
Ｆ４ 

- 1 - 

 

 
もくせい会 

第二回運営委員会報告 
令和元年 10月 10日（木） 

もくせい会室 出席者 27 日名 

欠席者 2名 

会長より 

今日はお忙しい中ご出席いただき、ありがとうございます。 

 先日は、台風が接近中という状況で運動会が危ぶまれましたが、無事に取り行われ、保護者の皆さまもほっ

とされたと思います。そして、今週末またもや台風が接近しています。他人事だとは思わず、できる限りの

対策をして気を付けてください。基本的なことですが、外においてあるものは中にしまう（意外と忘れがち

な物干し竿も）。飛散物による破損防止のためにガラスに飛散防止フィルムをはる、無ければ段ボールでも

代用できるそうです。室外機が壊れる恐れがあるので、エアコンは使わない方がいいそうです。また千葉の

例でいうと、車の燃料も今の間に給油しておいた方がいいようです。11/17 の防災フェスタ、12/7 のふ

れあいコンサートの防災ブースなど気軽に参加できるイベントもありますので、ぜひ活用してください。 

校長先生より  

 今週末にまた大きな台風が接近する予報ですので、気を付けてお過ごしください。あっという間に 1年の

半分が過ぎ、2学期の登校日数は残り48日となりました。来月には学校公開や40周年の記念行事もあり、

準備を進めています。四小は他校に比べておしゃれできれいなイメージがあります。40 年経ち古くはなり

ましたが、校内の掲示物の見せ方など子ども達と話をしながら工夫しています。 

さて学習への取り組みとして本を読ませてください。「主体的・対話的・深い学び」というのが新しい指

導要領にあります。学習への意欲、粘りある取り組みを重視していくために読書が大事になってくると考え

ています。それに先駆けた家庭学習の手引き、学力向上プランをホームページに載せますので、ぜひご覧頂

き参考にしてください。 

また今年度より、従来の学校評価のやり方を大きく変更いたしました。自己評価に関しまして１学期に中

間評価を行い、１２月末には本評価を行います。これは教員、地域の方々、児童、保護者を対象に調査をし

ます。ここにお集まりの皆さん（運営委員会参加者）に保護者代表としてご協力いただければと思います。

その内容を協議委員の方々に見ていただき、フィードバックさせたものを皆さんにお知らせいたします。 

教頭先生より    

日頃よりご協力頂きありがとうございます。先日の運動会は色々な心配事もありましたが、皆さま方のお

かげで無事に終えることができました。クリーン作戦では、朝早くからご協力頂きありがとうございます。

2学期の行事は陸上記録会、40周年記念行事、学校公開、社会科見学、持久走大会とまだまだ続きますが、

よろしくお願い致します。今月の学校だよりに一輪車寄贈のお願いの記事を載せたところ、早速 1台の寄付

がありました。ありがとうございます。引き続き募集しておりますので、よろしくお願い致します。 

河野先生より     

授業のため欠席 

1.会計報告 

＜収入＞ 

5/24 もくせい会会費（＠2,400×24世帯） 57,600円 

5/24 〃   （@2,200×5月転入 1世帯） 2,200円 
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5/28 〃   （@2,400×4世帯） 9,600円 

6/4 〃   （@2,400×2世帯） 4,800円 

6/13 古紙回収の収益金（6月分 3,009㎏） 14,170円 

7/10 市からの補助金 35,000円 

7/10 家庭教育学級費 16,000円 

7/11 古紙回収の収益金（7月分 2,797㎏） 13,480円 

8/14 古紙回収の収益金（8月分 2,741㎏） 12,620円 

9/12 古紙回収の収益金（9月分 2,648㎏） 13,200円 

9/19 元気のでるまちづくり活動報奨金 29,300円 

9/19 もくせい会会費（9月転入 1世帯） 1,400円 

9/19 もくせい会会費（9月転入 1世帯） 1,400円 

9/27 もくせい会会費（9月転入 1世帯） 1,400円 

 

＜支出＞ 

6/5 市 P連運営費負担金 12,000円 

6/5 市 P連バレーボール大会会費 3,000円 

  〃 全体研修会負担金 10,000円 

 県 P連会費(@50×（346＋21）) 18,350円 

  〃 負担金 ２,000円 

6/7 防災備蓄（こまちがゆ） 106,375円 

6/18 県 P連団体保険料 35,830円 

6/22 おやじクラブ総会・懇親会会費 8,000円 

6/22 志木地区バレ－ボ－ル交流試合負担金 3,000円 

7/8 広報誌印刷代 25,000円 

7/30 志木地区バレ－ボ－ル交流試合 飲み物代    3,391円 

 

◎古紙回収報告（毎月 1回館地区で実施） 

 6月分 7月分 8月分 9 月分 

総重量 3,009kg 2,797kg 2,741kg 2,648kg 

収益金 14,170円 13,480 円 12,620円 13,200円 

                                                                 

本部役員会報告 

＜活動報告＞ 

6/5 第 1回市 P 連会長副会長会議（於：志木小） 

6/5 「もくせい会ホームページについて」配付 

6/5 第 1回朝のあいさつ運動（5-2） 

6/13 第 2回朝のあいさつ運動（6-1） 

6/20 第 3回朝のあいさつ運動（5-1） 

6/20 第 1回クリーン作戦 

6/22 おやじクラブ総会及び懇親会出席 

6/27 第 4回朝のあいさつ運動（6-2） 
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6/28 給食試食会 

6/29 志木地区バレーボール交流会（於：志木市民体育館） 

7/5 志木市青少年育成推進員と PTA との懇談会出席（於：志木市市役所） 

7/5 第 5回朝のあいさつ運動（3-2） 

7/10 第 2回市 P 連会長副会長会議（於：志木小） 

7/11 学期末学級監査 

7/11 運動会打合せ 

7/11 第 6回朝のあいさつ運動（4-2） 

7/18 第 7回朝のあいさつ運動（3-1） 

7/26 南部地区人権教育実践報告会出席（於：鴻巣市文化センタークレアこうのす） 

8/29 第 2回本部役員会 

9/2 地域DE 子ども見守り隊「第 1回朝のあいさつ運動」 

9/4 第 8回朝のあいさつ運動（4-1） 

9/4 第 2回クリーン作戦 

9/7 市 P連親睦バレーボール大会（於：志木市民体育館） 

9/11 第 3回市 P 連会長副会長会議（於：志木小） 

9/12 第 9回朝のあいさつ運動（3-3） 

9/19 地域DE 子ども見守り隊隊長、副隊長事前打合せ及び懇親会出席 

9/19 第 10回朝のあいさつ運動（2-1） 

9/21 第 40回秋季大運動会 開会式出席 

9/26 第 11回朝のあいさつ運動（2-2） 

9/27 第 2回事務局会議（地域 DE） 

10/3 第 12回朝のあいさつ運動（1-1） 

10/3 放課後子どもクラブ運営事業委託選定委員会 

10/10 第 3回本部役員会、第 2回運営委員会 

10/10 第 13回朝のあいさつ運動（1-2） 

 

★委員会報告★ 

学級代表委員会 

＜活動報告＞ 

5/24 第 1回学級代表委員会 

6/20 第 1回クリーン作戦 準備・受付・お茶出し 

6/28 給食試食会 準備・受付・配膳 

6/28 2年生親子レク、茶話会 

7/2 もくせい会室定期清掃・インクカートリッジ仕分け作業 

7/2 1年生茶話会 

7/４ 第 2回クリーン作戦 準備・受付・お茶出し 

  ※クリーン作戦の活動内容、茶話会・親子レクの詳細については別紙参照 

 

 

 

宮地 千晴
テキストボックス
※９〜10ページ参照
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子どものための行事委員会

＜活動報告＞ 

5/24 「プロシード・アーツ」11/5仮予約中 見積書届く 

5/27 「東京音楽鑑賞協会」11/8仮予約中 見積書届く 

7/1２ 担当の先生に仮予約の報告 

8/1 担当の先生 埼玉県警音楽隊申込 結果→9月第１週目 

9/３ 40周年記念芸術鑑賞教室は埼玉県警音楽隊に決定 

9/10 担当の先生と当日の流れなどの打合せ 

9/12 第 2回子どものための行事委員会 

当日のスケジュール確認、役割分担、配布物確認と印刷 

来賓の招待状、幸町地区の回覧用手紙を印刷、教頭先生に配付を依頼 

6・7・8・9・10月月例古紙回収ポスター掲示 

広報委員会

＜活動報告＞ 

5/28 写真掲載承諾書の印刷、配付 先生方へのアンケート回収 

5/29 校長先生から題字の原稿回収 

6/5 第 2回広報委員会、承諾書回収 

6/22 印刷業者（アンジー）印刷入稿 

7/8 広報誌 49号完成品受取 

7/10 第 3回広報委員会、広報誌 49号の確認、次号に向けての取材担当決め 

7/16 広報誌を学校及び各部署へ配付、手配 

7/17 「木犀 ～みんなのしんぶん 49号」発行 

7/19 学校新聞コンクール広報誌提出→☆南部地区の広報コンクールで優秀賞を受賞 

8/24 森のまつり取材 

9/7 市 P連バレーボール大会取材 

9/18 第 4回広報委員会 

9/21 運動会取材 

  

校外委員会

＜活動報告＞ 

6/12 交通安全母の会『朝の交通安全指導』について」印刷・配付（立哨係登録者宛） 

6/12 「館地区（中 2・南 2・ガ・リ）防犯パトロール日程表について」印刷 

6/13 交通安全母の会理事会（於：市役所） 

7/3 幸町地区（久保A・久保 B・福住）「登校（下校）「旗振り当番表」印刷・配付 

7/16 「館地区（中 2・南 2・ガ・リ）防犯パトロール日程表について」配付 

7/16 交通安全母の会「朝の交通安全指導」実施 

7/23 交通安全母の会啓発活動（於：志木駅東口交番前） 

9/2 地域DE 子ども見守り隊「朝のあいさつ運動」実施 

9/12 第 2回交通安全母の会理事会（於：志木市役所） 

9/24 交通安全母の会「第 2回朝の交通安全指導」実施 

9/25 交通安全母の会「交通安全指導」（福住・城ケ丘・久保地区） 
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9/27 交通安全母の会「交通安全指導」（福住・城ケ丘・久保地区） 

10/7 「館地区（中 1・中 3）防犯パトロール日程表について」印刷・配付 

10/8 新入児就学時健診お手伝い 

★係報告★ 

会計

＜活動報告＞ 

7/16 給食試食会のアンケートを集計、提出 

バレーボール係

＜活動報告＞ 

5/12 ユニフォーム、備品の確認 

６/13 地区大会の飲み物代支払い 

６/22 担当者会議出席、試合参加費の支払い 

6/23 メンバー表の作成 

6/24 地区大会の荷物準備 

6/26 バレー部に荷物受け渡し 

6/28 電気代書類生涯学習課に提出 

7/5 開放委員会出席 

7/9 「市Ｐ連親睦バレーボール大会について」 

「市 P 連親睦バレーボール大会応援のお願い」印刷・配付 

7/11 学校施設利用団体 鍵の更新手続き 

7/30 市Ｐ連親睦バレーボール大会飲み物代の支払い 

8/6 電気代書類生涯学習課に提出 

8/29 市Ｐ連親睦バレーボール大会庶務打合せ、備品準備 

9/6 開放委員会出席 

9/7 市Ｐ連親睦バレーボール大会 

10/2 ユニフォーム回収 

     ♦大会結果♦ 

         B ブロック   優勝 

           第一試合  志木四小 対 宗岡小 （2-0）  

           第二試合  志木四小 対 志木二中 （2-１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆バレー部より 

白熱した市 P 連バレーボール大会でしたが、お陰様で昨年に続き優勝することができました。ひ

とえに、選手の皆さん、先生方、そして大会を支えていただいた役員さんはじめ皆様方の賜物であ

ると、感謝の気持ちで一杯です。また、当日は熱のこもった応援をいただき、試合中に何度も励ま

され、もくせい会バレー部の一員として精一杯プレーさせていただきましたこと、心より御礼申し

上げます。 

                           もくせい会バレー部主将 椚原文彦 

   

        

 もくせい会バレー部主将 和田・選手一同 
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研修会係

＜活動報告＞ 

6/28 「係活動のお知らせ」配付（係登録者宛） 

9/4 「志木市立学校 PTA連合会「全体研修会」へのご案内」配付 

10/7 「学校保健委員会のご案内」配付（係登録者宛） 

読み聞かせ係 

＜活動報告＞ 

7/1 第１回読み聞かせ実施 「読み聞かせ記録シート」配付 

7/19 「第１回読み聞かせ絵本リスト」メール配信（係登録者宛） 

10/7 第 2回読み聞かせ実施 「読み聞かせ記録シート」配付 

 

運動会係 

＜活動報告＞ 

7/11 教頭先生、本部役員と打合せ（40周年記念種目、進行について） 

7/24 駐輪禁止プラカード作成、景品（鉛筆）在庫確認 

9/2 担当の先生と打合せ 

9/5 「運動会に関するお知らせ」配付（係登録者宛） 

9/6 「第 40回運動会自転車の置き方」印刷、学校側に提出 

9/12 当日お手伝い向け説明書類配付 

9/20 運動会前日準備、雨天時対策打合せ 

9/21 第 40回秋季大運動会 終了後、片付け 

10/2 係アンケート回収、まとめ 

   ※運動会アンケート結果については別紙参照 

持久走係 

＜活動報告＞ 

6/3 担当の先生にコースの変更確認 

6/12 持久走大会引継ぎ内容確認 

7/10 持久走コース配置決め、持久走大会係担当一覧表確認 

 

☆地域DE子ども見守り隊より☆ 

 9月 2日（月）に地域の方に多数ご参加いただき、校門で朝のあいさつ運動を行いました。 

 

★議事★ 

 紅白幕購入について 

 県警音楽隊を招いての 40周年記念芸術鑑賞教室にふさわしく、破損の激しい紅白幕を一新し、華やかに

会場を装飾する。またこの紅白幕は 11月 2日の記念集会時や、その後の式典等でも使用していく。 

 →拍手多数により承認されました。 

令和 2年度もくせい会体制について 

 別紙参照 

→拍手多数により承認されました。 

 

宮地 千晴
テキストボックス
※最終ページ参照

宮地 千晴
テキストボックス
※11〜15ページ参照
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本部役員会議案 

第 7章 本部役員の規約改正について（別紙参照） 

→拍手多数により承認されました。 

一輪車購入について 

 損傷が激しく児童の安全面にも影響を及ぼすため、学校が寄贈を募る。 

もくせい会としてもポスター・チラシを作製、学用品リサイクル収集のお知らせに記載し寄贈の呼びかけ

をするなど協力する。 

また来年度予算で検討する案として、譲り合いサイトなどで安価で購入。 

 

★その他★ 

40周年記念集会について 

 令和元年 11 月 2日（土）13:50～15:15（※雨天 11月 5日） 

 場所 体育館及び運動場 

 ＜教頭先生より＞ 

運動会で中止になったバルーンリリースも行います。今回は親子ではなく、クラス単位で輪をつくり子ど

も同士で飛ばします。保護者の方々は近くで見守って頂きます。メッセージカードは改めて学校から配付、

保管の予定です。当日の詳細は手紙で確認してください。当日は、記念品のクリアファイルともくせい会

のマークが入ったおせんべいを配付します。また記念給食もあります。 

 

今年度運動会を振り返って 

・お弁当がなかったので、保護者の負担が少なく良かったが子どもたちにとっては物足りなかったのでは

ないか。 

・確実に晴れの場合はお弁当あり、天候があやしい時はなしとするのはどうか 

・今回のような早目の判断はとても助かる。 

・働いている方も多いが、運動会だけは仕事を休みお弁当を一緒に食べることを楽しみにしている家庭も

ある。 

・他校のように、子ども達だけ教室でお弁当を食べるのはどうか 

・晴れて暑くなった場合、帰宅時間が遅くなるのは心配。 

・今回のように短縮にする場合、片付けなどがある 6年生には軽食を持たせた方がよいのではないか。 

・開始時間を早め 12時半に終了できるようにしたらどうか。 

  

ふれあいコンサートについて 

12/7に第二小でふれあいコンサートを行います。今年は、防犯団体ステップ総合研究所による体験型安

全講習会を予定しています。またウィンズジュニアなどによるコンサート後には、チラシで作る紙皿の工作

教室やクイズコーナーを設けており、参加賞も用意しています。また、地域・三校有志合唱隊による合唱が

あります。飛び入り参加も可能ですので、ぜひ参加観覧にお越しください。 

 

ファンヒーターの使用について 

 試運転後の使用開始となりますので、12 月より使用してください。灯油は 1 階の給油庫にありますが、

給油する際は必ず職員室にその旨を伝えて給油庫の鍵を借りてください。安全のため、入れる量は満タンに

宮地 千晴
テキストボックス
※第1回運営委員会報告参照
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せず、使用後は必ず電源を切り、コンセントを抜いてください。節約を心掛けた使用のご協力をよろしくお

願い致します。 

 

今後の予定 

運営委員会 

日にち：1月 30日（木）時 間：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：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年のクラス役員 

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 10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 



クリーン作戦活動内容及び茶話会・親子レクについて 

 

★第 1回クリーン作戦 参加者２５名 

 昇降口横の花壇、ビオトープの周り、校庭の３か所に分かれて除草作業 

 

★第２回クリーン作戦 参加者２０名 

 へちま棚の除草作業や片付け 

 

★茶話会・親子レクについて 

 １年生が茶話会、２年生が学年合同親子レク・茶話会を開催 

 報告は以下のとおり 

 

１－１ 

２８名中１７名参加 

話した内容 ①自己紹介、②お母さんの出身地、③子どもの習い事 

パイプ椅子を円状に並べて座り、和やかな雰囲気で、最初は時間が短いとは思いました

が丁度良かったです。感想としては、１年生ということもあり、面識のない親同士が多

く、親と子どもの顔が結びつかないので、今後開催するのであれば親子で参加が良いと

思います。 

 

１－２ 

２７名中９人参加（うち３人はクラス役員） 

話した内容 ①自己紹介、②お母さんの出身地、③学校に対する疑問など 

パイプ椅子を円状に並べて座りました。人数は少なかったですが、親近感がわく距離感

で会話ができました。 

 

１－３ 

２７名中８名参加（うち３人はクラス役員） 

話した内容 ①自己紹介、②お母さんの出身地、③学校に対する疑問など 

パイプ椅子を円状に並べて座りました。人数は少なかったですが、親近感がわく距離感

で会話ができました。 

 

２年生 

２６名参加 

先生方主導による学年としての発表（ダンス・楽器演奏・詩の暗唱）が行われ、子ども

たちの現在進行形の学習の一場面を見学することができ良いひと時となりました。 

宮地 千晴
テキストボックス
学級代表委員　報告



一方、先生方との打合せが充分でなかったことを当日の気付きとして、また今後同じよ

うな企画をせれる場合の参考になればと思い下記にまとめました。 

 

・事前に企画終了時間及び下校時刻の確認をする→今回子ども達の演目時間と部屋を 

先生方が押さえて下さった時間＝開催時間の案内に相当なギャップがあり、子どもと一

緒に下校を予定されていた親の動き方に混乱を生じさせてしまいました。案内では１

４：３０～１５：３０となっていた為、時間の半分が発表会、その後に茶話会と思われ

ていた保護者多く、実際には１５分の発表だった為拍子抜けされた様子が伺えました。

また、幼稚園等のお迎えの時間に重なる保護者がいたり、茶話会に参加するにあたり子

どもを預ける手配や、小学生が通常下校で帰宅する際の自宅での迎え入れが困難である

という状況が予想され、落ち着いた形での茶話会開催とはなりませんでした。結果的に

は、子ども達と一緒に帰宅された方が大半でした。今回の事案から、子どもの下校時間

に重なる親子レクの企画に関しては、終了時間と子どもの安全な下校の確保の確認を行

うことが必須だと思いました。 

 

・事前準備で会場設営が必要な場合→場所や内容を先生方から簡単な見取り図（先生か

ら口頭で伝えられた舞台と役員が認識した舞台の場所が異なり、子ども達の入場後移動

する事態が発生し、時間のロスがあった為）で事前にお知らせ頂き、役員で共有し設営

を行い、子ども達がスムーズに発表に移れると良いなと思いました。 
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令和元年度 運動会係へのアンケート結果 

20 人提出（係人数 55人） 

 

運動会後のアンケート結果や運営委員会、代表者会議、本部、担当の先生との意見交換の

内容です。 

 

【前日準備、または当日片付けについて】 

（前日準備） 

・日差しが照りつける中、テント設営は予想以上に大変な作業でした。 

・ただお手伝いするというだけではなく、色々な方とコミュニケーションをとりながら楽

しくできました。 

・前日準備と当日片づけの分担が分かれていたので良かったです。 

・予定通り行えたのでよかったと思います。時間も早めに終わり、助かりました。 

・テントが少なかったせいかスムーズでした。 

・翌日の運動会当日の天候をふまえ、テントの数をあらかじめ縮小する等の判断が事前に

されていたのが良かったです。テントの組み立ても時間内に終わりスムーズな作業で良

かったです。 

・作業当日、天候により実施するかが決まるため（ぎりぎりの時間までわからないため）

少し不安がありました。 

・テント張り、ロープの設置を行いましたが、先生・上級生の保護者の方がしっかりと指

示して下さったのでスムーズに作業が出来たと思います。力仕事なので男性の方もいら

して助かりました。 

・今年度は、女性が多く男性の参加が少なかったが、テントの組み立て数が少なかったの

で、テント設営ができてよかった。 

・今年度はテントの数も少なく例年よりも少しは楽だったと思いますが、ペグ打ちなど力

がいる作業は、できればもっと男性の力をお借りしてできたらいいのではないかと感じ

ました（女性の力では少し厳しかったです）。 

・はじめてのことで分からないことばかりでしたが、先生方や他のお母様たちの的確な指

示によりスムーズにお手伝いすることができました。 

・作業後の冷たいお茶がありがたかったです。 

・軍手があって良かったです。 

 

（前日準備の作業指示について） 

・テント設営の数が少なかったのかもしれませんが（生徒側をたてなかったから）、集まっ

た人数もそれなりにいたので、もう少しお手伝いできることが他にもあれば、先生方の
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負担も減るように思いました。 

・テント設営のお手伝いをしましたが、教頭先生の的確な指示で早く終えることが出来ま

した。しかし、組み立てがわかる人がもっと多いとスムーズに進める事が出来ると思い

ます。 

・教頭先生の指示待ちの時がけっこうあった。もう少し他の方が指示を出せる様になると

スムーズに準備できるかと思いました。 

・（前日準備の）役割をもう少し決めたほうが、効率があがるのではないでしょうか。何を

すればよいのか？と、動けない時間が目立つ。 

・前日準備において、テントの設置をしましたが、教頭先生以外の教員は、どのようにし

たら良いのか等、テントについてわからないご様子でした。他の教職員の方もわかるよ

うにした方が良いと思います。 

・先生方で保護者作業前に事前に確認・点検してから作業するようにすると効率的になる

と感じる。 

・保護者に作業を手伝ってもらうのをあたりまえに感じている教職員が多いようだ。 

 

（駐輪禁止看板について） 

・駐輪禁止の札は、ちょうちょ結びに統一していただけると、もっと早く片づけられそう

です。 

・駐輪禁止の看板がしっかり結びすぎていて取り外すことができないものが複数あった。

たまたまはさみを持ち歩いている方がいて外すことができたが、来年は取り外し作業の

時にはさみを用意するか、取り外ししやすいようちょうちょ結びなどにして頂くよう前

日準備の方々に指示して欲しい。 

 

（当日片づけについて） 

・例年よりもテントが少なく、入退場門もシンプルになり、当日片づけも少し早くなった

ような気がしました。 

・当日の片づけは、5.、6 年生のお手伝いが素早く、とても助かった。 

・当日片づけ、短い時間で行えたため、子どもの下校前に帰ることができ、とても助かり

ました。 

・運動会の前日準備を２年つづけて行いました。天候により、テントの数は今年は少なく、

作業は短時間だったのですが、片づけの際、テントの種類別にまとめるひも等を色分け

するなどして保管すると良いと思う。 

 

【自転車整理について】 

・（前半 15分）駐輪場の場所をご案内すると、皆さんが心良く協力して下さいました。と

てもスムーズにできたと思います。 
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・後半 15 分間だったので、来場者も少なく特に問題はなかったです。 

・自転車を並べる白線が少し薄くなっており、わかりにくいかと思ったが皆さんちゃんと

置いて下さった。 

・ほとんどの人が大きな声であいさつも返して下さり、気持ち良く係をすることができた。 

・１台だけ来賓でないのに車で来た方がいたが、話をするとすぐに帰ってくれた。 

・東門、自転車を停める人もほぼいませんでした。 

 

【新入児競技】 

・競技係以外の方たちがたくさんサポートしてくださり、スムーズに行えたと思います。 

・本部役員の方々のおかげで、手順などがとても分かりやすく、スムーズに行えたと思い

ます。 

・受付締め切りをアナウンスしていただけるともっと案内がしやすいと思いました。今回

は一緒に入場したあとに「走りたいです」と言ってきた子がいました。 

・長なわを使って並ばせるというアイディアはとてもすばらしいと思いました。 

 

【もくせい会種目（今回延期になったバルーンリリース）について】 

・１１月を楽しみにしています。 

・１１月 2日の公開日を楽しみに待ちたいと思います。 

・今回雨予報とのことで中止となり（延期）残念でした。 

・運動会でできなかったのは残念ですが、次回行う日が楽しみです。 

・天候により、今回はできなかったが、後日に期待したいです。 

・（バルーン係）１１月、頑張ります。 

・バルーンリリースがなくなったので、バルーンリリースの係の方たちも何か分担しても

よかったのでは？ 

 

【運動会全体で気付いた点など】 

（プログラム変更・全体について） 

・天候に左右されたが、当日の天気だと半日ではなく、一日を通してできたようだった。 

・６年生にとっては、短縮プログラムは、物足りなさを感じたようだ。 

・プログラム後半、走り競技が続き、盛り上がりに欠けたようだった。 

・変更が多い中、とても良い運動会になったと思います。 

・雨予報でプログラムが変更になりましたが、充実した内容だったと思います。ありがと

うございました。 

・天候の関係で短縮になってしまいましたが、とても楽しい運動会だったと思います。 

・とてもよい運動会でした。ありがとうございました。 

・悪天候の中、時間が短縮されたりプログラムが変更になったりしましたが、スムーズに

宮地 千晴
テキストボックス
※11月2日のバルーンリリースお手伝いをしていただきます。

宮地 千晴
線
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進行されて良かったと思います。 

・今回短縮だったため、準備も少なく大変な事はとくになかった。 

・問題点はなかったと思います。手際よくすすめていただき、ありがとうございました。 

・今年度は悪天候が心配され、お弁当なしの短縮プログラムで残念でしたが、雨が降るこ

ともなく無事に開催・終了して安心しました。もくせい会の方々も大変だったと思いま

す。本当にお疲れ様でした。 

・もくせい会の方が指示して下さって、とてもわかりやすかったです。有り難うございま

した。 

 

（事前連絡について） 

・天候により、実施があやぶまれていたが、学校側のすみやかな判断のおかげで（弁当な

し、13時終了）滞りなく競技も進行できてよかったです。 

・当日のお天気が心配でしたが、前日の段階で時間短縮・弁当なしの連絡をいただけたの

でとても助かりました。 

・天候の関係でお弁当なしの運動会でしたが、親の負担が減ってよかったと思います。来

年度以降も天候が悪い予報の時は今年の様に早めに手紙でお知らせしてもらえるととて

も助かります。 

 

（お弁当なし・午前終了について） 

・家庭ごとにお弁当を食べる楽しみもあることはありますが、今は家庭環境もそれぞれな

ので、今回のようにお弁当なし、または児童は教室で（親は自由、家に戻るもよし）な

どに変えていくこともありなのかなと思います。熱中症・食中毒の心配もありますので。 

・短縮でちょうどよかった。来年からも天気に関係なく、お弁当なしで実施してほしい。 

・来年も、今年のようにできたらよいのではないかと思います。 

・個人的には、お弁当なし、13：00 終了のプログラムで充分に楽しめました（そのよう

な声が多かったです。先生と子どもたちは慌ただしいかもしれませんが…）。 

・テンポよく、スムーズに進んだ運動会だったので、来年度からも、お弁当を食べずに終

了する、変更プログラムでも良いのではないかと思いました。 

・保護者としては、お弁当作りがないのは、負担がなくよかった。 

・半日だけの運動会も、最近の暑さ対策としてもよかったのではないか？ 

・今年はお弁当もなく、13：30 終了だったので、会う人会う人皆大喜びしており、来年

からも同じように午前中で終了して欲しいと皆言っていた。学校が決めることなのでし

ょうがないことだが、是非来年からも午前中で終了して欲しい。お弁当がなくて残念が

る人も中にはいるかと思ったが皆無だった。今年はお陰で余力があり、荷物も少なく、

運動会をとても楽しめた。今年は奥さんの機嫌が良い、と言っている男性も沢山いた。

是非午前中終了を検討して欲しい。生徒の競技も削られていないし、だらだらしている
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のを見るのは毎年とてもつらかった。 

・（当日係は）前日の準備に出ないので仕方ないですが、お弁当を作って 8時 15 分集合は

ちょっときついかなと思いました。 

 

（その他に出た意見） 

・13 時終了、後片付けをすると１４時すぎてしまうので、高学年は、おにぎり等の軽食を

競技の間などに食べられるよう配慮が必要だった。 

・応援合戦が一番目だと、疲れる前だからかとても大きな声での応援となり、いつもより

素敵だと思いました。 

・保護者の撮影スペースが狭く感じました。もう少し広く取れたら良いと思いました。 

 

（本部役員が気づいた点など） 

・体育館横のトイレが混雑しがちだった。競技の合間に児童たちの待機列ができ、更に大

人も並んでいた。大人には職員トイレを利用してもらうよう声掛けと貼り紙を途中から

行ったが、職員トイレの場所を訊いてくる人がかなりいた。保健室横の出入り口に職員

トイレ案内の貼り紙があったが気づいて貰えていなかったようなので、来年度からは体

育館横トイレ付近に、職員トイレの案内掲示（大人向け）を行った方が良いかもしれな

い。 

 



志木四小もくせい会は令和２年度・令和３年度

会長２人体制になります（仮）

＼立候補したい方は本部役員まで／
ちょっと興味があるな、という方もお気軽にお問い合わせください。

会長は荷が重い…と感じている方、２人体制になる来年度が
チャンスかも！？副会長、本部役員も大募集！

もくせい会からの重要なお知らせ

※外会長に就任された方は令和３年度
　市P連会長も兼任していただく予定です。

○もくせい会総会、本部役員会、
　運営委員会に出席・統括
○学校行事出席、挨拶
○学期監査、学校行事打ち合わせ
○挨拶運動　　　

上記“A”部分の
活動を担います。

上記“B”部分の
活動を担います。

「やってみたいけど、仕事の休みが取れない…」「責任は全部会長が負うのでは？」など、

これまでいただいたギモンにお答えするFAQをHPにUPしました！ご参考になさってください。

現会長の活動内容

このように

なります

この中で出られる

ものだけ月に１、２度

くらいの頻度で出席

していました

○市P連総会、会長副会長会議、懇親会等出席
○市P連行事担当校の場合、企画、打ち合わせ
○地域DE子ども見守り隊総会、役員会議、
　事務局会議等に出席
○県P、南Pへの出向（※現在は顧問が担当）等

内
会長

外
会長連携

現会長

A B

※会長以外の本部役員の体制は変わりません。
こんな方が向いています こんな方が向いています

・集団の中で指揮を取れる方
・学校ともっと密に接したい方
・学校の運営に携わりたい方

・対外的な活動がしたい方
・社交的な方
・市や県、他校と交流したい方

文章を考えるのが得

意、体力仕事なら任せ

て！など、それぞれ

できる範囲で活躍中

お父さん大歓
迎！

他校のPTA会長
は

男性がほとんど
です。

パパ同士の交流
は楽しそう♪

今後の流れ　10～11月：立候補者募集→［立候補がない場合］12月：推薦→［会長／副会長未決の場合］1月：対象者くじ引き

声をかけづらいと思っていらっしゃる方は、もくせい会本部または会長宛にお子さん経由でお手紙を
持たせてくださっても結構です。また運営委員会は自由に傍聴できますのでお気軽にいらしてください。

★A部分は令和元年度、役員会や委員会の回数を減ら
　すなど活動内容を軽減しました！

Q.どうして２人体制になるの？

A.会長の活動は校内外多岐に渡り、仕事を持つ人は両立が困難な場合もあります。従来はそこに優先順位をつけ、できる範

　囲で活動していましたが、再来年度は志木四小は市P連事務局担当校です。これを機に、活動内容の増加が予想される来年

　度後半に向け２年間は会長を２人体制とし、それぞれの活動に専念できる体制にすることとしました。まずは来年度、従来

　の活動内容を二分化し、会長の負担軽減を目指します。




