
今年度のベルマークの集計は7月
次の集計は来年3月になります。

念願の運動会用テント購入まであと少し！

平成29年6月29日

横浜市立元石川小学校
はぐくみの会会長 小島 恭子

校長 川井 伸司

みなさんのご協力をお待ちしています！

保護者交流会

たくさんの保護者の方に参加していただきました。
普段接する機会の少ない校長先生ともお話をすること
ができました。
最初は緊張している保護者の方もいらっしゃいましたが、
時間の経過とともに、笑い声も聞こえてくる和やかな交流
会になりました。 1年 学年学級委員 中島 陽子

子どもたちが西湖宿泊体験中に開催された交流

会。子ども達の様子を想像しながら、保護者の
方々には様々なお話をしていただきました。
校長先生や小島会長からたくさんのお話を伺え、
有意義な交流会となりました。

4年 学年学級委員 北川 志暢

写真・記事：学年学級委員

４年生（6月7日）

第2号

2年生 ぶんぶんごま作り

写真・記事：
学年学級委員

１年生 チョッキン パ で かざろう

1年生の親子学習会は、折り紙で色々な模様の飾りを作りました。
どんな形に切ろうか迷いながら、素敵な模様の飾りが出来上がりまし
た。 親子の共同制作、子どもたちの笑顔がとっても印象的でした。

1年 学年学級委員 井上 久美

親子学習会☆6月17日（土）

土曜参観の4校時に親子学習会として「ぶんぶんごま作り」
を行いました。
大変多くの保護者の皆様にご参加いただき、親子で楽し
みながら、ぶんぶんごまを作り上げることが出来ました。
回したときにきれいな模様が見えるように、色々な色の
カラーペンを使い、デザインを工夫して、みんな熱心に取り
組んでいました。 2年 学年学級委員 山下 美穂

回収箱



5/10（水）には2年生の防犯教室が行われました。

5月11日、ALSOK防犯教室が開催されました。
”安全な街・安心な街”をテーマに、用意された
地図イラストを見て、グループごとに危険な場
所を話し合いました。

さすが5年生！信号がない横断歩道、川の周辺、踏切
など、危険な場所について積極的に発表していました。
今回の教室を通して、不審者に会ったときの対応や
暗い道を歩くときの注意点などを再確認出来たのでは
ないでしょうか。

ALSOK防犯教室（5年生）レポート

子どもたちの安全を 皆で守ろう！！

情報が欲しい…そんな時に登録しておくと便利

YAHOO防災速報アプリ

☆受け取れる情報☆

●ピーガルくん子ども安全メールで配信して

いる防犯情報を基本とし、その他、ひったくり、

振り込め詐欺や、防犯に関する注意情報など。

●避難情報 ●地震情報 ●津波予報

●豪雨予報 ●土砂災害 ●河川洪水

●気象警報 ●熱中症情報 ●火山情報

●国民保護情報 ●自治体からの緊急情報

詳細はこちらから
https://emg.yahoo.co.jp/

神奈川県警

ピーガルくん子ども安全メール

☆受け取れる情報☆

●声かけ事案 ●不審者情報 ●ちかん

●公然わいせつ ●脅迫・暴行等
●凶悪事件の発生 ●警察からのお知らせ

QRコードからのご登録→

または下記アドレスから↓

https://www.kodomoanzen.police.pref.

kanagawa.jp/p-gull_m/regist.aspx

学校



元石川小学校の
子どもたちも保護者の皆さまも
笑顔で楽しい1年となりますよう、
お手伝い委員の皆で力を合わせて
はぐくみの会を盛り上げ活動して
いきたいと思います。

1年間どうぞよろしく
お願いします。

地域、学校の事を
先生方や本部役員、各委員長
から学びながら、学年学級委員
11名と共に、1年間楽しく活動
していきたいと思います。
よろしくお願いします。

各委員会ごあいさつ

子どもたちが安全に、
楽しみながら、笑顔で学校
生活を過ごせるように、保護者
の皆様、先生方、地域の皆様の
お力を借りながら1年間頑張り
たいと思います。よろしく

お願いいたします。

分からないことが多くて、
ご迷惑をおかけすることがあ
るかもしれませんが、
皆さまのお力をお借りしなが
ら頑張りたいと思います。
１年間どうぞよろしくお願い
いたします。

横浜市PTA連絡協議会主催の新任研修会
に参加しました。横浜市が目指す”子どもの姿”の説明に

続き、家庭・地域・学校・企業による連携の重要性につい

てお話がありました。PTA活動の具体的事例はとても興

味深く、他校の様子を知ることができ、参考になりました。

（4月14日 はぐくみの会本部書記 荻山）

5月1日に着任されました。

矢野 貴大先生 ご紹介

5月から元石川小学校に着任いたしました、矢野

と申します。何でも楽しく！をモットーにやっていき

たいと思っています。

未熟者ですが、よろしくお願いします。

レポート

前日までの大雨がうそのような晴天にめぐま
れた６月２２日、山内中学校の体育祭が開催
されました。
４ヶ月前までは小学生だった生徒達も、
今では立派な中学生に。
元石川小学校の卒業生達の大きくたくましく
なった姿と引き締まった表情に成長を感じま
した。
一人ひとりが勝利に立ち向かう一生懸命な姿
に、大きな感動と元気をもらった１日に
なりました。感謝！

写真・記事：

はぐくみの会会長 小島



[校外委員会]
3月8日 新旧委員顔合わせ、平成29年度担当決め、引き継ぎ

廃品回収のお礼と挨拶回り
3月20日 地区長引き継ぎ
3月22日 第1回委員会

4月5日 書記引き継ぎ、地区顔合わせ会、安全旗・ベスト封入

4月8日 廃品回収日

4月11日 地区顔合わせ会開催案内文書作成・印刷・配布

～13日 地区顔合わせ会台本の作成

4月13日 第2回委員会

スクールゾーン説明会への出席（青葉区役所）

4月14・17日 スクールゾーン協議会日程調整

4月19日 第3回委員会

4月21日 はぐくみの会新委員顔合わせ会、第4回委員会

4月21日 スクールゾーン協議会助成金申請書類作成

廃品回収活動案内文書作成

4月25日 スクールゾーン協議会日程希望・助成金申請書類発送

廃品回収日

4月28日 地区顔合わせ会の主催と後片付け

はぐくみの会定期総会

5月1日 地区長打ち合わせ

5月10日 第1回代表者会

5月11日 こども110番新規募集書類作成

5月12日 こども110番新規募集書類作成、

こども110番プレート返却店舗訪問

5月13日 廃品回収日

5月15日 こども110番保護者向け印刷、配布作業

5月17日 廃品会計報告印刷、配布

5月18日 こども110番自治会向け文書作成

校外安全活動当番表印刷、配布

5月23日 こども110番自治会向け新規募集配布

5月24日 スクールゾーン開催のお知らせ作成

5月25日 地区長打ち合わせ

5月25日 こども110番自治会・店舗加入者宅へ電話にて

～31日 継続意思確認作業

5月25日 廃品回収日

5月26日 旗振り当番表訂正打ち合わせ、修正作業

～31日

[推薦委員会]
4月21日 はぐくみの会新委員顔合わせ、新旧委員長引き継ぎ
4月28日 はぐくみの会定期総会
5月10日 第1回代表者会

[学年学級委員会]
4月21日 はぐくみの会新委員顔合わせ、新旧委員長引き継ぎ
4月25日 ベルマーク回収箱設置、保護者交流会のお便り作成
4月28日 第1回委員会、はぐくみの会定期総会
5月1日 ベルマーク教育助成財団からの今年度の資料仕分け
5月2日 1、4、6年生保護者交流会お便り印刷・配布
5月8日 2、3、5年生保護者交流会お便り印刷・配布、

ベルマーク一覧表、各クラスに仕分け
5月10日 第1回代表者会
5月16日 第2回委員会
5月23日 2年生親子学習会お便り作成
5月24日 ベルマークのお便り印刷・配布
5月26日 １年生親子学習会お便り印刷・配布、

保護者交流会出欠確認と副校長先生へ給食数報告
5月29日 4年生保護者交流会出欠確認と副校長先生へ給食数報告

[お手伝い委員会]
4月21日 はぐくみの会新委員顔合わせ
4月28日 はぐくみの会定期総会
5月12日 委員内メーリング整備

[本部]
3月7日 新旧役員顔合わせ
3月15日 在校生・新入生・転入生セット印刷配布
3月18日 卒業式
3月24日 離任式
4月5日 入学式、履歴カード整理、山内中学校入学式
4月7日 先生との打ち合わせ
4月10日 4～6年・3組懇談会、本部会計監査、キッズ会計監査
4月11日 総会資料印刷
4月13日 1～3年懇談会
4月14日 市Ｐ新任役員研修会
4月19日 新委員顔合わせ資料印刷
4月21日 はぐくみの会新委員顔合わせ、総会台本読み合わせ
4月28日 はぐくみの会定期総会
5月10日 第1回役員会・代表者会
5月23日 臨時役員会
5月26日 区Ｐ総会、個人情報取り扱い規則印刷・配布
5月27日 新石川小学校創立30周年式典出席

各委員会活動報告

元石川花火大会

…7/22（土）
地域防災

はぐくみフェスティバル

…12/9（土）

大好きな 学校、いつも

きれいに 使えたら
うれしいね！

今後の予定

7月 8月 9月

はぐくみの会で、月に2回、学区内40カ所にて

古紙、アルミ缶などの廃品回収を行っています。

収益金は、学校備品（体育用ゼッケン・運動会用の

万国旗・防犯ベスト）等の購入に充てられ、子ども達

の学校生活の向上に役立っています。

ぜひご協力をお願いします。

8日(土)

25日(火)

9日(土)

25日(月)
12日(土)

25日(金) 

＊雨天延期：8/26（土）


