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第3回学級代表・交通部員合同会議
2019年1月26日(土) 午前9時～11時30分　大体育館にて

　本合同会議では、来年度執行部役員および専門部部長・副部長において定員に満たなかった役
職の抽選を行います。学級代表ならびに交通部員の皆様におかれましては、ご出席いただけます
ようお願いします。なお、ご出席できない方については、現PTA執行部員が代理でくじを引きます。
当選した場合の役職選択のご希望は伺えませんので、あらかじめご了承ください。また、来年度の
役員等選出以外にも連絡事項がございますので、3月で卒業、退学が決まっている方、既に立候
補されている方もご出席ください。

2019年度PTA執行部役員および専門部部長・副部長
立候補・推薦の受付開始！

　 　　　

【募集内容】
　執行部
 　● 副会長　 　
  　（副会長2および副会長3）
 　● 会計　　  　
　 ● 広報　　  　
 　● 書記 　　
 　● IT 　　

【応募期間・選出方法】

2018年11月17日 (土) 0:00 ～2019年1月19日 (土) 24:00までの先着順
応募・選出方法、職務内容等に関する詳細は、補習校 PTAホームページ上のこちら
をご確認いただき、留意点をよくお読みになった上で、下記応募フォームよりご応募く
ださい。

■立候補・推薦  応募フォームは　こちら

【お問い合わせ先】
　PTA役員選出担当（ptaregistration@futabahoshupta.org）
    ※代表：副会長３  ジョヴァノヴィッチ

専門部
● 図書部 部長 

副部長
● 文化部 部長

副部長
● 交通部 部長

副部長

子どもたちの安全で楽しくより良い学校生活を支援する  PTA活動に、
保護者の皆さんの積極的なご参加をお待ちしております。
ぜひ、ご応募ください！

PTA ほうが会長

学級代表・交通部員さんへお知らせ
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〈 2018年度 PTA活動スローガン 〉

  全員参加の PTA
        Participation （参加）

        Teamwork    （チームワーク）
        Appreciation （感謝）

http://www.futabahoshupta.org
http://www.futabahoshupta.org/wp-content/uploads/2019yakuinbosyuu1.pdf
https://sites.google.com/futabahoshupta.org/pta-election/
mailto:ptaregistration@futabahoshupta.org


オープンハウス開催

11月10日(土)、2年に1度のオープンハウスが開催されました。
子ども達が通っている現地校の先生方を招待し、日本文化の紹介や授業参観、補
習校の先生方との交流会を行いました。

🕒10:00～
受付および日本文化紹介

130名を超える先生方が来
校されました。

🕒10:45～11:25
授業参観

少し緊張気味の子どもた
ち！？

🕒11:35～　交流会

学年ごとに分かれ、補習校と
現地校の先生同士で意見を
交換しました。

現地校の先生方の感想を一部ご紹介

★自分の生徒が補習校の授業に取り組む姿やその知識の深さ、環境を見ることが
　 でき、とても感動しました。
★どのようにして現地校と補習校の切り替えをしているのか？…と、すごく驚いた。
★算数の授業が図解で、子供たちが理解しやすくていいと思った。また日本語が分か
　 らない私でも授業内容を理解することができて良かった。
★文化的な展示物がとても良かった。　　★子供たちが授業に積極的で感動した。

ボランティアに参加してくださった保護者の皆様、ご協力ありがとうございました。

受付開始 日本の図書紹介 折り紙

書道体験 けん玉体験 生け花 柔道パフォーマンス



PTA執行部 会計

　皆様こんにちは。補習校 PTAは非営利団体（NPO）として州政府から正式に認
定されているということをご存知でしたか？それにより PTA活動のため物品、
サービスを購入する際には消費税が免除されます。

　これはPTA執行部だけではなく学級代表、アルバム委員、らんちたいむくらぶ、
コール双葉が購入するものにも適用されます。一年を通して節約できる金額は
少なくても、何年も積み重ねると大きな恩恵となります。

　ちなみに今年度は昨年度より $8,794の繰越金がありました。年度初めに皆様
より徴収したPTA会費は合計$4,900でしたので、その金額の大きさがわかると
思います。繰越金は将来必要となるであろう大きな買物のためにあります。
　
　今年度はそれを使って補習校より要望のあった中型プロジェクタースクリーン
やWi-Fi機器を購入します。

　このNPO登録資格を維持するために、毎年イリノイ州政府への報告義務があ
り、その中で大切なのが年間収支報告です。これが PTA会計の一番重要な仕事
となっていますが、義務だからというだけではなく皆様からお預かりしたお金が大
切に使われるよう心掛けて管理しています。

　何かご質問がございましたらお気軽に会計までご連絡ください。
　（会計1：kaikei1@futabahoshupta.org）

　10月20日（土）に以前より補習校から要望の
ありました中型プロジェクタースクリーンを寄贈
いたしました。
　これは皆様よりお預かりしている PTA会費より
購入したものです。今後補習校の授業や行事
等で使用されることとなります。
　皆様のご理解とご協力に感謝申し上げます。

◆ 寄贈について ◆

贈呈式の様子

mailto:kaikei1@futabahoshupta.org


交通部

＜引き続き、補習校駐車ルールとマナーををお守りください。＞

駐車場案内について

 9月の運動会駐車場案内は、大きな混乱もなく、無事終えることができました。こ

れも、朝早くから案内に出てくださった交通部員の皆様と、保護者の皆様のご協

力のおかげです。ありがとうございました。

　駐車場案内は、大勢の方が来校される行事の際に、交通部員となられた方々に

時間を割いていただいて実施しております。昨年より、駐車場の使用方法に関す

る一斉メールをその都度発信し事前案内をさせていただいておりますので、よくお

読みいただき、スムーズな駐車にご協力ください。

　 万が一、補習校駐車場およびセントエドナ教会駐車場において問題等生じまし

た場合には、今後の利用ができなくなりますので、駐車ルールとマナーをお守りく

ださいますよう、よろしくお願いいたします。

ホリデーシーズンの過ごし方はお決まりですか？

もし、まだお決まりでない方は、アメリカにいながら
親子で日本の伝統遊びをしてみませんか？

次のページでは、補習校で借りられる日本文化資料を
紹介していますよ。

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、皆様からのご意見、ご質問等を随時
受け付けております。
ご意見は、オンラインで投稿していただくことが可
能です。
匿名も可能ですので、お気軽に投稿ください。

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

https://docs.google.com/a/futabahoshupta.org/forms/d/1d6stn-0gbrhzLSYNrPztL4zAIi21gn__gGJWlbvHQMs/viewform?edit_requested=true


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

OK



皆さん、HAPTAをご存知ですか？

「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。

OK

1）9月運動会でのボランティア
　ジョージも含め、合計 5名のボランティアが集まり、学校関連者と一緒にベンチ運びやテント張りの手伝いを実行。

　毎回感じますが、学校の行事は保護者の見えないところでいろいろな準備があり大変ですね。

2）10月のジョージ家 BBQ
　なんと校長先生、教頭先生、そして岸本教務などゴールデンゲストも参加し、大人   17名、ちびっ子 10名で、ぱーっと

はっちゃけました（笑）

3）10月漢字検定のボランティア
　10月27日漢字検定では、 HAPTAから 3名以上のボランティアで学校のサポートをしました。

4）メンバー募集

　引き続きメンバーを募集しています。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。

HAPTA代表
ジョージ

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


OK



PTA活動報告
第５回役員会

2018年9月29日(土) 午前9時～午後12時
応接室にて

1．第2回合同会議の振り返り

　新入生が入った場合の連絡先の入手方法、一方

の学級代表の方が退学された場合の交代の流れ、

運動会の雨天中止時の事前連絡など、ご質問の

あった内容について、会議当日に学校・ PTAから返

答、対応済であることを一同再確認しました。

2．運動会の振り返り　

2-1.  PTA競技

　前年度役員の振り返りを活かし、競技終了後の景

品引き渡し場所を競技場の外に移すことで改善を

図りました。競技終了後、ご参加くださったご父母の

皆様が速やかに景品引き渡し場所にご移動いただ

けたことで、その後の運動会の進行を妨げることな

く、スムーズに競技を終える事ができました。

　PTA競技に参加されたご家族の皆様に御礼申し

上げます。

2-2.  駐車場

　当日競技場をお借りした高校のイベントで第２駐

車場がほぼ埋まってしまっていたという想定外の出

来事はありましたが、早朝から駐車場内の交通案

内をしてくださった交通部員の方々、またご来場の

皆様のご理解、ご協力により、大きなトラブルもなく

所定の場所に無事に駐車いただくことができまし

た。改めて御礼申し上げます。

2-3.  その他

　アルバム委員が徒競走時にゴール手前で撮影を

していたところ、トラックに近かったため、先生に

フィールドに入るのを制止される場面がありました。

来年度以降、フィールド上にテープで印を付ける

等、撮影許可範囲に付いて、学校と事前共有する

必要があることを確認しました。

第６回役員会

2018年10月13日(土) 午前9時～午後12時35分
応接室にて

1．オープンハウス  
　子どもたちが通学している現地校の先生方をお招
きするオープンハウスが 11/10（土）に開催されま
す。
　前回（一昨年）の様子を収めた写真を参考に、交
通整理、受付、日本文化紹介、授業参観、交流会、
お見送りまでの当日のスケジュールや、会場のレイ
アウト・設営準備、当日サポート役となる保護者ボラ
ンティア、専門部（交通部・文化部・図書部）、 PTAの
配置、役割分担について学校側と詳細に打ち合わ
せを行いました。また、補習校・現地校の先生同士
の交流会の時間を十分に取りたいという学校側の
ご意向も確認しました。

2．学級代表さんの自主参加推進策検討と業務の

整理

　学級代表さんの自主参加を推進すべく、学級代表

さんの業務の整理と年間の活動内容を紹介するた

めの広報活動について意見交換を行いました。

　今後、学級代表さんに関する Q&Aや現学級代表

の皆様へのアンケート調査など、 PTAだよりやホー

ムページ、メール等を通じて、学級代表さんの活動

を保護者の皆様に正しく分かり易くお伝えしていく予

定です。

3． 執行部・専門部活動報告

〈IT〉
　昨年度、学校にもご理解いただいていた Wi-Fi環
境の構築に向け準備を進めています。現在、 10月
末の工事、11月頃の導入を目指し学校と調整中で

す。

〈交通部〉

　あるバス停で喫煙、タバコのポイ捨てがあり、これ

を機にマナーについてメールで周知徹底いたしまし

た。禁煙は自家用車内、近辺の歩道も含む事、ご

理解、ご承知おきの程、お願いいたします。

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1月下旬発行予定です。


