
MMまなびや通信
～みなとみらい本町小学校ＰＴＡ常任委員会だより～

令和3年7月10日
みなとみらい本町小学校
ＰＴＡ会長 山元 友紀子
ＰＴＡ本部役員一同

2021年度ＰＴＡ年度初め総会も皆様にご承認頂きまして、清々しく今年度を始めることができています。
ありがとうございました。
新年度が始まって3ヶ月が経ちました。緊張気味だった入学式の姿はどこへやら～1年生のみんなはとっ
ても元気に小学校での生活を楽しんでいるようです！また、各学年、フレッシュな気持ちで新学年を迎えて
明るく楽しく学校生活を送っているように見受けられます。まだまだ油断は出来ませんが、子どもたちが元
気に小学校生活を送っている姿を見ると、すぐに明るい未来がやって来るような気になります。気を引き
締めて、コロナ収束まで頑張りましょう。
みなとみらい本町小学校のＰＴＡは、昨年来のコロナ禍でも「子どもたちの安全・安心」を第一に、活動
をしています。活動に制限はあるものの、オンラインをうまく利用して運営ができていると思います。ＰＴＡ
の活動を少しでも知って頂ければと思いまして、これまでのＰＴＡの活動を皆様にご報告致します。
この「ＭＭまなびや通信」をご覧頂きまして、保護者の皆様には、ＰＴＡ活動を知って頂き、
学校と保護者の繋がり、保護者同士の繋がりを強くしていって頂ければと思います。

令和3年度ＰＴＡ役員

副会長 三瓶 麻衣子（3年）
今年度ＰＴＡの役員を務め
させていただくことになりま
した。保護者の皆さまと協力
しながら、楽しく活動できれ
ばと思っています。一年間、
どうぞよろしくお願いします。

監査 丸山亮子（5年）
昨年度に引き続き、今年度もＰＴＡ役員を務め
させていただくことになりました。皆さんと一緒に
１年間頑張っていきたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

監査 青木彩花（2年、6年）
今年度、ＰＴＡの役員を務めさせていただくことに
なりました。初めての役員のため、わからないことだ
らけですが、皆さんと一緒に１年間頑張っていきた
いと思います。どうぞよろしくお願い致します。

会計 石井好美（2年）
今年度からＰＴＡに参加させ
ていただきました。まだまだ
業務に慣れませんが、頑張り
たいと思います。一年間よろ
しくお願いします。

会計 田家 マユミ（4年）
初めての会計担当でわ
からないことばかりですが、
皆さんの協力を得ながら
楽しく活動したいと思って
います。一年間どうぞよろ
しくお願い致します。

副会長 外池 珠理（2年）
今年度ＰＴＡ役員を務めさせていただくことになりました。
保護者の方に身近に感じられるＰＴＡ活動をしていけたら
と思っています。どうぞ、よろしくお願いいたします。

会長 山元 友紀子（4年）
昨年度に引き続き、今年度もＰＴＡ会長を務めさ
せて頂きます。保護者の皆様に学校を身近に感じ
て頂けるよう、明るく楽しくＰＴＡ活動をしていきま
す。今年度もどうぞよろしくお願い致します。

書記 川瀬 晴美（１年、3年）
初めてのＰＴＡ役員で、力不
足かと思いますが、みなさん
と一緒によりよい学校生活
が送れるよう頑張っていきた
いと思いますので、どうぞよ
ろしくお願いします。

マスク！アルコール消毒！ソーシャルディスタンス！感染予防をしながら活動しています。



通学路を歩いて登下校

守ろう通学の基本

～ご家庭でお話ししてみませんか～家族で確認！

■通学路を徒歩で登下校すること。
通学路には子どもたちを見守る保護者の目、地域の目があります。
何かトラブルがあった時に迅速に対応できます。
■登校時間の確認。
登校時間が遅くなると通勤される方々の人数、交通量、工事車両が増えます。人や車が増
えれば、子どもたちが登校しにくくなり危険も増します。交差点で大人に紛れると子どもの姿
は車を運転される方から確認しにくくなります。
■交通ルールを守ること。横断歩道の渡り方。
“歩道を歩く、赤信号では横断歩道を渡らない。“大人には当たり前の事でも子どもたちに
とってはどうでしょう？基本的なところをもう一度確認して、トラブルを回避しましょう。

子どもたちの
安全のために

ごあいさつしてくれると
うれしいな♪

みんなが安全に登校
できるように
見守っているよ！

いつもありがとうございます！ 保護者の皆様のご協力による登校時地点立ち活動

ＰＴＡ本部

5月より、北仲・ミッドスクエア方面通学路、
すずかけ通り西交差点の横断ルートを再検
討していましたが、正規ルートとして決定致し
ました。交差点の見守りには普段よりご協力
頂いている保護者の皆様、子ども安全委員
会の皆様、ＳＰの皆様による4人体制の地点
立ちが実現致しました。ご協力ありがとうござ
います。今後も地域の状況により安全な通学
路の検討をしていきます。子どもたちが安全
に登下校できます様、引き続きご理解とご協
力をお願いいたします。

「いってきます！」は、
“今から出かけて、そして帰ってきます”

「いってらっしゃい！」は、
“行って、無事に戻ってきてください”の
お約束の言葉

先日、他県ではありますが児童を巻き込む痛ましい事
故のニュースがありました。一保護者としてとても悲し
い気持ちになりました。今回のことを教訓に「あの時、
ああしておけば良かった…」とならないように、普段よ
り保護者の皆様と共に、子どもたちの安全について考
えていきたいと思っております。
学校では、日頃より登下校の安全に関して子どもたち
にご指導頂いておりますが、子どもたちの登下校の見
守りは保護者の役目と意識して、学校、地域と力を合
わせて安心安全に子どもたちが通学できるように努力
して参ります。通学路、地域のことで気になることがご
ざいましたら、ご連絡下さい。
ＰＴＡ本部✉mmhoncho.pta@gmail.com



子ども安全委員会

通学路の安全を推進していきます

・通学路の危険性を見つけ、改善を働きかけます。
・子どもたちが日々安全に通学できるようにします。
・子どもたちの避難場所を確保します。
・子どもたちが通学路を理解し、

安全に通学できるようにします。

副委員長 佐藤 富紀子（4年）
《スクールゾーン対策担当》

初めての参加ですが、スクー
ルゾーンメンバーや委員会の
皆さんと楽しく活動しています。
挨拶や声掛けなどで、子ども
たちとも身近な活動が出来で
嬉しいです！
安全に通学してもらえるよう、
取り組んでいきます😊

副委員長 宝蔵寺 洋子（5年）
《地点立ち：

子ども見守り活動担当》

最初はわからない事も沢山有
りましたが、子ども安全委員会
のメンバーの皆さんやＰＴＡ役
員の方々にサポートいただきな
がら、ワイガヤで活動していま
す。子どもの学年以外の知り合
いが増えるので楽しいです😊

委員長 高橋 麻諭子（3年）
《子ども110番の家担当》

昨年９月から皆様にご協力い
ただきながら安全活動を行って
います。委員全員が活動できる
ように心掛けています。集まる
機会をなるべく少なくし、メール
などで情報共有をしています。

［ご報告］
「スクールゾーン対策協議会アンケート」にご協力下さりありがとうございました。今年もスクールゾー
ン対策協議会は書面での開催となりました。
子ども安全委員会では、保護者の皆様にご回答いただきましたアンケート結果をもとに、学校、ＰＴＡと
相談の上、関係各所に危険箇所の改善や修繕対応などの要望書を提出しております。引き続き、通学路
の安全、改善に向けて取り組んでまいります。

選考委員会

ＰＴＡ及び教育奨励会の役員選出のための選考委員会は、
役員選出の中立公平性を保つために必要な委員会です。
《活動内容》
来期のＰＴＡ役員・教育奨励会役員の選考活動
《活動期間》
10月頃～2月頃

９月には選考委員会委員募集を致します。
短期間ではありますが必要な活動ですので、

是非ご協力をお願い致します。

PTA
教育奨励会



今年度より始動の環境委員会には、17人の皆さんが集まって下さいまし
た！
子どもたちによりよい環境で過ごしてほしいと思う優しさいっぱいの委員会
です。

《活動内容》
●大掃除・カーテン洗濯のとりまとめ
●子どもたちを取り巻く環境の見守り
●防災ヘルメット、災害時要備蓄食料の管理 など

2020年度の「緊急事態対策プロジェクト」は、
コロナ禍においてＰＴＡ活動を制限される中、子どもたちをどう守っていくかというテーマ
で活動致しました。活動内容は「こども安全委員会」「環境委員会」に引き継がれていま
す。
《活動内容》
・緊急時連絡コミュニケーション（マンションLINEグループ）の作成。学校と保護者も勿
論ですが、保護者同士のコミュニケーションを強固なものとするため、情報の共有ができ
るようにしました。緊急時の連絡として活用。現時点では、不審者情報や子ども安全委員
会からのお知らせなどで活用しています。（マンションＬＩＮＥグループには、いつでも入れ
ます。お問い合わせ下さい。）
・一般的には災害時の避難場所として認識されている小学校ですが、みなとみらい本町
小学校は避難場所にはされていないため、災害時に必要とされるものの備えはありませ
んでした。緊急事態対策プロジェクトでは様々な場面を想定して、児童が学校に居るとき
に災害に遭遇してしまった時のために、400人/1日分の備蓄食料を用意しました。今年
度は450人/1日追加で、緊急事態対策プロジェクトより管理を引き継いだ環境委員会で
対応していきます。※備蓄食料は事業援助費での購入品にて紹介

環境委員会

環境委員会 委員長
川瀬 茂記（1年）

今年度、環境委員会委員長
をつとめさせて頂く事になり
ました。子どもたちがより安
心より快適に過ごせる校内
環境にする為、委員会メン
バーとお手伝いしていきます。
校内環境にて気になるところ
がございましたらお気軽にコ
メント頂けると幸いです。よろ
しくお願いいたします。

環境委員会 副委員長
田中 祐太（1年）

みなさんこんにちは。
みんなで
がっこうのそうじをしたり、
みんなで
すごしやすい がっこうに し
ていきましょう。
うんどうや
ベイスターズが
だいすきな たなかです。
よろしくおねがいします。

ＰＴＡ過去の活動



広報プロジェクト

《活動内容》
学校広報誌「MMほんちょう」作成
５月に発行されました教職員紹介号は学
校のこと、先生のことを知って、学校を身近
に感じていただければとの思いで作成しま
した。
次号“卒業記念号”は1年間の振り返り。
卒業する6年生へ新たなステージへの希望
を盛り込んだ、素敵な広報誌になればと
思っています。

コサージュ製作プロジェクト

《活動内容》
卒業生が卒業式につける
コサージュを製作します。
卒業生の卒業を祝うこと、保護者同士の交流
を図ることを目的とした和気あいあいとしたプロ
ジェクトです。コサージュを楽しく作りながら、学
校や地域、勉強のことなどのお話をして、学校や
子どもたちの様子を知ることができます。

学校、行事、遠足などの付き
添いで子どもたちの様子を撮
影します。
取材から編集まで、プロジェ
クトチームで作成する手作りの
広報誌です。

手作りコサージュ

２０２０年度
卒業生ＰＴＡ会議室での作業の様子



いつもベルマーク運動へのご協力あり
がとうございます。
今まで集めてきたベルマークポイントで
“ドッチビー”を購入致しました。
ベルマークポイントで、今回の様に学校
で使えるものが届いたりしますが、同時
に国内外の災害地の学校や、お勉強道
具の足りない学校への援助にもなって
いて、子どもたちのお勉強しているＳＤＧ
ｓにもつながる活動だと思います。
次回は学校に欲しいものを子どもたち
で決めてもらうのも、目標ができて良い
かもしれません！
ウェブでのお買い物時などにウェブベ
ルマークからお買い物先にアクセスして
頂きますと、ポイントがたまるウェブベル
マークも是非ご活用頂ければと思います。
これからもご協力をお願い致します。

ベルマーク 開校時からのポイント（35401Ｐｔ）でドッチビー（31610Ｐｔ）を購入いたしました

本プロジェクト 「学校を本でいっぱいにしませんか？」 目標8000冊！！

5月の個人面談週間時には53冊の本のご
寄付をいただきました。
いつも本プロジェクトにご協力いただきまし
て、ありがとうございます。

図書館のＰＴＡ本コーナー

みなとみらい本町小学校の児童数からす
ると、8000冊の蔵書があると良いとされて
います。ただ今4000冊！
8000冊の蔵書を目指して頑張ります！
引き続きご協力をお願い致します。

休み時間、図書館は子どもたちでいっぱい・・・

本の並んでいない本棚を、
本でいっぱいにしましょう！

月曜朝会でドッチビーを贈呈

早速、次の休み時間に
ドッチビーで遊んでくれました！



運動会記念品 ２０１９年度・2020年度2年続けて各学年にカプラを贈呈致しました。
休み時間には、想像力を働かせて、思い思いに遊んでくれています。

【今までに購入したもの】

体育館で使う大型扇風機！
熱中症対策に役立っています

【事業援助費で購入しているもの】
新入生保護者名札
運動会記念品
卒業証書ホルダー など

2021年度 事業援助費での購入品

備蓄食料 450人分/1日
（2020年度購入分と合わせて450人分/2日の食料を備蓄できました。）

特別教室用
ヘルメット

ＰＴＡ会員の皆様からお預かりしたＰＴＡ会費は子どもたちのために役立っています

今後の予定

安全委員会委員募集（8月）
選考委員会委員募集（9月）

「いつか大きなお城を作ってほしいな！」と、リクエストしています☺



教育奨励会
委員会プロジェクト
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本が大好きな在校生、卒業生の保
護者による本の読み語りボランティア
グループです。
少しでも子どもたちの将来の糧とな
ることを願いつつ、子どもたちの読書
の橋渡し役として活動しています。
※現在、コロナ感染予防のため活動
休止中

教育奨励会

図書環境ボランティア

本の修理・補強、図書館を季節毎の
飾り付け・美化を行い、子どもたちが
気持ち良く図書館を利用してもらえる
様に活動しています。

◆第3水曜日9-11時
図書館にて活動

学習環境と学校環境の向上を経済面からサポートし、みなと
みらい本町小学校の特色有る学校作りに協力しています。

↑ ↑
保護者SP

ＰＴＡ以外にも子どもたちの為に活動して下さっている団体、グループがあります。

ＰＴＡ

奨励会会長 藤野 雄太
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みらい共創ネットワーク

みらい共創ネットワーク
榎本 文絵

みらい共創ネットワーク！は保護者、地域住民、地域企業、地
域ボランティア、近隣大学生など約180名の方にご登録頂き
活動しています。みなとみらい本町小学校の教育活動への支
援、みなとみらい地域とのつながりを深める活動が協働して出
来るように今後も展開していければと考えております。これか
らも皆様のご理解、ご協力の程どうぞよろしくお願いいたしま
す。

図書環境ボランティアさんによる
図書館の飾り付け

教育奨励会は学校とともに、子どもたちに最善の教育を提供
できるよう活動しています。新型コロナウィルスの影響で活動
は制限されてしまいますが、そんな時だからこそ学校、保護者、
地域と連携して子どもたちのために頑張っていきたいと思いま
す。皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。


