
2020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】

2019年11月16日 (土) 9:00 ～2020年1月18日 (土) 23:00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  佐藤

PTA だより 
第4号

2019年11月16日発行
シカゴ双葉会補習校 PTA

www.futabahoshupta.org

第3回学級代表・交通部員合同会議
2020年2月1日(土) 午前9時～11時　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。合同会議後、各専門部の部会（12時ごろまで）も開かれます。
（終了時間は各部会ごとに異なります。）

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

子どもたちのためのより良い学校生活を支援する PTA活動への
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！

学級代表・交通部員さんへお知らせ

2名
2名
2名
1名
2名
1名

2名

2名
3名
3名
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〈 2019年度 PTA活動スローガン 〉

Power of Taking Action
  

実行する意義は大きい！

まず行動しよう！

http://www.futabahoshupta.org/wp-content/uploads/2020yakuinbosyuu.pdf
https://sites.google.com/futabahoshupta.org/pta-election/
mailto:ptaregistration@futabahoshupta.org
http://www.futabahoshupta.org


第二回書道教室　開催報告

　10月12日に第二回書道教室が開催されました。 講師の先生方のご指導のもと、貴重な時間を過ご

されたと思います。普段は元気いっぱいの子ども達も教室が始まると、行儀良く背筋も伸びて真剣な

まなざしで書道に向き合う姿に感動しました。みなさんご参加ありがとうございました。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　

保護者向けイベント　開催報告

　11月2日に保護者向けイベントとして、「ズンバ！」のクラスを開催いたしました。シャンバーグエリア

のジムでご活躍されているインストラクターの井口由美さんとアシスタント・インストラクター２名の方を

お迎えし、32名の参加者の皆様と一緒にダンス・エクササイズを楽しむことができました。参加者の多

くの方が経験が無く、見よう見まねで始まったクラスでした。流行りの曲や懐かしい曲に合わせてス

テップを踏んでいくうちに「次はどんな曲？どんなステップを合わせるのかな？」と期待が高まる中、

あっという間にクラスが終了。笑顔で汗を拭きながら全員で記念写真を撮りました。アンケートでは「楽

しかった。また参加したい！」というご意見が多く、皆さんズンバの楽しさに魅了されたようでした。運

動で気分がリフレッシュできたのも良かったようです。

　インストラクターの井口様はじめアシスタントの方々、参加者の皆様には感謝申し上げます。

　

日本文化資料　貸出しについて
PTA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・管理を行っております。
貸出し希望の方は、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。詳しくは シカゴ双葉会補習校 PTAのホームページの
文化部欄をご覧下さい。皆さまのご利用をお待ちしております。

書き初め作品展　応募方法と書道道具の貸出しについて

補習校便りでご案内いたします。皆さんのご応募を楽しみにしております。

またシカゴ双葉会補習校 PTAのホームページ でもご案内いたします。

文化部

第三回書道教室は

  2月に開催予定です。

参加応募のご案内を

  お待ちください。

mailto:bunka.kashidashi@gmail.com
http://www.futabahoshupta.org/
http://www.futabahoshupta.org/


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じでしたか？この認定があるおかげで、
PTA活動のための物品、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。

皆様から集めさせていただいております PTA会費の使途について少しご紹
介させていただきます。 PTA会費は、文化部、図書部、交通部など各部会
の活動費に充てられるほか、イベント等で講師の方をお招きした際にお支
払いする謝礼金、らんちたいむくらぶおよびコール双葉の活動の補助金と
して使われています。

毎年集める会費のほかに、過年度からの繰越金も PTA活動の財源として
用いられます。ちなみに 2019年度は$9,009の繰越金がありました。今年
度に皆様よりいただいた PTA会費は合計$5,210でしたので（9月末現在）、
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
大型支出への備えとして積み立てられています。

繰越金の活用事例としては、補習校より要望のあった中型プロジェクター
スクリーン購入（昨年度）や、 Wi-Fi設置工事費用（今年度）などが挙げられ
ます。

限られた財源を有効に使うための工夫の一つが、冒頭にご紹介した NPO
認定による免税措置の活用です。 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、その中で大切になるのが年間収支
報告の提出です。これが PTA会計の最も重要な仕事の一つとなっていま
すが、この義務を果たすということのみにとどまらず、皆様からお預かりし
たお金が大事に使われるよう心がけて管理をしています。

PTA活動に関する費用の取扱いにつきまして、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@futabakaihoshupta.org）

mailto:kaikei1@futabakaihoshupta.org


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

❖ 旧刊本
➢ 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。

❖ 新刊本
➢ 新刊本は、灰色スチール戸棚（新刊本と書いてあります）の中にある本です。
➢ 新刊本用の貸し出しノートに必要事項を記入してください。

❖ 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



交通部

毎回の補習校バス下校時、児童が自分のバスを見つけやすくする為に 17台の
バスそれぞれに、バス停名のプレートを庶務とカストディアンの方々に取り付け
て頂いおります。このプレートは 2012年度の交通部、交通部員の方々に作成
頂いた物ですが、油絵等に使用される木枠のキャンバスにそれぞれのバス停
名を記載して頂き長年使用されてきました。
　しかし、17台分のキャンバスはかなりの重さがあり、雨や雪の日にはその重
さが大変な負担となってしまっていました。そこで今回、今までのキャンバスか
ら木枠を外し、プラスチック製の段ボールのような軽くて丈夫な素材に付け替え
作業を行いました。軽くなった上に厚みも薄くなった事で、持ち運びや取り付け
が楽になり、大きく負担を軽減する事が出来ました。
　今後とも、交通部で学校へ貢献出来る事があれば積極的に活動して参りま
すので、お気付きの点がありましたら是非 こちらまでご連絡下さい。

PTA執行部よりお知らせ

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。

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


補習校に編入時、または、在籍中に PTAに登録している
連絡先が変更になった場合は、速やかに PTAホームペー
ジより、連絡先の登録・変更を行ってください。登録・変更
フォームはこちら。または以下の通りPTAホームページより
PTA本部⇒保護者連絡先登録・変更フォームへ進み、登
録や変更を行ってください。補習校事務局への登録先変更
届だけでは、PTAの登録先は変更出来ません。

PTA　保護者連絡先
登録・変更のお願い

『補習校ホームページ』とは別に『PTAホームページ』があります。
PTAホームページは『シカゴ　PTA』のキーワードで検索できます。
　　

http://www.futabahoshupta.org/
保護者連絡先
登録・変更用

QRコードPTAホームページ

PTA本部

保護者連絡先登録・変
更フォーム

よろしくお願いしま
す！！！

https://docs.google.com/a/futabahoshupta.org/forms/d/e/1FAIpQLSc3RCQc_SLYkKD3YLkRH_4_OYvcGeQ3K_m1ENS8WQrOoa5S1w/viewform
http://www.futabahoshupta.org/


＊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

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

活動レポート

１０月１２日　
竹とんぼ
風にのって高く遠くに屋根
まで飛んで行った竹とんぼ
も。昔ながらの遊びも新鮮
で楽しいですね。

１０月２６日　
ハロウィンクラフト
低学年も高学年も大
盛り上がり！大ヒット
のランタン作りでした。
お家でも飾ってくれた
かな？

１１月２３日　くじ引き
１２月　７日　人形劇
　　　　　　「大きなカブ」

保護者の皆さまへ
くじ引き景品の寄付にご協力いただき、誠にありがとうございます。
楽しい活動になるよう盛り上げていきます！
そして、１学期に皆様から頂いた寄付金で、竹とんぼ、ハロウィンクラフト、けん玉
など、らんちたいむくらぶに来てくれた全員に足りるよう十分な数を用意することが
出来ています。重ねてお礼申し上げます！！
只今１２月の幼稚部お楽しみ会に向けて、「大きなカブ」の人形劇を絶賛練習中で
す。お昼休みにらんちたいむくらぶでも上演します。乞うご期待！！

今後の

活動予定

mailto:LunchTimeClub@futabahoshupta.org


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　 
 
10/4　全日校双葉フェス 
　　　（曲名：栄光の架橋） 

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　 
 
＊全日校幼稚園クリスマス会  
＊セントエドナ教会クリスマス  
　イベント 

mailto:choirfutaba@gmail.com
https://www.youtube.com/user/choirfutaba
https://youtu.be/VaAfrJpAF-A


第５回役員会

2019年9月21日(土) 午前9時～12時

応接室にて

学校側からの連絡・確認事項
 
島袋校長
　　‣運動会に向けての全体練習実施
　　‣天候について
小島教頭
　　‣PTA競技についての変更と確認
　　‣運動会当日の生徒の開会式前後の流れについて

執行部、専門部活動報告

1.　広報
‣PTAだより発行について
‣景品協賛企業リストを掲載

2.　会計
‣IL州より　annual report　受領、その確認について
‣IRS申請実施、完了

3.　文化部
‣保護者イベント（11/2）ズンバに決定
‣全日校への文化資料の貸出実施報告

4.　運動会について
‣運動会当日のお手伝いについて
‣運動会を支える保護者の統括
‣ＰＴＡの役割確認
‣ＰＴＡ競技の統括
‣当日の流れ、役員役割分担、プラカードの設置について

第６回役員会

2019年10月12日(土) 午前9時～12時

小体育館・応接室にて

執行部、専門部活動報告
　
‣小体育館にて　運動会用具の片付け、備品確認

1.　会計
　‣　年末（クリスマス）及び年度末のギフトカードについて
　
2.　広報
　‣　役員選出に向けてホームページ上の各役職の仕事内
容の確認・依頼

3.　文化部
　‣　書道教室開催（10/12）
　‣　保護者向けイベント・ズンバ開催案内（11/2）

4.　交通部
　‣　来年度より　交通部員の図書当番免除廃止
　‣　バス当番に関して、事務員・教職員は免除
　‣　新年度役員募集までにホームページを変更記載

5.　図書部
　‣　図書当番及び児童監督の連絡を電話からメールに変更

その他
　‣　保護者の連絡先について
　　連絡先変更時は学校とPTAの両方に連絡先変更をする
よう周知徹底していく。
　‣　運動会の反省・反省改善について

学校側からの連絡・確認事項
 
島袋校長
　‣　運動会協力謝辞
　
小島教頭
　‣　予備校の案内依頼についての対応相談
　‣　運動会の参加賞について
　
小菅事務局長
　‣　運動会駐車場についての反省

その他
　‣事務局より　　交通部で使用している看板を軽いものに変
更要望
　‣2020年度役員立候補募集開始日　決定

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PTAだよりは1月下旬発行予定です。


