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2020年度交通部員募集！

　各バス停の来年度交通部員立候補者を募集いたします。
　交通部員は、各バス停に基本 2名配置され、通学バスの安全・円滑な運行の
お手伝いをする仕事です。突然、 PTA役員をするにはかなりの勇気を要すると
思われますが、普段使い慣れているバス停から PTAへの参加を始めてはいか
がでしょうか。  バス停利用者の方ともより親しくなれるという機会も多いと思い
ます。通学バスご利用の皆様、ぜひご検討ください！  
　立候補時期等詳細は、 1月下旬〜2月初旬に各バス停交通部員より届きます
メー ルをご覧ください。交通部員の仕事、部員選出方法につきましては、 PTA
ホームページにあります以下リンクからご確認いただけます。

　・「交通部員の仕事」は  こちら
　・「バス停交通部員選出方法」は  こちら

　交通部員の選出についてご質問がございましたら、各バス停交通部員にお尋
ねください。

交通部

日頃より駐車場ルールにご協力いただきありがとうございます。近隣の方々の
ご好意やご理解のおかげで学校を運営でき、駐車スペースも確保できておりま
す。以下の事項の徹底を再度お願いいたします。

　今年度も補習校保護者を代表し、交通部よりバス会社へ年末ギフトをお贈り
しました。ヨックモックのお菓子のセット（ 84ドル相当）を選び、  例年通りPTAより
割り当てられております交通部予算より購入いたしました。
　皆様のご理解とご協力に御礼申し上げます。

【補習校駐車場について】

【バス会社・ドライバーへ年末ギフトを贈呈】

・Wavely Rd およびN Evergreen Aveを含む学校周辺道路は、 補習校保護者
は終日”駐車禁止”ピックアップの数分でも駐停車禁止。

・セントエドナ教会駐車場は中央出入口と北側右折専用出口を使用。北側沿い
4列(対面で2列)のみ駐車可能。北側の列から順に詰めて止めてください。ま
た、午後4時以降は教会ミサのため駐車禁止となります。

http://www.futabahoshupta.org
http://www.futabahoshupta.org/wp-content/uploads/1KotsuBuin-no-Shigoto2018-04.pdf
http://www.futabahoshupta.org/wp-content/uploads/2KotsuBuinSenshutu-PTA-HP2017-12.pdf
http://www.futabahoshupta.org/?page_id=94


　　　学級代表の仕事って、大変？

数年前に比べると、だいぶ楽になりましたよ！

　　　何が楽になったの？

　　卒業学年は大変なんでしょ？

　　翌年役員になるのはちょっと…

・先生へお渡しするギフトカードの購入も無くなり、ク
ラス費の管理がシンプルになりました！

・保護者の名簿集めはPTAが行います。
・行事等に関する一斉メールもPTAが行ったり、ひな
形等があるので便利ですよ。

卒業学年は専門部に所属しなくていいんですよ♪

必ず当たるわけではないですよ。例年10％～20％の確率です。も
し当たっても、PTAの役員をすると子供の学年を超えて仲間が増え
るので補習校が楽しくなりますよ♪　お子さんも喜ぶかも！

日頃、子ども達のために頑張っている 学級代表さん。とても大変なお仕事だという話
を聞くけれど、大変なことばかりなのかな？そんなよくある質問にお答えしました！

次号では、「学級代表さんの声」をご紹介します！

皆さん、学級代表になったことがきっかけで使えるようになっています。も
し分からないことがあっても、IT担当の役員にいつでも聞くことができる
ので安心してください！

　　 グーグルドライブが使いこなせるか心配

http://www.futabahoshupta.org/?page_id=1002#gakkyudaihyo
http://www.futabahoshupta.org/?question=%E5%B0%82%E9%96%80%E9%83%A8%E3%81%A8%E3%81%AF
http://www.futabahoshupta.org/?question=%E5%AD%A6%E7%B4%9A%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E3%81%A8%E3%81%AF


文化部

講師でも良いような気も
するけど、講師の方か
な。

お招きして…で良いと思
います。

今回も…で良いと思いま
す。

全部いくちゃんので良い
と思います！

【日本文化資料の貸出しと寄付について】

補習校文化部では、双葉会 PTA会員の皆様に現地校のイベントなどでご活用
いただきますよう、さまざまな資料や展示物の貸出しと管理を行っています。
下記に貸出し物品の一部紹介と、貸出し方法等をお知らせしますので、ご興味
のある方は是非参考になさって下さい。

●主な貸出し物品

季節の行事関連（正月・ひな祭り・こどもの日・他）
着物（浴衣・はっぴ・打掛け・帯・履物・他）
民芸品（だるま・こけし・風呂敷・和紙皿・手まり・他）
学校関連（ランドセル・習字道具・そろばん・他）
美術関連（浮世絵・版画・他ポスター類）
その他（茶道セット・本・他）

●貸出し方法

貸出し希望の方は、 貸出し希望日の2週間前 までに文化部までご連絡ください。詳しい
内容は、以下の補習校PTA文化部のページ欄から、「 日本文化資料貸出について」をご
確認ください。
http://www.futabahoshupta.org/?page_id=98

※ 貸出日及び返却日は、補習校が開いている土曜日のみ。
　（平日・日曜日・休み期間は作業出来ません）

※ 貸出し期間は2週間です。　　

※注意点
　1. 物品を持ち運ぶ箱・袋はご持参下さい。
　2. 浴衣・はちまきなど、可能なものは洗濯、アイロンのうえ返却して下さい。
　3. 補習在校生及び、全日在校生の保護者が対象です。

貸出し・返却は、文化部員立会いのもと行われますが、スムーズな作業進行のため、上
記事項のご協力をお願いいたします。

●寄付の方法

文化品寄付をご希望の方は、メールでご連絡下さい。追ってご連絡を差し上げ
ます。
bunka.kashidashi@gmail.com

http://www.futabahoshupta.org/?page_id=98
mailto:bunka.kashidashi@gmail.com


【書道教室】

3学期には「第3回書道教室」が2月1日に開催されます。たくさんの参加ご応募
をいただきありがとうございました。今回は小体育館での開催です。参加予定
の方はお間違えの無いようにお気を付けください。また、半紙や墨汁のご準備
などもよろしくお願い致します。本年度最後の活気ある書道教室にいたしましょ
う。
 

【書き初め作品展】

補習校だよりでも募集のお知らせがありました「書き初め作品展」の展示を、体
育館前の廊下にて2月15日までしています。生徒さん達の力作を、ご来校の際
にはぜひご覧ください。

PTA執行部よりお知らせ

★PTA掲示板をご存知でしたか？

補習校にはPTA掲示板が設置されてい ま
す。事務室前に並ぶ掲示板の一番右端
です。各種お知らせを掲示していますの
で、来校される際にぜひご覧ください。

  ★補習校ホームページと
　　PTAホームページは異なります。

PTAホームページを検索する場合は
『シカゴ　PTA』で検索できます。

また、補習校ホームページからのリンクも
ご利用ください。

ここです



2018年4月に壁下新様（2019年2月ご逝去）にご
寄付をいただき、昨年度より新たに図書室内に
壁下文庫を設置いたしました。

図書司書の白上先生が厳選して新しく購入され
た図書は約1000冊で、大型絵本、紙芝居の木
製の台、紙芝居、そして高額で今まで買い替え
ることのできなかった百科事典のセットなども含
まれています。

この度壁下文庫の図書購入が全て終わり、図書室に配置完了することができ
ました。学校図書の充実により、子どもたちも多くの本に触れる事ができ、読
書に意欲がでてきております。

ご寄付をしてくださいました壁下様に厚く御礼申し上げます。

白上先生が執筆された、「壁下文庫開設について」の文書を、 こちらに掲載さ
せていただきますのでぜひご覧ください。

壁下文庫は、背中に飛行機のマークが付いた本です。皆様もぜひ、壁下文庫
をご利用くださいますよう、ご案内申し上げます。

お問い合わせの際は、補習校までお願いいたします。

図書部

【壁下文庫のご案内】

http://www.futabahoshupta.org/wp-content/uploads/Rev_Kabeshita_Bunko_Open_2018-2019.pdf


PTA執行部よりお知らせ

セントエドナ教会への年末ギフト贈呈

毎年12月、セントエドナ教会にコール双葉さん、全日校の子ども達が招待
されてコンサートが行われます。コンサートの後に教会員の方との交流会
も行われています。今年も 12月10日にコール双葉さんや子ども達の澄ん
だ歌声が披露され、例年通り補習校、全日校の両校長先生から教会の方
へギフト（PTA費より購入）が手渡されました。

保護者の皆様へのお願い

雨天時に教職員の方々がご使用になる傘が学校玄関脇に何本か置い
てあります。現在不足しており、 何人かの先生方が雨天時に濡れてし
まっています。ご帰国、お引越しなどでいらなくなった傘がございました
ら、事務室までお持ちください。また、お勤め先などにご寄付いただける
傘がございましたらぜひご検討ください。どうぞよろしくお願いいたしま
す。

＊何本かのご寄付をいただいきました。ありがとうございました！
　引き続き受付中です。よろしくお願いいたします。



コール双葉 

コール双葉はシカゴ双葉会日本人学校の全日校・補習校PTAとJCCC
の会員家族メンバーによる女声コーラスグループです。 

　活動報告　

12/10　クリスマスコンサート
　　　　@セントエドナ教会
12/11　クリスマスコンサート
　　　　@すみれ幼稚園

入部のご希望・活動内容の詳細等、ご不明な点がございましたら

お近くの部員または以下の E-mailアドレスまでお気軽にお問い

合わせください。

　　E-mail: choirfutaba@gmail.com   コール双葉宛

　　https://www.youtube.com/user/choirfutaba
↑

　　活動内容をこちらでご覧いただけます

メンバー & ピアニスト 

募集中 
 

日本の歌を子供達に届けてみませんか？  

毎週火曜日 1:00〜3:00pm  

校舎２階 音楽室で練習中  

発表の様子はこちらからご覧いただけます

　今後の予定　

＊補習校1年生お楽しみ会
＊全日１、2年生向けお楽しみ会

https://www.youtube.com/user/choirfutaba
https://youtu.be/czMcBjDkb30


＊メンバーの変化

３年前には、２２名のAmigosがボランティアメンバーに。

年間平均４回のボランティア活動を行っている中、なんと4名が学校の先生に、2名が双葉会理

事に、そして2名が19年度PTA執行部になりました。

日本へ帰国した方々を含め、現在は22名から5名まで減ってしまいましたが、ドンマイ・ドンマイ

（古）で頑張っていきたいです。

＊活動内容

運動会、幼稚部説明会、漢字検定、図書当番の手伝いなど

＊今後の活動予定～ジョージからのお願い

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、子ども達や

先生方への貢献が引き続きできたらと思っています。

この機会にHAPTAメンバーに加わりたい！と思う方は、お気軽にジョージまでメールして下さ

い！Por Favor！

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

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


らんちたいむくらぶでは部員を随時募集しています。

♪お気軽に見学に来てください♪ 

LunchTimeClub@futabahoshupta.org

１１月９日
叩いて被ってじゃんけんぽん
ザルと新聞紙を丸めた筒で遊びました。
単純な遊びに大盛り上がり！大いに笑いました。

１１月２３日　
くじ引き
おかげ様で５００個のく
じ景品を提供すること
が出来、長蛇の列の
子ども達、全員に行き
渡りました！ありがとう
ございました！！

らんちたいむくらぶは昼休みを利用し

て子供達に日本の文化や遊びを紹介

するボランティアクラブです。

らんちたいむくらぶ

活動レポート

１２月７日
「人形劇」大きなカブ
うんとこしょ！どっこいしょ！観客全員で声をあわせます。
最後は校長先生が引っ張って、とうとうカブが抜けました！！

mailto:LunchTimeClub@futabahoshupta.org




第７回役員会

2019年12月7日(土) 午前9時～12時

応接室にて

執行部、専門部活動報告

全般
20年度PTA役員・専門部副部長・学級代表副部長
選出について

会計
年末ギフトについて
本年度決算および来年度予算について

IT部
各役員の連絡先登録の依頼
図書部の名簿関連

文化部
保護者向けイベント：ズンバを開催
書初め作品展の出品募集案内配信
書道教室ー 2/1　小体育館

図書部
PTA図書当番連絡メールの取扱いについて

交通部
バス会社へ年度末ギフトの進呈
班長さん向けギフト
下校時の駐車について

 
学校側からの連絡・確認事項
島袋校長

次年度に向けて、各教員も絡めて準備中

小島教頭
漢検結果は未到着
新幼稚部入園・新一年生入学募集案内配布予定

小菅事務局長
壁下文庫の設置

第８回役員会

2020年1月11日(土) 午前9時～12時

応接室にて

執行部、専門部活動報告

全般
役員交代・自己紹介
全日校サマーキャンプについて
高校生に向けてのキャリア教育打ち合わせ
次年度PTA役員・専門部副部長選出について

 
会計

　年度末ギフトについて

IT
Wi-fiパスワード変更に伴う機材購入について

広報
　PTAだより発行お知らせ

文化部
　書初め展の報告　商品経費について
　次年度　子供向けイベント準備

図書部
　次年度図書当番の連絡
　メールアドレスの配信について

交通部
　班長へのギフト報告
 

学校側からの連絡・確認事項
島袋校長

　全日校サマースクールについて
　図書館を使った調べる学習コンクール報告
　高等部国際ユース作文コンテスト報告

小島教頭
　入園説明会ボランティア募集について

小菅事務局長
　悪天候による欠席・遅刻の対応

 
 その他

第3回 合同会議ー 2/1 午前9時
大体育館

PTA活動報告

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
次回のPTAだよりは2月下旬発行予定です。

《役員交代のお知らせ》
会計1　鵜沢　→　示森


