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2022 年度第 2 学年 学年集金について（お知らせ） 

BAYARIN NG GRADE TWO SA BUONG TAON 

 

保護者のみなさまにはますますご清祥のことと存じます。 

本年度 の学年集金 を下記 のように計画 いたしました。三重県教育文化会館 の学校納付金 システムを利用 して集金 を行 い

ます。ご登録 の口座 から振替 をさせていただきますので、ご協力 をよろしくお願 いします。 

Ang bayarin sa taong ito ay nakasaad sa ibaba.  Ang nasabing halaga ay iaawas sa bankong ipinarehistro 

ninyo sa paaralan.  Hinihiling na ilagay sa banko ang bayad para sa matrikula kada buwan.  

 

 

※ 口座振替について Tungkol sa pag-awas ng matrikula sa banko  

 4 月、8 月、3 月を除く 9 月振替徴収します。 

Maliban sa April, August, March, siyam na beses ang schedule ng pagbabayad ng matrikula.  

 5 月に 4・5 月分、9 月に 8・9 月分、2 月に 2・3 月分をそれぞれまとめて集金します。  

Sa May (April at May), sa September (August at September) at Sa February (February at March) . 

 本校に兄、姉がいる場合 PTA 会費は集金しません。 

Kung may kapatid sa paaralan, isa lang ang babayarang PTA fee.   

※ 口座振替日 Araw ng pag-awas kada buwan para sa bayad sa matrikula.  

 毎月 1 日（土日祝日のときはその翌日）が振替日となります。残高にご注意ください。 

Kada unang araw ng buwan (maliban sa Saturday, Sunday at Holiday) Maglagay ng sapat na halaga. 

※ 口座残高不足のとき Kung hindi sapat ang perang nakalagay sa banko.  

 引き落としができなかった場合は「納入のお願い」をお渡しします。現金で担任（学校）まで届けてください。 

Kung hindi naiawas ang matrikula sa banko, magpapadala ang paaralan ng papel at hinihiling na 

bayaran ito ng cash sa paaralan.  

※ 以下の場合は、早急にご連絡ください。Tawagan agad ang paaralan tungkol sa mga sumusunod na bagay. 

転校などの場合。通帳名義人の変更や解約の場合。やむを得ず登録口座を変更する場合（専用の「基本登録書(変更)」をお渡

しします。）kung lilipat ng paaralan, kung nagbago ang pangalan sa bank account o nakansela ito o kung 

nagpalit ng account number.  

※ その他 Iba pang bagay  

 通帳には、「ガッコウノウフキン」と印字されます。Ang nakalagay na pangalan sa deduction ay Gakko no Fukin. 

 社会見学にかかる費用は別途集金します。Hindi kasama sa matrikula ang bayad para sa field trip. 

 令和４年度より、デジタル教材の使用料の内、一部（月額 200 円）を学年費から充てさせていただきます。 

May karagdagang 200 yen kada buwan para sa digital materials simula school year 2022. 

第2学年 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 合計

給食費
きゅうしょくひ

8,800 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 8,800 48,400

学年
がくねん

費
ひ

3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,500 1,900 0 0 14,400

児童
じ ど う

会
かい

費
ひ

PTA会費
か い ひ

800 400 400 800 400 400 400 400 800 4,800

環境整備費
かんきょうせいびひ 500 250 250 500 250 250 250 250 500 3,000

振替手数料
ふりかえてすうりょう 55 55 55 55 55 55 55 55 55 495

合計
ごうけい

13,155 7,105 7,105 7,755 7,105 6,605 7,005 5,105 10,155 71,095

振替
ふりかえ

日
び

5月2日 6月1日 7月1日 9月1日 10月3日 11月1日 12月1日 1月4日 2月1日

各月
かく つき

20円
えん

を学年
がくねん

費
ひ

から支払
しはらい


