
PTA総会の中で、学校および双葉会副会長より 重要なお話をいただきましたので一部

ご紹介いたします。

＜ピックアップ時の注意＞

ルールに従い、保護者が必ず校内まで迎えに来るよう徹底してください。子どもの呼
び出しに携帯電話を使用しないでください。

＜遅刻時のルール改定＞
これまでは、授業開始後 25分以内に限り、途中参加を認めていましたが、  今年度よ
り、小学1年生以外は随時入室可と変更します。

＜安全な運営＞
シカゴ校舎正面玄関前に自爆テロ防止のための青色のポールを設置しました。
防爆フィルムを全窓ガラスに貼る作業を完了しました。

＜双葉会 澤木副会長より＞
今回ARCTECH社より２万ドルの寄付をいただきましたので、図書の拡充を行います。

質疑応答では、「卒業アルバムのガイドライン」「英語での情報発信」「学級代表選出
のあり方」「議事録の公開」など、保護者の皆様から貴重なご意見をいただきました。
これらにつきましては今後の PTA活動の課題として協議していきたいと思います。
本年度もPTA役員は一丸となって子どもたちの成長と学校生活をサポートしていける

よう精一杯取り組んでいきたいと思っておりますので、保護者の皆様には今後とも

PTA活動にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

また、昨年度一年間補習校の子どもたちのためにご尽力いただきました

2017年度のPTA役員の皆様、一年間本当にお疲れさまでした！
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PTA総会および第1回学級代表・交通部合同会議　開催報告

5月5日(土)、2018年度PTA総会および第一回学級代

表・交通部合同会議を開催いたしました。

お忙しい中、保護者の皆様には多数ご出席いただき

ありがとうございました。

コール双葉の皆さんの美しい歌声からスタートし、ら

んちたいむくらぶ、HAPTAの活動内容が紹介されま

した。

認めていました。→認めていました
が、

いただいた→いただきましたので

↓↑いいね！賛成！

↑↓了解！直しました♪

http://www.futabahoshupta.org


啐啄同機（そったくどうき）

校長　島袋　克
 

　 シカゴに来て一ヶ月が過ぎ、五月も中旬を迎えようとしています。毎日が慌ただしく過ぎていく

中で、季節は確実に春に向かっていっているのを感じます。ただ、四月でも降る雪や先日の落雷

を伴う大豪雨、真夏を思わせるような陽気が続いたかと思えば突然の冷え込み等、日々ダイナ

ミックに変化するシカゴの自然に、まだまだ予断は許さないと気持ちを引き締めています。

さて表題の「啐啄同機」（そったくどうき）ですが、これは禅宗で「今まさに悟りを得ようとしてい

る弟子に、師がすかさず教示を与え、悟りの境地に導く」ことを言います。話が横道にそれます

が“忖度”（そんたく）という言葉が昨年、日本の流行語大賞の候補になったことは皆様の記憶に

新しいことかと思います。忖度は“相手の気持ちを推し量る”という意味で悪い言葉ではないので

すが、極めて日本的な表現で、欧米人等にはなかなか理解しにくいかも知れません。

　 話を表題に戻して「啐啄同機」（そったくどうき）ですが、次の二つの漢字から成り、意味は以下

の通りです。

【啐】そつ　雛鳥が卵の内側から殻をつついて破り、外に出ようとすること

【啄】たく　親鳥が卵の外側から殻をつつき、雛が外に出るのを助けようとすること

　 つまり、雛が卵から孵るとき、親鳥がその気配を感じ取り、クチバシでコツコツと外側から卵を

叩き、雛の孵化を助けることを「啐啄同機」（そったくどうき）と言うのです。（もしかしたら先ほどの

“忖度”（そんたく）にも少し通じるところがあるのかも知れません。）ちなみに私は、子どもの頃ニ

ワトリを飼っていて、「啐啄同機」の瞬間を何度か見たことがあります。

　 何かを学び、何かを教えるときに重要なポイントとなるのは、学ぶ側と教える側のタイミングで

す。双方のタイミングが一致したとき、教育は最大の効果をあげます。

　 補習校に通っている子どもたちの家庭環境や生育歴等は様々で、それぞれの性格や個性も

様々です。我々教師や保護者は、一人一人の子どもが何を欲しているのかを、親鳥のように敏

感に感じ取り、その時、その場に合った支援を「絶妙のタイミング」で提供できればと思います。

お互いに協力しながら子どもたちの可能性を最大限に引き出していきましょう。

　

　 今年度ＰＴＡ役員になられた皆様方、日頃より本校教育への献身的なご支援とご協力ありがと

うございます。

PTAのＰはParticipation(参加)、ＴはTeamwork(チームワーク)、ＡはAppreciation(感謝)です。

　これからも”参加し、協力し、感謝し合える団体”であることを祈念し、簡単ですが、校長あいさつ

とします。一年間宜しくお願いします。

【校長挨拶】

しまぶくろ　かつ

 

ほんとだね！
これは直しておきます！

←校長写真、美白？加工し
すぎたかな・・・？
元の写真が良ければ言って
ね！

校長写真美白でいいと思う！

【啄】助よう→助けよう
だけど、直さずいく？

こちらの方がいいで
す♪



文化部

補習校に来校される際は、 補習校駐車ルールを

お守りくださいますようお願いいたします。  

このルールは、補習校通学者や保護者のみなさ

まの安全・円滑な駐車場の利用だけでなく、近

隣住民の方、駐車場をお借りしているセントエド

ナ教会の利用者の方々に迷惑をかけないよう配

慮して作られております。各駐車場の走行方

向、制限速度をお守りください。また、近隣住宅

のドライブウェイに頭を突っ込んで Uターンする、

路地（alley）を通り抜けるなどマナー違反のない

ようお願いいたします。

駐車場ルールにあります「特別対応時」は、来校

者が多く見込まれる時のみに有効となります。

事前に学校、またはPTAより連絡が入りますの

で、それ以外の日は、通常時の駐車場所をご利

用ください。

補習校駐車ルールは PTAホームページにも掲

載しております。詳細な説明も掲載しております

ので併せてご確認ください。

補習校駐車ルールの詳細な説明は こちら

 

ＰＴＡ文化部からこんにちは

文化部の主な活動は、様々な行事の開催と日

本文化資料の管理、貸出しです。春は先生方が

保護者の皆様と懇談会をなされている間に行う

子ども向けイベント（コール双葉＆らんちたいむ

くらぶ、チャンピオン柔術のセルフディフェンスデ

モ、ミッドウェスト音楽院生演奏会）、秋には現

地校の先生方をお招きして日本文化を紹介す

るオープンハウス、そして新年には子ども達の

書き初め展を開催します。その他に、年に三

回、小学3年生以上の生徒さんを対象に書道教

室を催しております。第一回目は６月９日に開

催されます。

着物や民芸品、茶道用品、学校関係用品など

の文化資料も貸出ししておりますので現地校等

のイベントの際はご利用ください。貸出しを希望

される方は、貸出し希望日の２週間前までに、

bunka.kashidashi@gmail.com　までご連絡くだ

さい。又、文化資料の受け入れも行っておりま

す。詳しくはPTAホームページの文化部のサイ

トをご覧ください。皆様のご参加、ご利用、そし

てご協力をお願いいたします。

交通部

文化部さん文章の5行目
らんちたいむクラブ
↓
らんちたいむくらぶ

直しました！

http://www.futabahoshupta.org/?page_id=94


1. PTA図書の利用について

利用時間･場所

＊月曜から金曜の間に PTA図書の貸出しをご希望の場合は、 PTA図書室の鍵を事務室で借りていただき、利用後は速
やかに鍵を返却してください（持ち歩き厳禁）。
＊土曜は通常 PTA図書室は開いていますので、鍵を借りに行く必要はありません。開いていない場合は同様に事務室
で鍵を借りてください。
 
利用方法
＊貸出時: 補習校用貸出しノートに必要事項を記入してください。
＊返却時: 貸出しノートに返却日を記入し、本を所定の書架へ戻してください。
＊今年度の新刊本は白上先生より貸出しいたします。
＊利用可能な冊数、貸出し期間は下表の通りです。

注意事項
PTA図書室での図書の貸出し・返却は、保護者の皆様の自己管理にお任せしております。皆様が気持ちよくご利用でき
るよう、整理整頓を心がけてくださいますようお願いいたします。

2. 児童図書の利用について
 
利用時間･場所

利用方法
＊貸出時: カウンターにある貸出しノートに利用者氏名・長子学年・本のタイトル及びバーコード番号を記入する。
＊返却時: 貸出しノートに返却日を記入し、本を所定の書架へ戻す。
＊利用可能数は 1回1冊、貸出し期間は 1週間です。
 
注意事項
児童生徒への貸出しを優先しますので、 “ 子どもたちにまず読ませたい新しい本　” などはご遠慮願います。
保護者の方が借りた場合、各自責任をもって返却くださいますようお願いいたします。
 

☆図書部では、常時古本のご寄付を受け付けております。
　帰国・引越し等で本の処分をお考えの方は、ぜひ図書室にご寄付くださいますようお願いいたします。

図書部
ＰＴＡ図書ならびに児童図書のご案内

保護者の方々も PTA図書および児童図書を借りることができます。
利用方法をご案内いたしますので、ぜひご利用ください。

曜日 時間 場所

月曜～金曜 9:00 ～ 15:30
PTA図書室

毎週土曜 8:30～9:55および14:30～15:00

種類 利用可能な冊数 貸出し期間

新刊本 1回1冊まで 2週間

旧刊本 1回3冊まで 4週間

曜日 時間 場所

毎週金曜 13:45～14:15
学校図書室

毎週土曜 9:00～9:55および14:30～15:00

“”　←ダブルコーテーションの前後の空白はPDFにした時にいい感じの配
置になります。



2018年度PTA役員紹介

PTA役員会は、会長1名、副会長3名、会計2名、書記3名、広報3名、IT2名、専門部 (文化、図
書、交通) 部長6名の総勢20名で構成されています。また、専門部では副部長 4名にも業務を
補助してもらっています。子どもたちが快適な補習校生活を送るために微力ながら精一杯努め
てまいりたいと思います。保護者の皆様にはご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、役員24名の紹介です。

【会長】
①法亢　智光（ほうが　ともみつ）
②中1、小4
③3年半
④・息子のサッカー＆娘のスケートを見るのが楽しみ
・学生時代からの趣味アメフト観戦
　（カレッジフットボールの聖地ノートルダム大学の試合を初めて見て感動！）
・シカゴに来てから始めた超簡単料理 (家族の「美味しい！」が何よりのモチベー
ション)
⑤・モーターホームでグランドサークル 2,100kmを巡る旅は、一生の思い出。
・"Fuddruckers" これぞアメリカ！というハンバーグが家族皆のお気に入りです！
・Rockin' Jump(トランポリン場 ): インドアなので、シカゴの冬でも思いっきり遊べ
ます！

【役職名】
①名前(ふりがな)
②子どもの学年
③在シカゴ年数
④趣味または
　 最近はまっていること
⑤おすすめスポット
　(観光地、レストラン、遊び場など)

写真
もしくは
イラスト

役員一人ひとりが5つの質問に
答えました。
「⑤おすすめスポット」は
ぜひ参考にしてみて
くださいね！！

会長
役員紹介⑤おすすめスポットにリンクを貼ってみまし
た。（あやちゃん案）
私が行ったことのないところばかりなので、執筆者に
原稿チェックの依頼をする時には、リンク先があってい
るのかも確認をお願いしてもらいたいです。

リンク貼り付けすごくいいね！
調べるの大変だったでしょ。
ありがとう！

ほんと、大変だったね。ありがとう。

http://www.fuddruckers.com/
https://rockinjump.com/


【副会長1】
①近森　壮彦（ちかもり　たけひこ）
②小5、小4、小1
③3年
④ゴルフとテニス（最近ちょっと行けてないですが）
⑤モニュメントバレーの雄大な自然には圧倒されました。

【副会長2】
①徳田　竜一（とくだ　りょういち）
②中1、小5、小2
③ミルウォーキー在住２年
④旅行（仕事で海外に行った時の観光（歴史的建造物、博物館、食事）、家族との
ドライブ旅行）、最近、家族でチェスにはまっています。
⑤Wisconsin Dells

【副会長3】
①ジョヴァノヴィッチ　久美子（ジョヴァノヴィッチ　くみこ）
②小5、幼稚部
③18年
④ヨガとギター。ヨガは週 3で欠かさずやってます。  ギターは以前小5の息子と
一緒に、小1のパンダリアン先生のギタリストの旦那様に教えていただきました。
⑤シカゴにあるSawada Coffeeとその地下にあるHigh-Five Ramen.  日本人の有
名なバリスタが経営している Sawadaのラテは、多分シカゴ 1美味しいと思います。
このラーメン屋さんは人気でかなり並ぶし、中は狭くて暗くて良く見えないし、食べ
たらすぐに追い出されてしまいますが、ラーメンはちゃんと美味しくて、風変わりで
面白いです。

【会計1】
①角野　東吾（かどの　とうご）
②中1、3歳の娘（幼稚部でお世話になるかも？）
③4年
④子供との散歩
⑤超LOCALなCafeですが、Mocha Moment 1121 Center Ave, Janesville, WI 
53546。田舎町のアットホームな Caféでまったりしたいという方には満足いただけ
るかと。コーヒー一杯で何時間でも居座れます。個人的にはアメリカでこれまで食
べた中で一番美味しかった ChiliSoupがお勧めです。Madison、Wisconsin Dells
方面へお出かけの途中にお立ち寄り下さい。但し日曜休業が玉に瑕。

【会計2】
①ランベール　香織（ランベール　かおり）
②中2、小5、5歳
③1年9か月
④時短家事
⑤ヨセミテ国立公園。自然の偉大さにのまれるとともに、アメリカ開拓していった人
たちについて思いを馳せることができます。シカゴの大都会に疲れたら、ぜひ！

副会長

会計

 質問内容 ①名前 ②子どもの学年 ③在シカゴ年数 ④趣味または最近はまっていること ⑤おすすめスポット(観光地、レストランなど) ←⑤の「遊び場」は文字
が入りきらないので入
れていません。

④のギターは以前小５の息子
PDFで見ると
「小」と「５」の間にスペース入ってるよう
に見えるけどレイアウトでは入ってな
い。何でだろう。

私も気になってたんだけどうま
く直せなかったのー…。
いま、試しに「息子と」の後に改
行入れたら小5部分は改善した
感じ！改行箇所に若干違和感
あるかもしれないけど、この方
がいいね！これでいきます ♪

http://sawadacoffee.com/
http://highfiveramen.com/
http://www.mochamoment.com/


【書記1】
①多田　智子（ただ　ともこ）
②中1、小5
③1年半
④編み物、読書（漫画 …）
⑤シカゴ美術館のDining; Terzo Piano (3F) 小綺麗なダイニング。天気のいい日
に、テラス席が開放的でよかったです。

【書記2】
①榛葉　由香（しんば　ゆか）
②小5、小2
③11ヵ月（アメリカ生活は 5年目）
④ヨガと刺繍 ,友達に教えてもらって始めた刺繍は、すき間時間にチクチクと。一つ
仕上げるのに数か月かかるくらいのペースでのんびり続けています。

【書記3】
①藤井　悦子（ふじい　えつこ）
②小6、小4、小2
③3年
④フードスタイリング、料理、食べ歩き、旅行、写真、アート＆建築巡り
⑤GT Prime Steakhouse（707 N Wells St,Chicago）スタイリッシュながらも、家族
で行けるステーキハウス。お肉のレア具合が最高でした ♪ 記念日などに、ぜひ。

【広報1】
①奈良　いづみ（なら　いづみ）
②中1
③約2年
④近所の犬の散歩
⑤MAIN EVENT(室内遊び場 )。ボーリング、レーザータグ、グラビティロープ、
ゲームなど。お誕生日会もできます。  

【広報2】
①河野　育子（こうの　いくこ）
②小2、小1
③3年半
④映画The Greatest Showman.  大迫力の歌と映像に圧倒されます！息子たち
が毎日サントラを聴きながら歌っているので、私の頭から離れません …
⑤PHO SON HA（Palatine）素朴なベトナム料理店。補習校からも近いですよ ♪

【広報3】
①井野　由香（いの　ゆか）
②中3、小5、幼稚部
③9ヶ月
④シャドーボックス
⑤LAにある居酒屋の本多屋です。お友達がやっているお店なのですが、焼き鳥
が本格的な炭火焼きで美味しいです！お寿司、ラーメン、たこ焼き何でもありで
す。旅行で行かれた際は、日本食が恋しくなったら是非行ってみてください。

書記

広報

 質問内容 ①名前 ②子どもの学年 ③在シカゴ年数 ④趣味または最近はまっていること ⑤おすすめスポット(観光地、レストランなど)

※画像はお借りしました

⑤Mars Cheese Castle 地元産のチーズやワイン、ジャムなどが沢山あって、とっても楽しいです。外観
も印象的！近くのファームへご家族でアップルピッキングなどへお出かけの際に、ぜひ。

ゆかちゃん
「本田屋」のリンク先はこれ
で合ってる？？

合ってるよ！ありがとう。
後、②中3って入れてもらっても良い？
皆さん補習校に通ってるお子さん入れ
るかバラバラなんだけど、お兄ちゃんの
ママとも少ないから、これがきっかけで
声かけてもらえたらうれしいので、載せ
てほしいな。

中3を追記し
ました♪

http://www.terzopianochicago.com/
https://gtprimerestaurant.com/
https://www.mainevent.com/
http://www.phosonhapalatine.com/
http://www.izakayahondaya.com/
https://www.marscheese.com/


【IT1】
①広部　誠（ひろべ　まこと）
②高1
③6年
④ゴルフ（の練習）
⑤夏になると、子供と LibertyvilleのIndependence Groveに魚釣りに行きます。
ボートもレンタルできるし、大きなバスが釣れることもあって楽しいですよ～。

【IT2】
①大里　妙子（おおさと　たえこ）
②中2、小5
③27年
④読書、マンガ、PCゲーム
⑤インドア派なので･･･。

I T

 質問内容 ①名前 ②子どもの学年 ③在シカゴ年数 ④趣味または最近はまっていること ⑤おすすめスポット(観光地、レストランなど)

【図書部 部長1】
①角谷　幸生（かくたに　ゆきお）
②小6、小2
③2年
④各地域のハンバーガー（ WI:Culver's, OH:Smash, CA:In-N-Out）
⑤Wisconsin Dells

【図書部 部長2】
①中山　紀子（なかやま　のりこ）
②小6、小3
③約4年
④2年前に始めたテニスにハマってます！
⑤レストラン　Seasons 52　量が多くなく、デザートも可愛らしいサイズで、いろい
ろ食べたくなります。

【図書部 副部長1】
①浅井　和也（あさい　かずや）
②中2、小5
③4年
④体を動かすこと
⑤Matthiessen State Park

【図書部 副部長2】
①ジョーブ　敦子（ジョーブ　あつこ）
②小6
③5年
④料理本の収集
⑤Lylic Opera of Chicago ちょっとおしゃれして非日常を楽しむのに良いと思いま
　す。

図書部

https://www.lcfpd.org/ig/
https://www.culvers.com/
http://smashburger.com/
http://www.in-n-out.com/
https://www.seasons52.com/
https://www.dnr.illinois.gov/Parks/Pages/Matthiessen.aspx
https://www.lyricopera.org/


【交通部 部長1】
①サーナンスキー　諭美絵（サーナンスキー　ゆみえ）
②小4、小1、4歳
③5年
④ガーデニング、お菓子作り
⑤Vera Bradley。家族へのプレゼントを探しているときに執行部の友人に紹介し
てもらったお店。店内も明るく、プレゼント用に可愛いラッピングもしてくれて、大満
足でした！Designed in USAだそうです。

交通部

 質問内容 ①名前 ②子どもの学年 ③在シカゴ年数 ④趣味または最近はまっていること ⑤おすすめスポット(観光地、レストランなど)

【文化部 部長1】
①リブラー　花織（リブラー　かおり）
②小4、4歳
③16年
④ヨガ、ウクレレ、美味しいスイーツ巡り
⑤ローガンスクエアの我が家から数ブロック先にある Bang Bang Pieというパイ
ショップ。チキンポットパイや、ビスケット、パイも色々な種類がありこれからアウト
ドアパティオでゆったり！おすすめです。週末は行列ですが。。。他にも、ホットチョ
コレートが美味しい、 Katherine Anne Confectionsなど、ローガンスクエア是非是
非足をお運びくださいませ。

【文化部 部長2】
①パセンテ　典子（パセンテ　のりこ）
②高2、中3
③16年
④インテリア雑貨集め、生け花、お笑い鑑賞
⑤我が家の近くの中華レストラン  Gourmet House のPan FriedNoodle（あんかけ
固焼きそば）はおススメの一品です。お越しの際はパセンテカフェにお立ち寄りく
ださい♪

【文化部 副部長】
①嶋田　ことえ（しまだ　ことえ）
②小2
③2年
④旅行、料理、アイスホッケー観戦
⑤StreamWoodのCRAZY CRAB ヘッドレスシュリンプ  ソース３種MIX

文化部

おいしいスイート巡り
↓
スイーツ巡りかなと思ったけど
このままでいいかな？

お笑い観賞
↓
お笑い鑑賞？

「鑑賞」だね！
直しました♪これは本人に確
認しなくていいよね？

私も悩んだー。やっぱりスイー
ツかな。ご本人に確認すべ
き？勝手に直す？

【交通部 部長2】
①関野　陽子（せきの　ようこ）
②小6、小5
③1年10ヶ月
④庭の雑草取り
⑤J. Hancock Center上からの景色

【交通部 副部長】
①村山　智子（むらやま　ともこ）
②中3、小5
③2年
④ペーパークラフト、フィギュアスケート観戦
⑤５月のインディアナポリス（ INDY500観戦と併せてアンティークショップ巡りとお
得な小旅行が楽しめます）

うん。原稿確認の時に聞かれた
ら答えればいいと思う。

本人に確認し
て訂正しました

https://www.verabradley.com/us/Home
http://www.bangbangpie.com/
http://www.katherine-anne.com/
http://www.gourmethousealgonquin.com/
https://www.crazycrabseafood.com/
http://www.360chicago.com/japanese/
https://www.indianapolismotorspeedway.com/


大変恐縮なのですが、メールでの平打ちで次の点を送りますので、

上手く綺麗な日本語で搭載して下さい :

1) 去年度は、全メンバーは 21名。そのうち2名のAmigasはなんと、

補習校の先生へ「変化」。

2) 今年度は早速2名がメンバーになり、「 Fresh Blood」が参戦。

3) HAPTA設立からの目標の通り、学校の行事なので人手が足りな

い時に、気楽にサポートしてちびっ子達や先生達へ貢献したいです

ね。今年は新たに下記へのトライがありますので、宜しくお願いがで

す:

ー Open House
ー 中高生がポイントとして得ることの出来るボランティア活動

1) メンバーの変化

昨年度の全メンバーは21名。そのうち2名のAmigasはなんと、補習校の先生に「変化」しまし

た！

2) 新メンバー加入

今年度は早くも2名がメンバーに加入し、新たな戦力となっています。

3) 今後の活動予定

HAPTA設立からの目的であった、学校行事などの人手不足を気楽にサポートし、子供達や先

生方への貢献が引き続きできたらと思っています。

今年度は、新たに以下2点へのサポートを予定しています。

　　ー Open Houseのお手伝い

　　ー 中高生がポイントとして得ることの出来るボランティア活動

引き続きメンバーを募集していますので、皆さんも是非HAPTAへ参加してください。

興味を持たれた方は、以下のメールアドレスへどんどん連絡してくださいませ。

 Takamatsugeorge1130@gmail.com

HAPTAに関して詳しくは、こちらのフライヤーをご覧ください。

皆さん、HAPTAをご存知ですか？

　2017年1月「PTAをHelping and Assistingする」ことを目的

として設立されたボランティア・チームです。

HAPTA代表
ジョージ

HAPTA原稿（ゆかちゃん）

1)昨年度の全メンバーは21名。そのうち2名のAmigasはなん

と、補習校の先生となりました。

2) 今年度は早くも2名がメンバーに加入し、新たな戦力となって

おります。

3) HAPTA設立からの目的であった、学校行事などの人手不足

を気楽にサポートし、子供達や先生方への貢献が引き続きでき

たらと思っております。

今年度は、新たに下記2点への協力を予定しております。

皆さんも是非HAPTAへの参加を、宜しくお願いします。

ー Open Houseのお手伝い

ー 中高生がポイントとして得ることの出来るボランティア活動

基本、メンバーの募集は毎回お願いします。

去年からPTA用の掲示板にもHAPTAの「メンバー募集」の紙が貼

られてますね。同じような内容でPTAだより1号もお願いします。

ゆかちゃんが翻訳してくれたのを参考にし
ながら、ジョージ節を少し残すことにしまし
た～

すごく理屈っぽいことを…

今年度は、新たに下記2点～
「下記」→「以下」か「次の」
の方がいいかなって。
下記を使った場合、次の行に
「記」と入れてから項目とかを記す形
式のようなんだ。

意味わかるかなぁ。
働いてた時に言われたことがあって
ね。形式的なことだからどっちでもい
い気はするんだけど。

確かにそうだった！「以
下」にしたけどいいか
な？

いくちゃんありがとう。
メールアドレスのとこにも「下記」っ
てあったね。見落としてたよ。
ゆかちゃんどうかな？
3)今後の活動予定のとこの下記2
点も直そうか？

了解！

了解で
す！

ありがとう

mailto:Takamatsugeorge1130@gmail.com
http://www.futabahoshupta.org/wp-content/uploads/HAPTA-Flyer-Dec-5-2016.pdf




PTA執行部よりお知らせ

きくぞう君に聞いてみませんか？

PTAでは、みなさまからのご意見、ご質問等を随
時受け付けております。
事務室前の「きくぞう君」に投函していただくこと
もできますし、オンラインで投稿していただくこと
もできます。記入用紙はホームページからダウン
ロードできます。
匿名も可能ですので、お気軽に投函・投稿くださ
い。
個別の回答が必要な内容に関しては、 Emailアド
レスの記載をお願いします。

きくぞう君オンラインはこちら
記入用紙のダウンロードはこちら

https://docs.google.com/a/futabahoshupta.org/forms/d/1d6stn-0gbrhzLSYNrPztL4zAIi21gn__gGJWlbvHQMs/viewform?edit_requested=true
http://www.futabahoshupta.org/wp-content/uploads/2013/07/%E3%81%8D%E3%81%8F%E3%81%9E%E3%81%86%E5%90%9B%E8%A8%98%E5%85%A5%E7%94%A8%E7%B4%99.pdf


補習校PTAに関して気になることはありませんか？
「補習校の行事予定ってどうなっていたっけ？」
「サークル活動に参加してみたいな・・・」

シカゴ双葉会補習校PTAのホームページでは、保護者の皆様の
お役に立てますよう、さまざまな情報を常にアップデートして、  ご
提供しております。
どうぞご利用ください。　  

シカゴ双葉会補習校PTAホームページはこちら

入学、編入された方
はまずはこちらをご確
認ください。

  ご意見箱
  「きくぞう君」
  はこちらへ。

バス当番って何をするの？
補習校の駐車場はどこを利用で
きるの？

 私たち保護者
 はどんな役割が
 あるの？

  よくあるご質問

どんなサークルが
あるかな？

 PTAって何をしているの？
 PTA役員ってどうやって選出するの？
 保護者も利用できる図書ってあるの？
 過去のPTAだよりが読みたいな。

PTA執行部よりお知らせ

次はどんなイベント
があるかな？

http://www.futabahoshupta.org/


4月・5月 PTA活動報告

第1回役員会

2018年4月21日（土）午前9時00分～12時00分
小体育館にて

  1.  2018年度スローガン及び活動方針（全般）について
  2.  2017年度決算報告/2018年度予算案説明
  3.  学級代表・アルバム委員選出状況
  4.  謝恩会ガイドライン進捗状況
  5.  サマースクールについて
  6.  2018年度PTA総会について
  7.  第1回学級代表・交通部合同会議について   
  8.  学級親睦会について 
  9.  学校側からの連絡事項
10.  PTA役員活動報告  
11.  今後のスケジュール                

第2回役員会

2018年5月12日（土）午前9時00分～12時00分
応接室にて

 1.  PTA執行部・専門部活動報告
 2.  PTA総会・合同部会・専門部会振り返り
 3.  学校側からの連絡事項
 4.  その他

            ・学級親睦会

            ・学級代表・保護者からの声
            ・その他

      　　　 
次回の第3回役員会は、7月14日(土) 9:00AMより

2018年度PTA総会

2018年5月5日（土）午前9時00分～10時50分
大体育館にて

  1.  開会
  2. 「コール双葉」「らんちたいむくらぶ」「 HAPTA」の紹介
  3.  2017年度会長挨拶
  4.  2017年度決算報告
  5.  2017年度会計監査報告
  6.  PTA規約改定
  7.  2018年度新役員紹介・承認
  8.  2018年度新会長挨拶
  9.  学校長挨拶
10.  教頭挨拶
11.  事務局長挨拶
12.  来賓挨拶　双葉会副会長　澤木様
13.  2018年度予算案・承認
14.  2018年度活動方針
       ・役員方針
       ・専門部方針
               -  文化部
               -  図書部
               -  交通部
15.  質疑応答
16.  閉会

第1回学級代表・交通部合同会議

2018年5月5日（土）午前11時10分～12時00分
大体育館にて

  1.  開会
  2.  年間行事のおさらい
  3.  学級代表の役割について
  4.  親睦会・アルバム作成について
  5.  謝恩会ガイドラインについて
  6.  PTA会費集金のお願い
  7.  クラス費・アルバム費の取り扱いについて
  8.  ギフト・紅白饅頭について
  9.  Tax Exemptionについて
10.  Google Accountについて
11.  質疑応答

次回の合同会議は、8月25日(土) 9:00AMより

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
次回PTAだよりは7月初旬発行予定です。

【第１回役員会】の
「11.今後のスケジュール」は隠れ
ているけど、PDF上では見えてい
ます。

発行予定日7月7日って
中旬？初旬？

初旬；1日から10日。上旬とも言う
中旬；11日から20日
下旬；21日から末日
らしい。なので今回は初旬だね！
勉強になるわ～。

ありがとう！ほんと
勉強になりました♡


