
 

サンチャゴ日本人学校ＰＴＡ会則 

Reglamento del PTA del Colegio Japonés 

 

第１条（名称） 

本会はサンチャゴ日本人学校ＰＴＡと称する。 

 

第２柔（事務局） 

本会の事務局をサンチャゴ日本人学校に置く。 

 

第３条（目的） 

サンチャゴ日本人学校児童・生徒の保護者と教員が協力し、児童生徒の教育向上を目指すことを目的とし、 

学校並びに日本文化教育財団と連携し、教育の充実発展と会員相互の親睦を図る。 

 

第４条（会員） 

サンチャゴ日本人学校児童・生徒の保護者と派遣教員をもって構成する。 

会員は1家族につき１議決権を有する。以下会員とは議決権を有する会員を指すものとする。 

 

第５条（役員） 

本会に次の役員を置く。 

１．会長      １名 

２．副会長    １家庭 

３．書記・会計 １家庭 

 

第６条（役員の任務） 

      本会の役員の任務を次のように定める。 

       １．会長は本会を代表し、会務を総括する。またオブザーバーとして日本文化教育財団理事会に出席する。 

       ２．副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はこれを代行する。 

       ３．書記・会計は本会の書記と会計の任に当たる。 

 

第７条（会議） 

本会は次の会議を開催する。 

       １．総会 

       ２．役員会 

       ３．学年委員会 

 

第８条（総会） 

       １．総会は本会の最高議決機関であり、会員により構成され、毎年年度始めに会長が召集する。 

但し、次の場合には臨時に召集しなければならない。 

（１）会員の３分の1以上の請求があった場合 

（２）役員会が必要と認めた場合 

       ２．次の事項は総会で決めなければならない。 

（１）会則の制定及び改廃 

（２）役員及び監事の選出 

（３）活動方針 

（４）予算、決算及び会費  

       ３．総会は会員の２分の１以上の出席で成立し、出席会員の２分の１以上の賛成で議決する。 

   賛否同数の場合は議長が決定する。 



         但し、会則の改廃は出席会員の３分の２以上の賛成をもって議決する。 

       ４．総会は本会の会長が議長としてこれを主宰する。 

 

Octavo “Asamblea” 

   1. Asamblea General del PTA, en adelante  la “Asamblea”, es un órgano de decisión supremo del PTA y  

          se compone por todos los miembros del PTA.  El presidente convoca a la “Asamblea” cada año al  

          comienzo del período escolar.  Sin embargo,se podrá y deberá couvocar una  asamblea  

     extraordinaria en los siguientes casos. 

      (1) En caso de que sea requerido por un tercio(1/3) de los miembros. 

      (2) En caso que el directorio del PTA estime conveniente 

       2. Los siguientes puntos deberán  ser decididos por la “Asamblea” ordinaria 

             (1) Legislar y revisar  los reglamentos del PTA del Colegio Japonés 

             (2) Elegir los miembros del directorio y al auditor del PTA  

             (3) Concepto de las actividades del año 

             (4) Plan de presupuesto, informe del balance del año y cuota de socios 

       3. Para poder decidir la “Asamblea” deberá contar con la asistencia de más de la mitad(1/2) de los  

          miembros y la aprobación de más de la mitad (1/2) de los asistentes. Si hay empate en la votación, el 

          presidente toma la de terminación. Para determinar la revisión de los reglamento del PTA de Colegio  

          Japonés se necesitará la aprobación de más de dos tercios (2/3) de los asistentes 

       4. La “Asamblea”será presidida por el presidente. 

 

 

第９条（役員会） 

 １．役員会は定例会議を開催する外、必要に応じ臨時会議を開催する。 

 ２．役員会は、会長・副会長・書記・会計と、校長・教務・財団関係者で構成される。 

 ３．役員の任期は１年とし、交代時期を４月とする。 

また、欠員が生じた場合は、役員会の選任により、必要に応じこれを補充する。 

後任役員の任期は前任者の残任期間とする。 

 ４．役員会は会費の徴収の任に当たる。 

 

第１０条（学年委員会） 

       １． 学年委員会は、必要に応じ臨時会議を開催する。 

       ２． 学年委員会は学年委員および役員で構成される。 

       ３． 学年委員は各学年より１名ずつ選任し、任期は一年とする。  

 

第１１条（監事） 

本会に監事1名を置き、会計を監査し、その結果を総会に報告する。 

 

第１２条（会費） 

本会の事業活動に充当するため、会員より会費を徴収することができる。 

会費は１会員（家族）あたり月３、０００ペソとし、年度初めに１回（１２か月分）徴収することができる。 

４月末日時点での在籍会員を対象に、５月を徴収時期とする。 

尚、帰国等により脱会する場合、脱会する月以降についての会費返却は行わない。 

また、年度途中の入会員に対しては９月末日時点での在籍会員の場合、６カ月分の会費を１０月に徴収し、それ

以降の入会員に対しては次年度からの徴収とする。 

    ５月 ３６,０００ペソ （４月～３月の１２カ月分） 対象者：４/３０時点の在籍会員 

   １０月 １８,０００ペソ （１０月～３月の６カ月分） 対象者：年度途中入会員（～９/３０） 

   １０月以降の年度途中入会員に対しては次年度より会費徴収する 

 

 

 



Décimo Segundo  “Cuota de Socio” 

La cuota de socio será de 3,000 pesos al mes por socio （grupo familiar）. Estas serán destinadas a los 

objetivos del PTA, y se recaudarán una vez al año (las cuotas de 12 meses), en Mayo. 

En caso de retirarse del PTA por regreso al país etc., las cuotas de socio correspondientes a los mes

es posteriores al mes de retiro no serán reembolsadas.  

Además, para aquellos socios que se unan a mediados de año (hasta fines de Septiembre), se recaud

arán las cuotas de socio correspondientes a 6 meses en Octubre. Para aquellos que se unan a partir 

de Octubre, las cuotas se recaudarán a partir del año siguiente. 

 

Mayo     36,000 pesos (por 12 meses de Abril a Marzo) Socios al 30 de Abril 

Octubre 18,000 pesos (por 6 meses de Octubre a Marzo) Socios que se unen a mediados de año 

(hasta el 30 de Septiembre) 

Para aquellos socios que se unan a partir de Octubre, las cuotas de socio se recaudarán a partir 

del año siguiente (en Mayo). 

 

 

第１３条（会計） 

１．本会の経費は会費及び寄付金、その他収入をもってこれに充てる。 

２．本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 

 

附則 1999年（平成11年） 3月 6日 一部改正 

附則 2005年（平成17年） 3月 5日 一部改定 

附則 2005年（平成17年） 5月 7日 一部改定 

附則 2006年（平成18年） 4月22日 一部改定 

附則 2007年（平成19年） 3月 3日 一部改定 

附則 2010年（平成22年） 3月 6日 一部改定 

附則 2013年（平成25年） 2月23日 一部改定（スペイン語訳） 

附則  2014年（平成26年） 4月26日 一部改訂 

附則 2015年（平成27年） 4月25日 一部改定 

附則 2020年（令和2年）  2月29日 一部改定 

附則 2020年（令和2年）  5月 9日 一部改定 

附則 2021年（令和3年）  2月27日 一部改定 

附則 2022年（令和4年）  5月14日 一部改定 

 

 


