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もくせい会 

第一回運営委員会報告 
令和元年５月２４日（金） 

もくせい会室 出席者 29名 

欠席者 1名 

会長より 

 日頃より、もくせい会活動にご協力いただきありがとうございます。また、それぞれご事情がある中、役員

を引き受けてくださりありがとうございます。今や両親ともに仕事をもつ家庭は多く、ＰＴＡ活動は煩わしく

思われがちです。しかし近年学校にも保護者や地域から求められる事案が多く、ＰＴＡはますます必要不可欠

なものになっています。まさに今、もくせい会活動を見直す時期ではないでしょうか。何かを変えるにはエネ

ルギーが要り大変かとは思いますが、今後のわたしたち保護者のため、子どもたちのためにご協力くださいま

すようお願いいたします。本年度の委員会回数は 3回です。来校回数が減った分、お互いの連絡を密に取り、

報告を怠らないようにしてください。よろしくお願いいたします。 

校長先生より  

 平成から令和へと大きく時代が変わった本年度、本校１３代校長として着任し２ヶ月が経ちました。この間、

大きな行事としてはつい先日６年生が修学旅行に出かけ、新緑の日光を満喫してまいりました。さすが６年生

と自信をもって言えるような修学の名に相応しい態度での２日間でしたので、きっと良い思い出づくりになっ

たことでしょう。今月末には５年生が２泊３日の宿泊学習に出かけます。３日間での大きな成長がとても楽し

みです。また今年は令和元年であるとともに、本校としてはコミュニティスクール元年でもあります。６月に

行われる第２回会議では、本校がコミュニティスクールとして目指す学校像や児童像について話し合う予定で

準備を進めております。開校から４０年の節目の年、今後本校が５０年１００年と歴史を重ねていくにあたり、

その道標となる大きな一歩の年になると思っております。もくせい会会員の皆様と手を取合って学校運営を進

めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。（６月１３日原稿拝受） 

 教頭先生より  

役員決めに当たっては何かと心配もありましたが、いざ始まってみると会長を中心に改革と進歩の年となる

のではないかとの期待を寄せております。時代の変化に合わせて残すべきところと変えていくべきところとが

あると思います。今年は令和への改元の年であるとともに、第四小学校が 40周年を迎える節目の年となりま

す。もくせい会が良い形で変化をとげていくのと同時に、学校としてもその助けとなれるよう、力を合わせて

頑張っていければと思っております。ちなみに今日は 40周年記念行事の航空撮影が行われます。これまでは

子どもたちの待ち時間が長かったため、今回初めてヘリコプターとドローンを使った撮影になるそうです。こ

のような様々な変化により、全体を良い方向に進めていければなと思います。 

河野先生より     

授業のため欠席 

会計報告 

＜収入＞ 

4/26 積立金より（40周年記念行事の為定期を解約） 800,477円 

5/23 もくせい会費（2,400円×337世帯） 808,800円 

 （2,200円×1世帯） 2,200円 

＜支出＞ 

5/11 市Ｐ連懇親会会費 30,000円 

5/13 バレーボール部バレーボール（5,150×2個） 10,300円 
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5/14 校旗 617,000円 

5/24 印刷機使用料 80,000円 

5/24 環境整備費 45,000円 

 

◎古紙回収報告（毎月１回館地区で実施） 

 ４月分 ５月分 

総重量 3,208kg   3,568kg 

収益金 13,960円 14,480円 

★活動報告★ 

本部役員会 

4/25 平成 31年度もくせい会総会 

5/11 第 1回「親と子の市内まるごとクリーン作戦」 

市 P連総会 

市 P連懇親会 

5/12 第 14回「地域DE子ども見守り隊」集い（総会） 

5/16 「家庭教育及び親の学習」説明会 

5/18 志木二中体育祭 

5/23 もくせい会会費集金 

5/24 第 1回本部委員会 

第 1回運営委員会 

学級代表委員会 

4/25 定期総会片付け・第 1回学級代表委員会 

5/11 第 1回「親と子の市内まるごとクリーン作戦」 

学年 親子レク 茶話会 

１年生 なし 7/2開催予定 

２年生  6/28（2クラス合同親子レク、茶話会） 

３年生 

3-1未定（検討中） 

3-2   なし 

3-3   なし 

 

    なし 

 

４年生 なし なし 

   5年生 なし なし 

   6年生 なし なし 

子どものための行事委員会 

5月初旬 月例古紙回収ポスター掲示 

5/10 第１回子どものための行事委員会 

・リサイクル関連印刷 

・ニュータウン中央管理センター、掲示許可印受理 

・芸術鑑賞教室内容の検討 

5/15 音楽鑑賞教室日程調整、演目選定（業者仮予約） 

・「プロシート・アーツ」11/5第一希望仮予約中 11/7,8空きあり見積書依頼中 

・「東京音楽鑑賞教室」11/8のみ空きあり 仮予約中 
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5/22 「アルミ缶回収についてのお願い」印刷・配付 

係登録者へ「アルミ缶係りの活動内容について」 

「アルミ缶回収 当番表」配付 

広報委員会

5/7～ 教職員紹介の記事用写真撮影、アンケート 

5/11 第 1回「親と子の市内まるごとクリーン作戦」取材 

5/13 令和元年度志木市立学校ＰＴＡ連合会広報講習会参加(於：宗岡小学校) 

5/15 コスモス会取材 

5/16 第１回広報委員会、校長先生への「木犀」タイトル題字の依頼 

5/17 新しい校旗の撮影・取材 

校外委員会

5/7 第１回校外委員会 

5/8 交通安全母の会理事会出席 

5/12 地域ＤＥこども見守り隊集い出席 

5/14 「館地区防犯パトロールのお知らせとお願い」 

「館地区（南 1）防犯パトロール日程表について」配付 

5/16 交通安全母の会総会出席 

バレーボール係 

4/26 バレーボール 2個発注（マエダスポーツ） 

5/9 電気代報告書を生涯学習課に提出 

5/10 開放委員会 

5/15 結団式出席・キャプテン、副キャプテンと打合せ 

読み聞かせ係 

5/14 「読み聞かせ係の活動について」印刷・配付（年 3回実施決定） 

運動会係 

5/10 志木第二中学校教頭に駐輪禁止看板掲示許可の依頼 

 

★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。 

【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 

5/24 第 2回学級代表委員会 

6/20 校内クリーン作戦準備・受付・お茶出し 

6/28 給食試食会の準備・受付・片付け 

【選考委員会】 

  来年度もくせい会役員選出に関する活動 
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【子どものための行事委員会】 

   月初旬 月例古紙回収ポスター掲示 

    9/12 第 2回子どものための行事委員会 

  11/5 芸術鑑賞教室（予定）、第 3回子どものための行事委員会、反省会 

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】 

年 3回のＰＴＡ広報誌発行・広報誌講習会参加 

北足立南部地区ＰＴＡ広報誌コンクール応募 

５月下旬 「広報誌への写真等掲示に関する承諾のお願い」作成・配付 

6/5    第 2回広報委員会 

7/10    第３回広報委員会 

7/16      No49木犀発行 

9/7    志木市立学校ＰＴＡ連合会バレーボール大会取材 

【校外委員会】 

 防犯パトロール（館地区） 旗振り当番（幸町地区）通年 

地域DE子ども見守り隊役員会議・集い 出席 

交通安全母の会 理事会 総会 出席 

交通安全母の会 夏・冬 交通安全啓発運動 

交通安全母の会 朝の交通安全指導 年 4回 

交通安全母の会 全国交通安全街頭キャンペーン 年 2回 

お達者訪問活動 

地域へのあいさつ回り 

朝のあいさつ運動 

※特記事項 交通安全母の会での朝霞警察署による立哨指導について 

志木市では子どもを誘導する際、横断歩道の中央に立って誘導することになっていますが、 

朝霞警察署の指導では、立哨位置はできるだけ道路の端に立つことになっています。警察官の 

ように道路の中央に立っての誘導は行わないようにとの指導がありました。 

【バレーボール係】 

 毎週水曜日練習 19：00～21：00 祝祭日お休み 

 6/22 市 P連親睦バレーボール大会担当者合同会議出席 

9/7  市Ｐ連親睦バレーボール大会 

奇数月 第 1金曜日 開放委員会出席 

【研修会係】 

10/16（水）全体研修会・11/6（水）学校保健委員会・12/10（火） 親の学習会 

【読み聞かせ係】 

学期ごとに 1回（年 3回）クラスごとに読み聞かせを実施 

1学期 7/1（月）・2学期 10/7（月）・3学期 1/20（月） 

【運動会係】 

9/20     運動会前日準備 
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9/21    第 40回秋季大運動会 

       もくせい会親の競技は棒引き 

【持久走大会係】 

  11/25  持久走大会前日コース清掃 

11/26    持久走大会 

【地域係】 

  12月に開催予定の地域DE子ども見守り隊『ふれあいコンサート』観覧・参加・他 

 

【地域 DE子ども見守り隊】 

「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） 

 R元年 9月、Ｒ2年 1月、4月 

  12/7（土）   『ふれあいコンサート』観覧・参加（於：二小） 

＊今年度四小は、見守り活動の担当です。  

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。 

もくせい会活動の確認事項について「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」 

第 1回本部役員会議案について※本部役員会議案参照 

①規約について 

 第 7章 本部役員の規約改正について提案されました。 

②「みんなでつくるもくせい会」について 

 人員見直し → 拍手多数により承認されました。 

③「志木第四小学校もくせい会個人情報取扱法」について 

 追加案 → 拍手多数により承認されました。 

★報告事項★ 

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。  



                                                F4 

- 6 - 

 

三行詩コンクールについて 

 近日、三行詩コンクールの応募用紙を配付させていただきました。これは日本 PTA主催の事業ですが、「家

族の会話やコミュニケーションから育まれるきずなや家庭のルール、基本的な生活習慣づくりなどの家庭教育

の大切さや命の大切さをテーマ」とした三行詩を募集するものです。6/18 が締め切りとなっていますので、

是非応募をお願いします。 

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。 

ベルマーク活動について 

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 105,852点です。 

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。 

活動報告書・USBの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 

10月 10日（木）11時 00分～（於：もくせい会室） 

1月 30日（木）13時 30分～（於：もくせい会室）   

代表者会  

  日にち：12月 18日（水）  

時 間：11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 

日にち：7月 2日（火）担当：1、4年のクラス役員 

12月 18日（水）担当：3、6年のクラス役員 

3月 19日（金）担当：2、5年クラス役員 

時 間：9時 30分～ （於：もくせい会室）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

志木第四小学校もくせい会 

令和元年 6月吉日発行 

＊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：6/5、6/13、6/20、6/27、7/5、7/11、7/18、9/4、9/12、9/19、9/26、 

10/3、10/10、10/17、10/24、11/7、11/21、12/6、12/11、12/19、 

1/17、1/22、1/30、2/6、2/13、2/20、2/25、3/5 

   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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※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。 

【追加案】 

第２４条 会長・副会長以外の本部役員および委員長を務めた人は、該当する子ども以外の兄弟姉妹について

の役員については免除とする。 

【改正・追加の目的】 

免除対象を拡大することにより積極的に役員立候補してもらうため。また年々困難になりつつある会長選出の

救済策とするため 

 

②「みんなでつくるもくせい会」について 

【人員見直し】 

 ・本部役員 庶務 ５名  地域 DE子どもみまもり隊およびWEB担当 

 ・広報 ７名（現８名） 

 ・子どものための行事委員 ７名（現８名） 

 ・校外委員 ７名（現６名） 

【見直しの目的】 

以前は働く保護者の救済職として「広報」「子どものための行事委員」の人員を多めに配置していた。しかし

昨今本部役員も仕事を持つ保護者が少なくなく「救済職」という名目は必要ないものと思われる。仕事をもつ

保護者の負担軽減のために庶務は本年同様５名としたい。また年々地域の安全性が問われ、個人情報の扱いも

敏感になってきている。そのため校外委員の活動も多く、人員増加が望まれる。 

 

③「志木第四小学校もくせい会個人情報取扱方法」について 

【追加案】 

・管理者、取扱者を明記 

（例 管理者→会長、取扱者→運営委員会構成員など） 

・秘密保持義務 

 管理者、取扱者は個人情報をみだりに他人に知らせ、また不当な目的のために使用してはならない。その職

を退いた後も同様とする 

・利用目的の明示 

 個人情報を取得する際はあらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に明示する。 

なお、要配慮個人情報などを収集する場合は、あらかじめ本人の同意を得る 

※現在は「要配慮個人情報については取り扱わない」 

・利用目的 

（現３項目に追加） 

委員選出及び役員候補者選出、その他もくせい会活動実施のため 

・本規則の改正は、運営委員会において実施する 
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【目的】 

２年前より改正個人情報保護法が施行され、もくせい会会員一人ひとりがルールを徹底することが求められて

いる。より詳細に規則を明記することにより、会員の意識向上を図る。また、これにより保護者も安心して情

報を提供しやすくなるものと考える。 


