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令和 4 年 1２月 2２日 

PTA 会員各位 

中央林間小学校ＰＴＡ 

会 長  川上 章仁 

  

No.６ 

 

運営委員会とは、校長先生・教頭先生・総務の先生、本部役員、各委員会の正副委員長が、毎月１回行ってい

る会議のことです。この運営委員会だよりは、運営委員会での話し合いの内容と各委員会の毎月の活動内容を

まとめて、本部がお届けするものです。 

★運営委員会が開催されました 

 第７回運営委員会：１１／１７  会議室 9：30～ 

 第８回運営委員会：１２／１５  会議室 9：30～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年も残すところ僅かとなりました。 

寒さも厳しくなってきましたので、皆さまもお身体にお気をつけてお過ごしください。 

学校では、ますます子ども達の元気で楽しそうな声が響いていて日常が戻りつつあることを実感し

ます。 

 

本部はじめ各委員会の任期も少なくなり最後の追い込みとともに、 

来年度への引き継ぎ体制に入りました。 

皆さまには、PTA 活動にご理解ご協力をいただいたことに感謝いたします。 

来年もよろしくお願い申し上げます。 

どうぞ良いお年をお迎えください。 

運営委員会の議事録は生活科教材室にて

PTA 会員のどなたでもご覧いただけます。 

川上会長より 

PTA 会費について 

 

未納の方が若干いらっしゃいます。  

納入用紙は期限が過ぎても使用可能です。  

お早めに納入をよろしくお願いします。 

 
良い 

お年を！ 
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本部から 

◎対外活動報告・行事参加 

１０／２９ おやじ達の会 定例会 

１１／ ６ 第７回PTA情報システム特別委員会 

１１／１０ 令和４年度第６４回神奈川県PTA大会 

１１／１２ 第８回本部会 

おやじ達の会 定例会 

１１／１７ 第７回運営委員会 

１１／１９ おやじ達の会 デイキャンプ 

１１／２０ 第８回PTA情報システム特別委員会 

１１／２２ 市P連 指導者研修会、第3回代表者会、広報委員会 

１１／２７ 冬の環境整備 

１１／２７ 公所自治会 防災訓練 

１２／ ８ 第９回PTA情報システム特別委員会 

１２／１０ 第９回本部会 

市P連 講演会 

１２／１７ おやじ達の会 定例会 

１２／１５ 第８回運営委員会 

１２／２２ 第１０回PTA情報システム特別委員会 

◎活動予定 １／ ７ つきみ野自治会 賀詞交換会 

 １／ ８ 大和市駅伝大会 

 １／１４ どんど焼き 

 １／１５ 第１０回本部会 

 １／１９ 第９回運営委員会 

 １／２５ 市P連 第２回会長研修会 

 １／３０ 新入生説明会 

 ３／ ６ 決算総会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベルマークからのお知らせ 

活動予定日：毎月第２木曜日 1／1２ ・ ２／９ ・ ３／９  

時間：10 時 ～ 12 時 

場所：会議室 

事前連絡は不要です！上記日時に直接会場へお越しください。皆さんの参加をお待ちしています。 
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■個人情報について 

11 月運営委員会で「個人情報保護に関する細則の追加」細則よりも細かく規定する「個人情報管理ル

ール」の検討を行い、各委員会でも確認を行いました。12 月の運営委員会で各委員会からの要望を基

に修正を行い、賛成多数で細則の追加及び、管理ルールの決定を行いました。 

細則に追加された文言は下記の通りです。 

※管理ルールについては決算総会前に配布予定の「PTA について」冊子で規約・細則とともに掲載し

ます。 

 

******************************* 

第８章 個人情報取扱 

第２５条 個人情報取扱 

１.個人情報を取得するときは必要最低限の事項のみ取得すること。 

 

２.取得した個人情報は次の目的に沿った活動でのみ利用を行う。 

 ・各委員会委員、本部役員、登校班、サークル活動等の推薦・依頼・名簿作成 

 ・会費集金、保険手続き、慶弔金の支払い 

 ・各種文章の配布 

 ・広報活動への利用 

 ・その他、運営委員会出席者の３分の２が必要と認める目的 

 

３.中央林間小学校と利用目的の範囲内で取得した個人情報を共同利用することがある。 

 

４.個人情報は施錠される場所で保管すること。 

 

５.外部に個人情報を含む業務委託を行うには個人情報取扱いに関する契約を締結し、必要最低限の

情報のみ提供すること。 

 

６.個人情報を含む情報は作成年度から最長で５年間保存することができる。作成から５年以上経過し

た個人情報を含む情報は速やかに処分される。 

※運営委員会出席者の３分の２が正当と認める目的がある場合、１０年間を目安とし保存期間を延

長することができる 

 

７.PTA 本部は運営委員会と協議し、規約及び細則に反しない内容で「個人情報管理ルール」を策定

し、PTA の全ての活動は「個人情報管理ルール」に基づいて個人情報を取り扱う。 

*********************************** 

※細則の「第８章その他」は「第９章その他」なる（サークルに関する規定） 
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■PTA 会費の「コンビニ払い」について 

１１月運営委員会にて「PTA 会費の振込方法変更」を検討し、来年度より

PTA 会費をコンビニ支払いを原則とする変更を決定しました。 

 

手数料は郵便局での振込より安く、コンビニでの支払いなので２４時間ほぼ

全てのコンビニで対応可能となります。 

 

 

 

 

※コンビニ振込用紙紛失・振込期日を超える・転入生してきた場合などは今までと同じ郵便局での振込

となります。 

詳細は来年度４月後半にお渡しする PTA 会費支払についてのお手紙をご確認ください 

 

 

 

■通学路の混雑緩和に向けて 

本部と校外委員会にて青コース会沢産婦人科前信号の混雑緩和に向けて、対応を検討しています。 

今年度中の大きな変更は難しいですが、一部エリアの通学路変更／旗振り体制／信号を通過する時

間帯調整／などを今後も継続して行っていきます。 
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 各委員会から 

～学年委員会～ 

◎活動報告 １０／２６ 第７回定例会・冬の環境整備のお知らせ配布 

１１／２１ 第８回定例会 

１１／２７ 冬の環境整備 

◎活動予定 １２／１９ 第９回定例会 

１／１１ 委員選出関連書類の配布 ※提出期限1月20日(金) 

 １／３０ 第１０回定例会 

◎対外活動 １１／２５ 大和市環境保全課に環境整備延期の連絡とゴミ回収日時の確認 

 １１／２７ おやじ達の会へ冬の環境整備ご協力へのお礼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～指名委員会～ 

◎活動報告 １２／１８ 定例会（LINE開催） 

◎活動予定 次年度役員さんのフォロー 

 

～広報委員会～ 

◎活動報告 １１／１９ 定例会（LINE開催） 

「おおどけい」秋冬号の取材と撮影 

（１２／１６日で終了しました） 

◎活動予定 今後、編集作業を行い１月に学校に校正を依頼します。 

１１月２７日に冬の環境整備を実施しました。

雨天で延期となったため、参加人数は当初の予

定より少なくなりましたが、児童のみなさん、

保護者、先生方、おやじ達の会のみなさまなど

約９０名にご参加いただきました。一生懸命に

落ち葉を集めて、ゴミ袋をいっぱいにしている

児童のみなさんの頑張りが印象的でした。学校

周辺の通学路や９号公園がとてもきれいになり

ました。ご協力ありがとうございました。 

 

※環境整備のお土産の残りのタオルは、「子ども 

食堂プロジェクト＠やまと」へ寄付しました。 

次年度の委員選出に向けて準備を進めていま

す。冬休み明け１月１１日(水)に委員選出につい

ての書類を配布予定です。締め切り日までに必

ずご提出ください。記載内容に不備があった場

合には、各学年の学年委員より連絡させていた

だきますのでご承知おきください。  

 

なお、各委員会の活動内容などを学校のホーム

ページ「PTAの部屋」にて掲載しています。 

１２月中には今年度の内容に更新予定です。 

是非、ご参考ください。 

 

秋冬号では、中林小で行われているいろいろな行

事等を取材して学校生活の一年間を追いました。 

学年だよりに載っていた“あの授業、この授業”

の様子が伝わればいいなと思います。 

どうぞ、お楽しみに！ 
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～校外委員会～ 

◎活動報告 １１／２２ 第５回定例会 

◎活動予定 １／２４ 第６回定例会 

  １／２５、26  各地区リーダーへ新1年生の個票、ホルダー配布 

 ２／ ２ 第1回新校外準備委員会 

  ２月後半 第7回定例会（書面開催） 

  ３／ ３ 第2回新校外準備委員会 

◎対外活動 １１／２７ 公所自治会防災訓練 

 １１／１８、１７ 内山自治会花壇整備 

 

～中林フェスタ委員会～ 

◎活動報告 １０／１６ 中林フェスタで使用したウィンドブレーカー、ビブス、約５０枚ほど洗濯し 

検品後教材室へ返却 

１１／ ７ 第７回定例会 

① フェスタ開催時の反省 

② フェスタ倉庫内の片付け実施。３年開催していなかった為、消費期限切れや劣

化が酷い物が多く残っていた。使えない物は処分した。 

１１／２９ 児童、保護者向けフェスタ実施アンケート用紙配布 

１２／ ５ 第８回定例会（LINE開催） 

１２／１２ アンケート集計 

◎活動予定  １／１６ 第９回定例会 

フェスタ委員向けアンケート調査実施 

来年度引き継ぎ資料作成 

 ２／ ６ 第１０回定例会 

 

 

 

 

～交流委員会～ 

◎活動報告 １０／２６ 給食試食会申込書回収 

１１／ ９ 第７回定例会 

１１／２５ 給食試食会【後期】 

１２／ ２ 給食試食会報告書配布 

１２／ ９ 第８回定例会（LINE開催） 

◎活動予定  １／１３ 第9回定例会 

後期の給食試食会も無事に 

終了することができました。 

栄養士さんをはじめ、学校給食に関わって下

さる方々に感謝する良い一日となりました。 

ご参加いただきました皆様ありがとうござい

ました。 

今年度フェスタは制限も多く、混乱もあり、ご

迷惑をお掛けしましたが皆様のご協力で、無事

開催出来ました。来年度は、もっと楽しんで頂

けるよう今年度の反省を生かした引き継ぎに力

を入れていきたいと思います。 


