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 【 各委員会の活動 】 
 
 
 
☆役員会     「PTA 役員候補者の推薦について」及び「PTA 活動につい

て」の回答書を参考に、推薦委員会によって選出され、年度末

書面総会にて承認・任命された役員と、教職員で構成します。

１年間の活動を計画し、また PTA 全体の活動を確認し、小中

合同で行う活動を確認し運営します。 

 

☆実行委員会  役員と各委員会の正・副委員長と教職員で構成します。役員

会・各委員会から提案された活動計画を協議・決定し、実行に

移します。 

 

☆常任委員会   学年保健委員会、広報委員会、地区・校外委員会の３委員会

で構成します。各委員会で定例会を行い１年間の活動を計画し

実行に移します。年度当初の懇談会（７年生は進級式）にて、

各学年から２名以上選出された PTA 会員と教職員によって運

営される委員会です。(小学部の地区・校外委員は、各地区から

選出されます。) 

 

☆推薦委員会    年度当初に設置される特別委員会です。小・中学部常任委員

会、役員会及び教職員より選出された委員で構成されます。次

年度役員及び会計監査候補の推薦を行います。 

 

 

☆会計監査      「PTA 役員候補者の推薦について」及び「PTA  活動につい

て」の回答書を参考に、推薦委員会によって選出され、年度末

書面総会にて承認・任命されます。PTA 会員から集めた会費が

、公正に使用されたかを監査します。 

 

                 《構成人員につきましては規約をご覧ください》 
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＊ 広報誌『山つばき』の発行          
＊ 他校との広報誌交換              
＊  学校・PTA 行事等の取材 

＊ 広報誌『くすのき』の発行 
＊ 他校との広報誌交換 
＊ 学校・PTA 行事等の取材  
 

 

 

 
  

 学年の代表として、保護者と先生とのパイプ役となり、お互いの関わりを深め

合うよう努めます。また、子どもたちの心身の健康について考えていきます。 
 
【小学部】             【中学部】 
＊親睦会の開催           ＊講習会の開催（陶芸教室等） 
＊講習会の開催           ＊学校保健委員会への参加 
＊学校保健委員会への参加      ＊標準服リユースの管理 
＊給食試食会の開催         ＊学校保健会金沢支部大会への参加 
＊懇談会の時のお手伝い       ＊昼食試食会等の開催 
＊ベルマークの集計          
＊学校保健会金沢支部大会への参加 
                    

 
 
 
 

 
 
 PTA 活動や学校行事の様子を会員に知らせ、会員の PTA への関心と理解を 

深めるよう努めます。 

 
【小学部】              【中学部】   
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    学校・地域・行政等と連携しながら、次の活動を行います。 

   

【小学部】               【中学部】 

＊通学路・スクールゾーン内の安全点検  ＊スクールゾーン対策協議会への出席  

＊校内外パトロール           ＊「こども 110 番の家」の推進 

＊地区登校班の管理           ＊学家地連への出席    

＊緊急時の連絡             ＊校内外パトロール       

＊スクールゾーン対策協議会の開催           

＊「こども１１0 番の家」の推進・管理          

＊特認学区保護者会の開催         

＊学家地連への出席              

＊学援隊連絡会への出席 

 

 

 

＊「スクールゾーン対策協議会」とは・・・ 

  学校、行政、地域が協力し、協議を行う会。通学路、遊び場周辺で事故多発箇所・危険

箇所を調査し、行政に改善を要望する場。 

 

＊「こども 110 番の家」とは・・・ 

地域の協力家庭が「こども 110 番の家」のプレートを掲げ、子どもたちがトラブル

に巻き込まれた、または巻き込まれそうになって助けを求めた時、その子どもを保

護するとともに、警察・学校・家庭などへ連絡するなどをして、地域ぐるみで子ど

もたちの安全を守っていくボランティア活動。 
  毎年新規募集をしています。 
 
＊「学家地連」とは・・・ 
  学校、家庭、地域連携事業実行委員会の略。学校、家庭、地域が連携し、児童・生徒の

問題行動等の防止、および健全育成をはかるための会。 
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【横浜市立義務教育学校 西金沢学園 ＰＴＡ規約】 
 

第１章 名称 及び 事務局 
 
（名称） 

第１条  本会は、横浜市立義務教育学校西金沢学園ＰＴＡと称し、事務局を西金沢学園

本校舎内に置く。 

（目的） 

第２条  本会は、保護者と教職員の協力により、児童・生徒の心身共に健全な発達のた

めに教育環境の整備に努め、もって教育効果の向上に寄与するとともに、会員

相互の教養を高め、親睦をはかることを目的とする。 

（方針） 

第３条  本会は、非営利的・非宗教的・非政党的団体であり、いかなる団体の支配・統

制・干渉を受けない。 

 

第４条  本会は、学校の教育活動を助けるために、意見を具申し、参考資料を提出する 

     が、直接学校の人事、管理には干渉しない。 

（会費） 

第５条  本会の経費は、会費をもって支弁し、第 2 条の目的以外には支出または使用 
してはならない。 

 

第２章 会 員 

第６条  本会の会員は、本校に在籍する児童・生徒の保護者、並びに、本校に勤務する

教職員とし、会員はすべて平等の権利と義務を有する。 

 

第３章 役員 及び 役員会 
第７条  本会の役員は次のとおりとする。 

１ 会長  小学部      １名    （保護者） 
中学部      １名    （保護者） 

     ２ 副会長 小学部      ２名    （保護者） 
中学部      ２名    （保護者） 

     ３ 書記  小学部      ３名    （保護者２名・教職員１名） 

           中学部      ３名    （保護者２名・教職員１名） 

４ 会計  小学部      ２名    （保護者１名・教職員１名） 

           中学部      ２名    （保護者１名・教職員１名） 

     ５ 顧問  学校長   
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第８条  役員（教職員は除く）の任期は１年とし、その再任はさまたげない。ただし、

最長任期については小・中学部あわせて通算５年限りとする。 
 
第９条  役員の任務は次のとおりとする。 

１ 会長は、本会を代表し、総会及び小中合同役員会、各種委員会を招集し主宰

する。 
     ２ 副会長は、それぞれの会長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。 

     ３ 書記は、総会ならびに実行委員会の議事記録、本会の活動に関する事項の

記録、その他庶務を行う。 

     ４ 会計は、総会にて決定した予算に基づき、一切の会計事務処理をするとと

もに、監査を経て、総会にて決算報告をし、承認を得る。 
       （１）本会の経費は、会費、その他の収入をもって充当する。 
       （２）年度内において、特別な会計を必要とする場合は、役員会の承認を

得て、実行委員会へ報告する。 

５ 年度内において、役員が必要と認めた時は、小学部役員・中学部役員  

       を補佐する特別役員（監事）を追加して任命することができる。その場合、 

       実行委員会において承認を得るものとする。 
６ 社会事象や情勢において、やむを得ず実行委員会が構成されない、またで 

       きない場合は役員会にその任務を一任する。 
 

第１０条 役員の選出については、推薦委員会を設け、会員中より役員候補者を推薦する。

推薦された役員候補者は、書面によって会員の承認を受ける。 
     書面による承認は、全会員の２分の１以上の回答で成立し、回答者の過半数の 

     同意で承認される。教職員より選出される役員は校長が推薦する。 

 

第１１条 役員に欠員が生じたときは、実行委員会において協議の上決定し、会員に報告 

     する。補充員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
第１２条 小学部・中学部役員会の構成はそれぞれ次のとおりとする。 

     会長・副会長・書記・会計・校長・副校長・学校書記(教職員) 
 
第１３条 推薦委員会の活動は次のとおりとする。 

     １ 年度当初に推薦委員会を設ける。 

     ２ 推薦委員会は、次年度役員及び、会計監査候補者の推薦にあたる。 

  ３ 推薦委員会は、小・中学部常任委員会、役員会および教職員より選出され

たものによって構成する。 
４ 推薦委員会は、常任委員会同様、委員長、副委員長を委員の互選により決

定し、活動の中核とする。 
     ５ 推薦委員会の委員長、副委員長は、必要に応じて実行委員会に出席する。
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６ 推薦委員は、次年度役員及び、会計監査候補者になることはできない。 

     ７ 推薦委員の氏名は、全会員に通知する。 
８ 推薦委員会は、会員の意志を反映する方法で、次年度役員及び、会計監査

候補者を推薦し、全会員に通知する。 

     ９ 推薦委員会の任期については、委員会を設けたときから、任務が終わった

ときまでとする。 

     10 推薦委員会は小・中学部で連携をはかる。     

 
第４章 常任委員会 

 

第１４条 本会は、次の常任委員会を設け活動する。各常任委員会内において、欠員が生

じた場合は、欠員の出たクラスもしくは学年より補充する。ただし、小学部地

区・校外委員は、委員会内で話し合い補充する。補充員の任期は、前任者の残

任期間とする。 
 
１ 学年保健委員会  ：学年学級ＰＴＡ活動の中心となり、学年の保護者と

教職員との連絡をはかる。また、児童・生徒の健康、

校内での安全をはかる。 

     ２ 広報委員会    ：ＰＴＡ活動の様子を必要に応じて会員に知らせる。 
                 広報誌を発行し広報活動を行う。 

     ３ 地区・校外委員会 ：地区での問題を集約し、学校・地域・行政との連絡

をはかる。 

      

第１５条 各常任委員会は小学部・中学部共に、委員長・副委員長を互選し、活動の中核

とする。また、小・中学部で連携をはかり、共に話し合い助け合い、共同で事

業運営にあたる。  

 

第５章 実行委員会 
 

第１６条 実行委員会は、役員会構成員と、各常任委員会ならびに特別委員会の正・副委

員長をもって構成する。 

 
第１７条 実行委員会の任務は次のとおりとする。 

     １ 予算並びに総会に提出する議案・報告書を作成し、総会の決議に基づいて

事業運営をはかる。（年度の計画に基づく業務の企画・立案を行う。） 

     ２ 各常任委員会によって立案された活動計画を審議、検討する。 

     ３ 必要に応じて、特別委員会を設けることができる。（例、周年行事委員会、 
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       親の交流の場づくり事業運営委員会等） 

     ４ 特別委員会の委員は、必要に応じて実行委員会に出席する。 

     ５ 実行委員会は、役員会が必要と認めた場合や、構成員の過半数の要求があ 

       った場合に、会長が招集し、開催される。 
     ６ 実行委員会は、構成員の過半数の出席によって成立し、議事は多数決によ 

       って決められる場合もある。 
     ７ 委員会・常任委員会が構成されない場合のＰＴＡ活動は、状況に応じて判 

       断し、遂行する。 

 

第６章 総 会 
 

第１８条 総会は、全会員によって構成され、この会の最高決議機関である。 

 
第１９条 総会の成立は、委任状を含めて、会員家庭数の２分の１以上とし、議決は出席

者の過半数の同意を必要とする。 

 
第２０条 総会は、年度初めの定期総会、年度末書面総会、臨時総会、臨時書面総会とす 

     る。 

     １ 定期総会は、年度初めに開き、次の事項を審議決定する。 

      （１）前年度活動報告の審議、承認、及び本年度活動案の審議、決定 

      （２）前年度決算報告の審議、承認、及び本年度予算案の審議、決定 

      （３）その他 

     ２ 年度末に書面総会を行う。 

      （１）年度末書面総会は、次年度役員及び会計監査の承認を行う。 

      （２）書面総会の成立は、会員家庭数の２分の１以上とし、議決は提出者の過 

        半数の同意を必要とする。 

     ３ 臨時総会及び臨時書面総会は、実行委員会の決議、または、会員数の５分

の１以上の要求があったときに開く。 
     ４ 会長は必要と認めた時に、臨時総会を招集することができる。 
 

第２１条 総会は、会長によって招集され、日時、場所及び重要議題については原則とし

て事前に通知する。 

     １ 総会は、原則小学部・中学部合同で行うが、場合によってそれぞれが単独

で行うこともできる。その際は、小学部会長、中学部会長がお互いに協議

の上で開く。 
     ２ 総会が開催できない場合、状況に応じて判断する。 
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第７章 会計監査 

 
第２２条 本会に会計監査（小学部保護者２名・中学部保護者２名）を置く。ただし、役

員・各委員会委員を除く。 

 
第２３条 会計監査は役員の選出と同じ方法で推薦委員会が行う。 

 
第２４条 会計監査の任期は１年とし、再任は認めない。 
 

第２５条 会計監査は、当該年度の会計を監査し、総会にて会員に報告する。 

 
 

第８章 個人情報保護の取扱い 
 
第２６条 本会がＰＴＡ活動を推進する為に必要とする個人情報の取得、利用、提供及び

管理については、「個人情報取扱規則」に定め、適正に運用するものとする。 

 

第９章 附則 

 
第２７条 本規約は横浜市立義務教育学校 西金沢学園が開校するにあたり、新たに制定さ

れた規約である。 

第２８条 この規約の改正は、総会、または書面総会において、会員の過半数の同意を得

なければならない。 

第２９条 本会の運営に関し、必要な細則は規約に反しない限り、実行委員会によって制

定及び、改定・改廃することができる。その場合、総会にて報告する。 
第３０条 この規約は、横浜市立義務教育学校 西金沢学園の規約であり、小学部及び、中

学部において、独自に載せる必要のあるものは細則とする。 
 
 
 
令和２年 ２月１２日 改定 
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《 細 則 》 
 

第１章 地区・校外委員会 
第１条 小学部地区・校外委員会の活動時期は、他の委員会と異なる。 
 
 

ＰＴＡ慶弔規定 
 
１ 会員及び、児童・生徒の弔事に際しては、次の基準により弔意を表す。 
  （１）児童・生徒        １０，０００円及び供花 
  （２）会員（教職員を含む）    ５，０００円及び供花 
  （３）教職員の配偶者・父母・子女 ５，０００円及び供花 
２ 会員及び、児童・生徒の弔事に際しては、役員代表が参列する。 
３ その他必要に応じ、役員会の承認を得て、慶弔の意を表す。その場合、実行委員会に

報告する。 
４ 本規定の改定・改廃は、実行委員会が行うものとする。 
 

 

ＰＴＡ旅費規定 

 
１ ＰＴＡ会長の委託、または学校・本会を代表して内外のＰＴＡ活動に参加した場合は、

旅費の実費及び、会食代を支払う。 

２ 本規定の改定・改廃は、実行委員会が行うものとする。 
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【横浜市立義務教育学校 西金沢学園 ＰＴＡ 個人情報取扱規則】 

 

(目的) 

第 1条 横浜市立義務教育学校 西金沢学園 ＰＴＡ（以下、「本会」という。）が保有する個人情

報の適正な取扱いと活動の円滑な運営をはかるため、個人の権利・利益を保護すること

を目的に、ＰＴＡ役員名簿及びその他の個人情報データベース（以下、単に「個人情報

データベース」という。）の取扱いについて定めるものとする。 

（責務） 

第 2条 本会は個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、ＰＴＡ活動において個人情報の

保護に努めるものとする。 

（管理者） 

第 3条 本会における個人情報データベースの管理者は、小中ＰＴＡ会長、学校長とする。 

（取扱者） 

第 4条 本会における個人情報データベースの取扱い者は、小中ＰＴＡ役員、委員、委員会担当

教員とする。 

（秘密保持義務） 

第 5条 個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだり

に他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とす

る。 

（収集方法） 

第 6条 本会は、個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人

に明示する。なお、要配慮個人情報などを収集する場合は、あらかじめ本人の同意を得

る。 

（利用） 

第 7条 取得した個人情報は、次の目的のために利用する。 

    （１）会費集金、管理、広報誌・その他の文書等の送付 

    （２）会員名簿、委員会名簿の作成。緊急時連絡網、登校班連絡網 

（利用目的による制限） 

第 8条 本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達

成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 

（管理・保管） 

第 9条 個人情報は管理者または取扱者が厳重に管理する。又、扱わなくなった個人情報は、管

理者立会いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとする。 

（保管及び持ち出し等） 

第 10 条 個人情報データベース、個人データを取り扱う電子機器などについては、適切な状態

で保管することとする。 

（第三者提供の制限） 

第 11 条 個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供し

てはならない。 
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    （１）法令に基づく場合 

    （２）人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合 

    （３）公衆衛生の向上または児童・生徒の健全育成の推進に必要がある場合 

    （４） 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を

遂行することに対して協力する必要がある場合 

（第三者提供に係る記録の作成等） 

第 12 条 個人情報を第三者（前条第 1号から第 4号の場合及び県、市役所、区役所を除く）に

提供したときは、次の項目について記録を作成し保存する。 

     １ 第三者の氏名 

     ２ 提供する対象者の氏名 

     ３ 提供する情報の項目 

     ４ 対象者の同意を得ている旨 

（第三者提供を受ける際の確認等） 

第 13 条 第三者（前条第 1号から第 4号の場合及び県、市役所、区役所を除く）から個人情報

の提供を受けるときは、次の項目について記録を作成し保存する。 

１ 第三者の氏名 

２ 第三者が個人情報を取得した経緯 

３ 提供を受ける対象者の氏名 

４ 提供を受ける情報の項目 

５ 対象者の同意を得ている旨（事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要） 

（情報開示等） 

第 14 条 本会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令

に沿ってこれに応じる 

（漏えい時等の対応） 

第 15 条 個人情報データベースを漏えい等（紛失含む）したおそれがあることを把握した場合

は、直ちに管理者に報告し、適切かつ迅速な対応に努めなければならない。 

（研修） 

第 16 条 本会は、個人情報取扱者に対し、定期的に、個人データの取扱いに関する留意事項に

ついて、研修を実施するものとする。 

（改正） 

第 17 条 本会の「横浜市立義務教育学校 西金沢学園 ＰＴＡ個人情報取扱規則」は、総会又は、

書面総会において改正する。 

附則 

 本規則は個人情報保護法改正に伴い、平成２９年５月３０日より施行する。 

 

個人情報保護法とは…個人情報とは、生存する個人に関する情報で「ある特定の人物」のものだとわかるもの。「個人

情報保護法とは、個人情報の利用が著しく増えている時代の中にあって、国・地方自治体・個

人情報を取り扱う事業者が守るべき義務などを定めたもので、個人の権利と義務を保護するこ

とを目的に制定され、平成１７年４月１日に施行された。この保護法改正に伴い、PTAもその対

象となり、法律に則り個人情報を守る必要がある。 
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【 PTA 会費と加入保険 】 
 

 小・中両学部にお子様が在籍のご家庭は、各学部それぞれに納入をお願いいたします。 
 
【小学部】 

●PTA 会費 
   PTA 活動を行う際の財源になります。PTA 定期総会において承認された会計予算

を元に執行されます。・・・月 400 円（１世帯） 
 

●加入保険 
◆財団法人 横浜市安全教育振興会 

     保険料：年５００円  
     内 容：①見舞金等の給付 

児童の学校管理下外の事故や、PTA 活動中の事故に対し見舞金が 
          支払われます。※ 
          例：児童が休み時間、校庭で遊んでいる時に転んでケガをしてしまった。 

    ②賠償責任保障制度の実施 
子どもたちの日常生活や PTA 活動遂行時の万が一の賠償事故に備え、

すべての会員を対象とした保障制度です。 
例:自転車に乗っていて、誤って人にぶつかってケガをさせてしまった。 

※学校管理下外とは、学校の敷地外を示すのではなく、教職員の管理下外の活動中であることを示

します。 

 

【中学部】 
●PTA 会費 
   PTA 活動を行う際の財源になります。PTA 定期総会において承認された会計予算

を元に執行されます。・・・月 400 円（１世帯） 
 

●加入保険 
◆財団法人 横浜市安全教育振興会 

     保険料：年５００円  
 内 容：上記小学部加入保険と同じ 
 

※ その他、中学部では日新火災海上保険「学校賠償総合プラン」（学校管理下中の 
個人行為担保学校賠償責任保険）にも加入しています。（詳細は次頁参照）  
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【 ボランティア活動 】 
●PTA 安全活動 
（１）校内での安全・安心活動 

   子どもたちの安全・安心のために、西金沢学園では「保護者札」を着用していただい 

ています。「保護者札」は、入学時に各家庭に配付されます。 

   学校・地域・PTA 行事への参加などで 来校の際には必ず着用してください 。 

              

【保護者札】 表面  

                      「保護者札」は 
                    ・9年間使います。 
                     ・各家庭に 2枚ずつ配付します。  
                     ・転出、卒業時の返却不要で
す。                
 

 

 

 
 

 

（２）校外・地域での安全・安心活動 

   子どもたちの校外・地域での安全・安心のために、小中学部保護者及び地域の有志の方

に「見まもり隊カード」をお渡ししています。 

   

  【見まもり隊カード】 裏面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●PTA 行事ボランティア活動 

 年度末に、次年度の各行事のボランティアを募り、お手伝いをお願いしています。 

＊運動会（準備、児童の見まもり、後かたづけなど）…小学部のみ 

＊体育祭（案内係、パトロールなど）…中学部のみ 

＊くすのき祭（案内係の手伝いなど）…中学部のみ 

＊マラソン大会（児童の見まもりなど）…小学部のみ       

 
「見まもり隊カード」は次のような時に着用 
してください。 
・子どもの登下校時の声かけ、送迎時など。 
・犬の散歩やウォーキング、買い物、家のまわりの 
道路掃除時など。 

・その他必要に応じて、地域の行事・会合の時など。 

西 金 沢 学 園 

保 護 者 

Name 

西金沢学園 

見まもり隊 

西金沢学園 PTA 
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【 横浜市内・金沢区内 PTA とのつながり 】 

 
 

☆横浜市 PTA 連絡協議会と金沢区 PTA 連絡協議会  

 

 
 ★横浜市 PTA 連絡協議会とは  （市 P 連） 

横浜市内 18 区の小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・特別支援学校 PTA が加入

し、情報交換・各種研修会・講習会などを行っています。また、輪番制によって横浜市

PTA 連絡協議会常置委員会（広報委員会・事業研修委員会）を担当します。（平成１９

年度に釜利谷西小学校として広報委員を担当、平成２７年度は西金沢小中学校として事

業研修委員、令和２年度は西金沢学園として広報委員を担当） 

 

 

 ★金沢区 PTA 連絡協議会とは  （区 P 連） 

金沢区の小学校・中学校・義務教育学校 PTA（計 3１校）が加入し、A・B・C・D の４

ブロックで構成され、情報交換・各種研修会・講習会・代表者会・会長会などを行って

います。また、輪番制によって会長校・副会長校・歓送迎会幹事校を担当します。（平成

14 年度に釜利谷西小学校として会長校を担当、平成 22 年度は西金沢小中学校として副

会長校、令和元年度は西金沢学園として副会長校を担当） 
 
 
                < 金沢区 PTA 連絡協議会 >                               
                  
                   
                   
                              
                              
                              
 
 
 

 

 

 

A ブロック９校   D ブロック７校 

釜利谷･金沢地区    並木地区 

          

 

 B ブロック 8 校   C ブロック 7 校 

六浦地区      富岡地区 

 

 

 

 

西金沢学園 
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  区 P 連 A ブロック （ ９校 ） 

☆金沢小学校     ☆金沢中学校 

☆釜利谷小学校    ☆釜利谷中学校 

☆八景小学校     ☆西金沢学園(小学部・中学部) 

☆文庫小学校         

☆釜利谷東小学校 

☆釜利谷南小学校 

 

 

 

  区 P 連 B ブロック （ ８校 ） 

☆六浦小学校     ☆六浦中学校 

☆大道小学校     ☆大道中学校     

☆瀬ヶ崎小学校       

☆朝比奈小学校 

☆高舟台小学校 

☆六浦南小学校 

 

 

 区 P 連 C ブロック  （ ７校 ） 

☆富岡小学校     ☆富岡中学校 

☆西富岡小学校    ☆小田中学校 

☆能見台小学校 

☆小田小学校 

☆能見台南小学校 

 

 区 P 連 D ブロック  （ ７校 ） 

☆西柴小学校     ☆西柴中学校 

☆並木第一小学校   ☆富岡東中学校 

☆並木第四小学校   ☆並木中学校 

☆並木中央小学校 

 



   

 

ＰＴＡとは・・・・ 

    Parents & Teachers Association  の略称です。 

西金沢学園ＰＴＡは 

保護者と教職員が手をとりあってお互いに協力し、 

支え合うＰＴＡ活動を進めていきます。 

 

 

 

 

（令和２年度改訂 西金沢学園ＰＴＡ役員会 作成） 

 ニーナちゃん    りす～ん 

西金沢学園のマスコットキャラクターたち 
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