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第 379 号 平成 30 年 12 月 18 日発行
大田区立池雪小学校 PTA 運営・代表委員会

～お気軽にどうぞ～

2 学期も残りわずかとなりました。今学期は運動会や 140 周年記念式典など大きな行事が多くあり、保護者の皆さ
まには様々なところでご協力を頂きありがとうございました。12 月 2 日の小学生駅伝大会は大田区全校が参加し、
寒い中 5・6 年生代表児童が快走して、とても良い成績を出し上位に入ることができました。また、インフルエンザ
が流行し始め、学級閉鎖が実施されたクラスもありますので、子どもたちの健康管理にもご配慮をお願いします。
以下では、12 月 8 日（土）10 時 30 分から開催された第 3 回運営・代表委員会のご報告を致します。

副会長から

140 周年記念事業について
11月10日午前に開催されました記念式典では、
PTA
からキーリングを贈呈しました。
また同日午後開催の記念祝賀会では、おやじの会の
活動報告や、コーラス部の祝歌の披露もありました。
式典・祝賀会では、多くの、役員、委員、会員のお
手伝いやご参加をいただき、共に、140 周年を祝うこ
とができました。ありがとうございました。
PTA からは周年行事のために毎年積み立ててきた
会
計から 200 万円を拠出し、主にキーリングと紅白饅頭
の購入に充当しました。
また、地域の方々や過去在職された先生等から寄せ
られた寄付金は、校旗と冷風機を購入して学校に寄贈
します。
（校旗は納入済みです）

≪茶話会について≫
3 学期の保護者会での茶話会は、各クラス代表
に飲み物と紙コップを準備していただきます。そ
の他に用意されるものがありましたら、役員会へ
ご相談ください。
≪来年度の委員決めについて≫
来年度のクラス代表・各専門委員は、昨年同様、
全学年（持ち上がりの学年含め）4 月の保護者会
で決めていただきます。
≪「伸びゆく池雪」特別号≫
先日開催された140周年記念行事の様子をお伝
えする「伸びゆく池雪」特別号を発行します。臨
時の発行ですので役員会で作成中です。
広報委員会には、式典の写真撮影のご協力をいた
だきました。今学期中の配布を予定していますの
でよろしくお願いします。

キーリングの販売について
キーリングの残数がありますので、引継ぎ販売い
たします。ご希望の方は役員会メール
yakuinkai@tisetusyou-pta.org へご連絡ください。

≪デジタルカメラ、イヤホンマイク購入≫
PTA 保有のトランシーバ用のイヤホンマイク
と主に広報誌のための写真撮影用にデジタルカ
メラ（2 台）を購入予定です。
PTA 活動の際に利用できますので、ご使用になる
際には役員会までご連絡ください。

会計から
10 月 20 日上期会計監査が行われ、問題なく予算
が執行されていることが確認されました。
委員会において予算を上回る執行が見込まれる場合
は、事前に会計までご相談ください。
下期も円滑な予算執行のため、ご協力をお願いいた
します。

≪今年度の寄贈品≫
昨年度の PTA 会費余剰金を活用した学校への
寄贈品として（寄贈については 5 月の PTA 総会
で承認済み）
、学校と協議の上、体育館で使用す
るスクリーンを検討中です。
年度内に寄贈し、皆さまにご報告予定です。

☆今年度の PTA 会費をまだ納めて頂いていないご
家庭には、引き続き納入のお願いをして参ります。
☆教職員弔意見舞金が 1 件ありました。
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個人情報保護規程の制定について
本ＰＴＡにおいては、従来から個人情報の取得や保管等について、充分な配慮と厳格な運用をしてきたところです
が、個人情報保護法の平成 29 年 5 月の改正をもって、小規模取扱事業者にも同法が適用されることになり、より詳
細なルールを明確にする必要が生じたため、個人情報保護規程を制定します。
規程（案）を掲載しますので、お気づきの点がございましたら、役員会へメールでお知らせください。
必要な修正をした後、平成 31 年 1 月 1 日に施行します。

大田区立池雪小学校ＰＴＡ個人情報保護規程（案）

２ 本会は、個人情報の取扱いの全部又は一部を本会以外の者に
委託するときは、原則として委託契約において、個人データの安

（目的）

全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に

第１条 この規程は、大田区立池雪小学校ＰＴＡ（以下「本会」とい

対する必要かつ適切な監督を行うものとする。

う。）が取得・保有する個人情報の適正な取り扱いを定めることに

（個人情報の開示請求）

より、事業の円滑な運営を図るとともに、個人情報に関する会員

第７条 本会は、本人から当該本人に係る個人情報について、書面

の権利・利益を保護することを目的とする。

または口頭により、その開示（当該本人が識別される個人情報を

（責務）

保有していないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。）

第２条 本会は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、

の申し出があったときは、身分証明書等により本人であることを

実施するあらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるものと

確認の上、開示をするものとする。ただし、開示することにより次

する。

の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開

（個人情報保護管理者）
第３条 本会における個人情報保護管理者は、本会会長とする。

示しないことができる。
（１）本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害

２ 個人情報保護管理者は、本会における個人情報の収集、利用、
管理および保存ならびに開示および訂正の請求に対し、適正に

するおそれがある場合
（２）本会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある

処理する責務を負う。
３ 個人情報保護管理者は、複数の個人情報保護代理管理者を置

場合
（３）他の法令に違反することとなる場合

くことができる。代理管理者は、個人情報保護管理者の指揮監督

（個人情報の訂正または削除請求）

のもとにその職務を代行する。

第８条 本会は、個人情報の開示を受けた者から、書面または口頭

（個人情報の収集）

により、個人情報の訂正、追加、削除または利用停止の申出があ

第４条 本会が個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情

ったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく

報の利用目的を決め、本人に明示しなくてはならない。なお本会

調査を行い、その結果を申出をした者に対し、書面により通知す

は、要配慮個人情報（思想、信条および宗教に関する個人情報

るものとする。

ならびに社会的差別の原因となる個人情報）については取得し

２ 本会は、前項の通知を受けた者から、再度申出があったときは、

ないものとする。

前項と同様の処理を行うものとする。

（利用）

（苦情の処理）

第５条 取得した個人情報等は、次の目的のために利用する。

第９条 本会は、個人情報の取り扱いに関する苦情の適切かつ迅

（１）ＰＴＡ会費の集金に関わる名簿作成と集金手続き

速な処理に努めなければならない。

（２）ＰＴＡ保険事故発生時の保険金の請求に関わる手続き

（漏えい時などの対応）

（３）ＰＴＡ活動に関わる名簿の作成

第１０条 本規程に違反する事実または違反するおそれがあること

（４）ＰＴＡ活動に関わる保護者への緊急連絡

を発見した会員は、その旨を個人情報保護管理者に報告するも

（５）翌年度役員等推薦・選出に関わる役員等選考委員会からの連
絡

のとする。
２ 個人情報保護管理者は、前項による報告内容を調査し、違反の

（６）広報紙の作成

事実が判明した場合には遅滞なく本会会長に報告するとともに

（７）ＰＴＡ活動に関係する大田区立池雪小学校または、大田区への
情報提供
（８）その他本会会長が特に認めた場合

関係部門に適切な措置をとるよう指示するものとする。
（研修）
第１１条 個人情報保護管理者は、役員、運営委員、その他個人情

（個人情報の管理）

報を取り扱う会員に対して定期的に個人情報の取り扱いに関す

第６条 個人情報保護責任者は、個人情報の安全確保および正確

る留意事項について研修を実施するものとする。

性の維持のため、次の号に掲げる事項について適正な措置を講

（雑則）

じなければならない。

第１２条 本規程の改廃は運営代表委員会において行う。

（１）紛失、破損その他の事故防止

２ 本規程の実施に必要な事項は別に定めるものとする。

（２）改ざんおよび漏洩の防止
（３）個人情報の正確性および最新性の維持
（４）不要となった個人情報のすみやかな廃棄または消去

附 則
本規程は、平成３１年１月１日より施行する。
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☆彡 学 年 代 表 か ら の お 知 ら せ
1年

・特になし。

2年

・年明けから朝のあいさつ旗当番と防犯パトロールの準備を開始する予定です。

3年

・朝のあいさつ旗当番と防犯パトロールが全クラス終了後、実施報告書作成に入ります。

4年

・特になし。

5年

・12 月中旬から開始の朝のあいさつ旗当番と防犯パトロールに向けて、調査票の配布、配置調査
取りまとめ等を行いました。

6年

・11 月に朝のあいさつ旗当番と防犯パトロールの報告のまとめを配布しました。ご協力ありがとう
ございました。

☆彡 各 委 員 会 か ら の お 知 ら せ

文化厚生

・2 学期のベルマーク回収が終了しました。今回も沢山のご協力を頂き、ありがとござい
ました。
・1 月28 日（月）に、保護者向け講習会「呼吸とストレッチの講座」を予定しています。皆さ
ま奮ってご参加ください。

校外生活

・10 月 7 日（日）9 自治会主催のスポーツまつりに、救護の支援で参加しました。
・10 月 13 日（土）運動会のパトロールを実施しました。

広報

・広報誌「伸びゆく池雪」214 号の発行。215 号発行に向けて活動中です。

わくわく

・引継ぎ作業がほぼ終了致しました。現在企画書の見直しを行っています。

卒業対策

・卒業式アルバム写真の選定終了。
・祝う会の準備を進めています。

役員等選考

アンケート用紙の集計結果より、80 名ほどの方にご連絡させて頂きました。しかし、副
会長並びに会計を引き受けて頂ける方が見つかっておりません。引き続き、皆さまのご
協力を呼び掛けております。ご協力宜しくお願い致します。

各専門委員会にて今年度の仕事内容を振り返り、来年度の引継ぎ資料の作成をお願い致します。
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サークルから
<ソフトテニス部>
毎週土曜日に子どもたちと一緒に楽しく練習しています。見学＆体験大歓迎です。
貸しラケットもありますのでお気軽にどうぞ！
<コーラス部>
一か月 2～3 回、土曜日に第二音楽室で練習をしております。
140 周年記念祝賀会では「秋の歌」を披露しました。
一緒に歌われたい方は広く受け入れさせて頂きますので、
お声をかけてください！
<バレーボール部>
11/3（土）に行なわれた調布地区小学校 PTA バレーボール大会に出場し、
第一ブロックで準優勝の成績を収めました。
毎週水曜（午後 4 時 30 分～6 時 45 分）、土曜（午後 2 時～5 時）池雪小体育館にて
練習しています。まだまだ部員募集中です！お子様連れでも大丈夫です。
お気軽にご参加ください。お待ちしてます。

おやじの会からのお知らせ

<池雪小運動会>
10 月 13 日（土）の池雪小運動会では、今年も学校周辺の巡回を行いました。

<お餅つき体験>
2 月にお餅つき体験を実施予定です。ついたお餅はあんこ、きな粉、しょう油
を使って調理していただきますので、小さなお子様は親子でご参加ください。
お母さま方のお手伝いもお待ちしています。
詳細及び参加申込書は後日配布致します。

‹ドッジボール大会›
3 月にドッジボール大会を開催予定です。毎年 100 名を越える生徒がチーム戦を行っていきます。
勝って歓喜に湧くチーム、負けて悔し涙をこぼす子供たち、と白熱した戦いになりますので、
ぜひご参加ください。詳細及び参加申込書は後日配布致します。

<おやじの会メンバー募集>
随時入会を募集しております。活動にご興味のある方は
pta-oyaji_admin@tisetusyou-pta.org までご連絡ください。
月例会への見学参加も OK です。
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