸術鑑賞会は中止 

古紙回収  古紙回収ポスターの掲示（館地区） 毎月  

アルミ缶回収  アルミ缶回収作業（係登録者） 毎月 1 回  

 

【広報委員会】 

8/31 広報誌受け取り 

9/7 一回目広報誌 No.52 発行 

3 学期 二回目広報誌発行 

【校外委員会】 

8/20～12/24 登校時の旗振り（久保 A:木曜日、久保 B:月木曜日、城ケ丘:月火木曜日） 

8/31 地域 DE 子ども見守り隊 朝のあいさつ運動 

9 月（日付未定） 館地区 朝の交通安全指導 

9/2～11/4 館地区 防犯パトロール（南２・ガ・リ・中２） 

11/6～12/21 館地区 防犯パトロール（中 1・中３） 

12 月（日付未定） 館地区 朝の交通安全指導 

【バレーボール係】 

   6 月  志木地区バレーボール交流試合 中止 

9 月  市 P 連親睦バレーボール大会 中止 

   9/3  第二回開放委員会 

3 カ月に一度開放委員会 

毎週水曜日練習 19：00～21：00 祝祭日お休み 

【研修会係】 

全体研修会・親の学習会は中止 

10/7 学内研修会 

12/16 学校保健委員会 

【読み聞かせ係】 

   1 学期は中止 

 2 学期と 3 学期については担当の先生の指示を仰ぎながら決定していく 

【運動会係】 

9/25     運動会前日準備 

9/26    第 41 回秋季大運動会  

【持久走大会係】 

11/17    持久走大会  

昨年までは前日にも清掃を行っていたが今年は当日の朝清掃を行う予定 

【地域 DE 子ども見守り隊】 

8/31 第一回朝のあいさつ運動 

9/1 第二回事務局会議、役員会議（書面） 

9/26 四小運動会パトロール協力 

10/8 第三回事務局会議 
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10/25 防災フェスタ→中止 

11/18 第四回事務局会議 

1/8 第二回朝のあいさつ運動 

3/4 第五回事務局会議 

3 月（未定） 講演会または研修会 

3 月（未定） 役員会議 

4/12 第三回朝のあいさつ運動 

5 月（未定） 二中体育祭パトロール協力 

5 月（未定） ニ小運動会パトロール協力 

5 月（未定） 第六回事務局会議（新旧） 

「地域 DE 子ども見守り隊」とは 

二中、二小、四小の三校が一つ、地域が一つということで、学校の関係者だけでなく、地域の方々と一緒に子

どもたちのために何が出来るかを考えていく団体です。保護者の方全員が隊員となっています。これからも一

緒に活動していただきますよう、ご協力よろしくお願いします。 

朝のあいさつ運動（年 3 回 7：50～8：20） 

 

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。 

 

来年度市 P 連事務局に関する規約改正について 

 ・事務局（事務局補佐、会計、書記）は役員扱い 

 ・事務局長は該当する子ども以外の兄弟姉妹の役員を免除、任務期間中の係活動も免除 

→賛成多数により承認されました  

 

校外委員会より 

 ・立哨の場所について 

   館地区通学路変更により中 3 集会所前の立哨（交通安全母の会）の中止。 

 ・幸町地区旗振りの場所について 

   城ケ丘は今まで通り、久保 C は水沢商店付近に場所を移動。 

   福住は交通指導員がいるので必要ないのではないか→城ケ丘の場所に変更 

来年度以降は旗振りの場所を二か所にし、回数を減らしていけるように検討。 

 ・館地区通学路変更に伴う旗振りの必要性について 

   パトロールだけで新たに旗振りは必要ない。 

   来年度以降はパトロール人数を 3 人以内にして年 1 回にしていけるように調整。 

 

子どものための行事委員会より 

 ・月例古紙回収ポスター掲示について 

   今年度の初めはコロナウイルスの影響でポスターの貼り替えを見合わせていた。 

   例年は月に一回、判子を押し貼り替えるという作業がある。 

   回収の日付を明記すれば貼り替えは年 3～4 回くらいに減らせるかどうかを検討。 

→町内会に確認の上、委員会及び代表者会で再検討   
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もくせい会ホームページの活用方法について 

  ペーパーレス化を目指し、たくさんの人に見てもらえ、もくせい会の活動をわかりやすく伝えられる 

様に現在リニューアル中。 

  広報誌の在り方についてホームページ活用も含め検討。 

 

もくせい会の確認事項「みんなでつくるもくせい会」参照                  

  Ｐ9「来校に関する注意」～「参考資料について」                     

  Ｐ9～10「印刷について」                               

  Ｐ10～11「個人情報について」～「土日・夜間の外部施設利用について」   

       

今後のもくせい会活動について(行事が中止になった場合の係活動について) 

  今年度はバレーボール大会、芸術鑑賞会、防災フェスタが中止となった。 

  今後中止になった行事の係については再振り分けはせずになしとする。 

  また、可能であれば今後は 1 家庭 1 係に統一していくことを検討中。 

 

 

★報告事項★ 

校内研修会について 

今年度は全体研修会が中止となったため、もくせい会主催の学内研修会を行います。 

日時：10/７ 10:00～11:30  

場所：四小体育館 

 

アルミ缶回収について   

もくせい会では、子どもたちが素晴らしい芸術作品に触れる機会である芸術鑑賞教室の資金源として、毎月

の館地区での資源回収と学校でのアルミ缶回収を行っております。昇降口右側に回収ボックスを設置します。

登校時にお子様に持たせていただくか、保護者の来校時にご持参ください。 

なお、アルミ缶は洗って、乾かし潰してから入れてください。 

                           

非常食の備蓄について    

もくせい会では万が一の非常時に備え、児童・教職員数×1 食分と予備分の非常食を備蓄しています。これ

は避難所が開設されなくても、学校の判断により自由に使用できる備蓄です。管理としましては年度ごとに入

れ替え、6 年生は卒業式で配付、在校生は修了式で配付し、持ち帰ったものは自宅で備蓄することができます。 

この取り組みにより、保護者の方々に安心感を持ってもらえることに加え、子どもたちの日頃の防災に対す

る意識向上を期待しています。 

                            

志木市社会教育活動指導者等賠償責任保険について   

もくせい会活動に従事中に思わぬ事故が発生し、責任者・指導者（もくせい会役員・役員名簿掲載者・四小

教職員）が責任を問われた時に、法律上の賠償責任を負うことによって被る損害（裁判費用等）を補填する保

険です。 

                  

ベルマークについて(Web ベルマークについて) 

エプソン・キヤノンのインクカートリッジの回収によるベルマークポイントは、現在 38,753 点です。 
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回収場所はニュータウンの各集会所（四小学区のみ）、学校昇降口の 7 か所となっていますので、ひき続きよ

ろしくお願いします。 

※Web ベルマーク 

 2013 年、東日本大震災後に全国で始まった新しい試みです。Web 上での買い物や、出張・旅行の予約な

どが志木四小や学校に通う子供たちの環境支援になります。ぜひご協力を宜しくお願いします。 

 

活動報告書・ＵＳＢバックアップについて   

各委員会、係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。書記で最終確認後、

返却しますので、各委員会、係のファイルに保管し翌年度への引き継ぎ資料としてください。 

 USB メモリ内に保存されている引き継ぎ用のデータに関しては、翌年度担当者へ引き継ぎ前にバックアッ

プを行います。臨時運営委員会開催時にいったん回収し、バックアップ終了後に返却します。 

 

 

★連絡事項★ 

今後の予定 

運営委員会  １/２９(金)  13 時 00 分～（於：もくせい会室）   

代表者会 １2/９(水)   10 時 00 分～（於：もくせい会室） 

もくせい会室の清掃とインクカートリッジの仕分け 

1 学期 7/16 実施  担当：1、4 年のクラス役員 

2 学期 12/９      担当：3、6 年のクラス役員 

3 学期 未定         担当：2、5 年クラス役員   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

志木第四小学校もくせい会 

令和二年 9 月吉日発行 

 

※添付資料 

本部役員会議案 

 

①規約について 

第７章 本部役員 

【改正案】 

第２３条 会長・副会長、市 P 連の事務局長を務めた人は、該当する子ども以外の兄弟姉妹の役員について

は免除とする。また任務期間中の係活動も免除とする。 

 

＊担当学年の学級代表委員は 

クラス役員に連絡をお願いします 

◆「四小朝のあいさつ運動」について◆（雨天決行） 

   日程：8/20、8/27、9/3、9/10、9/17、9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/28、 

11/5、11/12、11/26、12/2 

   時間：7：50～8：20（都合のよい時間だけで大丈夫です） 

   場所：四小 北門、東門（お子さんが登校する門でお願いします） 

    ＊できる限り参加をお願いします 
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