
M2

諄成 24年 度版保存資劉

別冊

みんなでつ<る

ア
ル
ミ
缶
は
、

学
校
で

リ
サ
イ
ク
ル

く持つ洗ア
だ つぶ つル
さてしてミ
い来て乾缶
°
てかかは

らし



M 2

平成24年 5月 吉日

もくせい会会員の皆様

志木第四小学校も<せ い会

会長  澁谷 和代

も<せ い会活動のお知らせ

爽やかな、風薫る5月 になりました。

新学期が始まりlヶ 月が過ぎました。新しいクラスにも慣れ、お子様は元気に学校へ通つてい

ることと思います。

さて、4月 の懇談会で皆様にご協力いただき、新役員 ・係登録が決定し、24年 度のも<せ い

会活動がいよいよ始まりました。

始動にあたり、年間を通じてのお知らせ 『別冊みんなでつくるも<せ い会』と役員 ・係登録の

名簿をまとめて配布いたします。

『みんなでつ<る も<せ い会』と共に、年度末まで大切に保管してください。

お知らせは、以下の項目となります。

1、 係活動の内容について        7、  インクカートリッジ回収

2、 環境整備              8、  埼玉県PTA連 合会

3、 学用品リサイクル                  PTA団 体保険

4、 アルミ缶 ・古紙回収         9、  保護者証について

5、 校外に関する活動協力       10、  自転車の置き方について

6、 地域DE子 ども見守り隊      11、  大地震時の対応について

※ご登録いただいた係の活動については、その都度担当者よりご連絡いたし表す。

また 「研修会」「バレーボール応援」は、その都度全会員に向けてお便りをお出しします。

係登録以外の方のご参加も大歓迎です。

皆様の多数のご参加をお待ちしています。

どうぞ、一年間よろしくお願いいたします。



係活動の内容について

係活動につきましては、下記の活動予定をご参照の上、ご参加くださいますようお願いいたします。

係名 人数 活動予定

ノヽレーボール

①選手

②当日手伝い ③応援

①5

②10

③41

◆志木地区交流試合、市P連 パレーボール大会、

③の活動は市P連バレーボール大会9/8(上 )

詳細については、後日幹事より連絡致します。

開催予定への参加.

です。

給食試食会 15 ◆実施日未定(1学 期)。 詳細は幹事より連絡いたします。

研1多会

(全体研修会 。その他の研修会)

40

◆志本市 P tt A連含会全体研修会 10/25(本 )開 催予定への参加。

*係 登録者全員。 詳細は決まり次第お知らせします。

都合がつかす欠席する場合は、lL4ず代理を立ててください。

◆その他の研修会   *1回 以上参力0してください。

「青少年健全育成地域の集い」11/7(水 )開 催予定への積極的な参加

をお願いします。 (今年度のみ)

※交通費がかかつた場合は、もくせい会会計に請求してください。

(電車 ・バスは実費。車は相乗りで300円 )

読み聞かせ
30

◆打ち合わせと当日参加。

詳細は幹事より連絡いたします。

運動会
30

◆9/29(土 )実 施予定。9/28(金 )に 準備 ・競技に関するお手伝いの

説明があります。詳細は幹事よりご連llaいたします。

持ス走大会
69

◆11/22(本 )実 施予定。前日にコース清掃。打ち合わせがあります。

詳細は幹事よりご連絡いたします。

校 外

28

◆通学路立0肖(登校時)

詳細は校外委員会よりご連絡いたします。

交通安全母の会
28

◆朝の交通安全指導

詳細は代表より連絡いたします。

地域 DE子 ども見守り隊
15

◆見守り隊に関するお手伝い

詳細は本部担当より連絡いたします。

(環境整備)
全員

◆学校主催の環境整備 6月 。9月 。11月

(市内クリーン作戦 ・終了)◆もくせい会主催の環境整備 5/12

その都度お便りが配布されます。

ご協力をお願いします。

月

アルミ缶
10

◆当番月のアルミ缶回収ボックス管理。回収アピール等.

◆回収量の確認、担当者へ連l16。

卒業対策
6

◆卒業対策全般。例年 11月 頃から始動。学級代表委員から31き継ぎノート

を受け取り、担任の先生と連絡を取つてください。

学習に係わるお手伝い ◆求めに応じて協力する。



除革作業 (学校主催6月 ・9月 ・

事前にお手紙を配布しますので、

担当 :本部役員会 / 学級代表委員会

11月 、もくせい会主催5月 ・1月 予定)は 全員対象です。

ご協力をお願いします。

開催時期 時間 作業

学校主催 (6月 ・9月 011月 ) 平日8時 30分 -9時 30分 除革・落ち業掃き等

もくせい会主催 (5月 ・1月 ) 5月 12日 土曜日 9時 ～

(上記は終了しました。)

1月 の日程は未定

5月 は市内クリーン作戦と同日

に通学路と学校周辺の清掃。

1月 は校内樹木の枝払い等.

用品リサイクリ 担当 :学級代表委員会

不要になつた学用品を収集し、必要とする人に配布する活動を行つています。

各クラスの学級代表委員が窓□となつて、随時受付をしています。

また、下記の通り収集 ・配布を行います。皆様のご協力があっての学用品リサイクルです。

どうぞ、ご利用 。ご協力をお願いします。

学校/At開日

6月 9日 (土曜日)

詳細は開催前に連絡します。

学用品全般の収集 ・配布の同時開催です。

三学期 入学児童説明会でリサイクル品を配布 します。

3月 6年 生を対象に、卒業で不要となる学用品を収集します。

リサイクル対象品

・メロディオン・リコーダー・防災頭巾 ・裁縫箱 ・絵の具セット・習宇セット
・体操着 (上・下)・水着 ・水泳帽 など。

*ラ ンドセルは在庫がありますので、収集は受け付けておりません。
*二 本線でも構いませんので、名前は消して<だ さい。

*衣 類はゼッケンを外し、洗濯してあるものをお願いします。分かるものはサイズのメモ書きを

付けてください。

*学 用品についても綺麗にして、すぐに使用できる状態でお願いします。
*収集させていただいた品物は返却不可とし、処分等については御一任<だ さい。



アルミ缶 ・ 担当 :子どものための行事委員会

学校にてアルミ缶の常時回収を行つています。

アルミ缶は収益率が高いため、芸術鑑賞教室の重要な資金源となつて

います。また、環境問題や資源の有効活用等で子ども達が関出を持つ

良い機会となりますので、ご協力をお願いします。

■ 回収場所 昇降□内  『アルミ缶回収 BOX』

■ 回収方法 登校時の児童による持参 (日中の保護者持参も可)

毎週本躍日は 「アルミ缶day」 (推進日)で す。

*回 収はアルミ缶のみです。スチール缶は回収していません。スチール缶を持参すると

分別して廃棄することになり、学校や係の方に迷惑をかけてしまいます。

缶の表示の確認をお願いします。(磁石に付かず、簡単につぶせるのがアルミ缶です)

*ア ルミ缶は洗つて水切りし、つぶした上で回収 BOXに 入れて<だ さい。

★アルミ缶の収益金 l kg=Ю 円   (新 聞は l kg=2円 、雑誌は l kg=1円 ) H2.5現 在

■ 回収時間

館地区にて古紙回収を行つています。在校生だけでなく地域の方長に

もご協力をいただき、アルミ缶回収と共に芸術鑑賞教室の資金源とな

っています。

(幸町地区では行つていません。アルミ缶回収のご協力をよろし<お

願いします)

毎月、各棟にポスターを掲示いたします。

第 2火 躍日  中央の森 14階 建てのみ

第2水 曜日  その他の中央の森 ・ガーデンプラザ

第 2本 曜日  南の森 ・リバーサイド志木 ・柳瀬川団地 ・館 1-5

回収日の朝9時 までに出してください。
(防犯、防災上、前日や深夜には出さないで<だ さい)

回収終了後、委託業者 (グリーンリバース)が ポスターを剥がした後は

出さないで<だ さい。

1階 エレベーターホール または、郵便受け前
(ガーデンプラザは、粗大ゴミ置き場横の三角コーす―)

新聞 ・チラシ (新聞用の袋に入れ、ひもで十字に縛る。テープ不可)

雑誌 0本 (ひもで十字に縛る。テープ不可)

アルミ缶 (洗つて水切りし、つぶす。スチール缶は不可)

ボロ布 ・衣類 (透明もしくは半透明の袋に入れ□を閉じる。)

上記以外 (ぬいぐるみ等)は 回収いたしません。

■ 回収場所

■ 回収するもの



に関する 担当 :校外委員会

道路事情により、館と幸町では、登校方法が異なります。それに合わせて、館 ・幸町それぞれ

の校外活動を行つています。校外委員会からのお知らせ (旗振り当番 ・防犯バトロール)は 、地

区の担当よりお知らせいたします。

館地区 夕方の防犯バ トロール

館地区の保護者により、館地区内をパ トロールし子どもの安全を見守る。

幸町地区 旗振り当番

幸町地区の保護者により、通学班の子どもの安全を見守る。

学校を体む場合は、連絡帳を近隣の友達に持つて行つてもらつてください。

■館地区は、通学班ではありませんが、学校指定の通学路で登下校します。

■幸町地区の方ヘ

*幸 町地区は、通学班登校(集団登校)を実施しています。居住地により、班を振り

分けられます。学校指定の通学コース(色別)で、登下校します。

①欠席の旨を記入した連絡帳をクリヤーケースに入れて、集合時間前に班長または

班員に手渡して<だ さい。

②緊急に、直接学校に電話で 「欠席届け」をした場合でも、必ず班長または班員に連絡

して<だ さい。班は、全員揃う迄出発しませんので、連絡がないと登校が遅れて

しまいます。

DE子 ども見守り 担当 :本部役員会

近隣三校 (二小、四小、三中)の学校 ・保護者 ・地域の方が一緒になつて、子どもたちの安全 ・

安′bのための活動をしています。

たとえば ・・・① 「ふれあい110番 の家」への連携

②登下校のパトロール

③ふれあいコンサート

④交通安全自転車教室 (23年度実施)

8曇琶需3了ミ3轟お
配布(防犯カード)]

地域の安全 ・防JEに向けての啓蒙活動を含め沢山の方のご厚意とご協力を得て活動しています。

※見守り隊のラミネートが付いている自転車の違法駐輪などをされますと、各学校

に連絡がいく場合がありますので、お気を付けください。

☆皆様も見守り隊の一員としてのご協力、よろしくお願いします。

5

入学時にお渡 し

しています。



ンクカートリッジ回 担当 :本部役員会 (庶務)

インクカートリッジの回収を行い、ベルマーク活動に参加しています。ベルマークがついてい

る他のものは回収していませんので、お気を付け<だ さい。

エプソンとキャノンのインク (トナー)カ ートリッジのみの収集です。

リサイクルインクも回収できますが、他社から販売されているものは回収できません。

ご家庭で使用されているインクカァトリッジは1個 5点 (ベルマーク換算 ・5円 )と して計算

されます。会社などで使用されている大型コピー機のトナーカートリッジは1個 50点 (ベルマ

ーク換算・50円 )です:不要な物として処分、またはリサイクルされているカートリッジです。

ご自宅でプリンターをお使いの方は、是非収集にご協力よろし<お 願い致します。お使いでない

方も周囲の方に声を掛けていただけると幸いです。

■ 収集場所    児童昇降□玄関 右側 (アルミ缶の収集場所付近)

※柳瀬川図書館・館地区通学区域の集会所にも箱を置かせて頂いています。

■ 収集方法    カートリッジからインクが漏れる事があるので、洋服などを汚す事のない

ようにビニール袋に入れてお子さんに持たせて<だ さい。

設置されたダンボールにそのまま入れて<だ さい。

玉県P ttA連 合会P tt A団体保 担当 :本部役員会 (会計)

この保険は、PTA活 動の際に負傷された場合、保険代理店の審査により保険金が支払われる

制度です。万が一保険の対象となつた時は、申し出て<だ さい。尚、保険金支給については保険

代理店の審査によります。

■対象者は①P tt A会員およびその学校に通学される児童 ・生徒の方

②P tt A会員の同居のご親族の方

③P ttA行事への参加が事前にP tt Aより認められている方

※学校から案内済みですが、学校管理下での怪我などについては、市の 「子ども医療費受給

資格証」を使用せずに支払いを済ませ、「日本スポーツ振興センター」の給付申請を行つて

<だ さい。

※学年レクなどでの児童の怪我が「日本スポーツ振興センター」の給付対象となつたものは、

本保険の対象にはなりません。

■申請はもくせい会本部 ・会計までお願いします。
(会計に連絡できない方は、クラスの学級代表委員を経由してください)



につい

保護者証はなるべ<校門手前から着用いただきますように、お願いします。

保護者証が無い場合、巡回バトロールの方が声をかけさせていただ<場 合があります。尚、お忘れ

の方は、ret員室玄関に 「来校証」の用意がございます。

転車の置き方につい

自転車での来校の際、体育館横に以下のようにとめていただきますようにお願いします。

※風の強い日など、置き方は臨機応変になります。巡回パ トロールの方の指示に従つて

置いて<だ さい。

※東門や駐車場への駐輪はご遠慮ください。

体育館

圃
圃
圃

圏
圏
國

校舎



対応につい

大きな地震 (震度5弱 以上/体感)が 起きた場合の学校の対応の仕方です。ご家庭でもお子様と

一緒に確認をお願いします。

■ 登校前

学校から電話連絡網、メール配信等での連絡があるまで、自宅待機となります。

■ 登下校中

①学校または自宅、どちらか近い方にお子様を向かわせて<だ さい。

ただし、自宅に保護者が不在の場合は、学校に向かわせて<だ さい。

②判断に迷う場合は、学校に向かうようにご指導ください。

■ 在校中

①震度5弱 以上 (危険な状況と判断される場合など)で 、引き取りとなります。

31き取りまでの間、お子様は学校で待機します。

②引き取り場所は、校庭または体育館になります。

からは可能な限リメール配信がありますが、電話連絡網は回りません。

■ その他

①いずれの場合も、震度5弱 以上はヨ|き取りになります。

②学校では大地震時の対応についてお子様に指導を行います。

③4月 に提出した児童調査票で 「災害時児童引き取り登録者名」に変更があつた場合は

担任の先生までご連絡をお願いします。

学校

①災害の状況に応じて、児童を避難さ

せています。

②メール配信をします。

◆メール配信できない状況もある

事をご了承<ださい。

留守がちな方は 「災害時児童引き取り登録者」

との連絡方法の確認をしてください。

保護者

①災害後30分 を目途に引き取取りに来

られるように、お願いします。

②ご自分の身の安全を第一に行動して<

ださい。

雷↓
31き取り

①担任に 「子どもを弓|き取りに来

た。」事を伝えて<だ さい。

②兄弟のいる方は、低学年から子ど

もを引き取つて<だ さい。

◆学校では、ヨ|き取られるまで、可

能な限り保護しています。


