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2021年度学級代表募集！
　

　執行部役員、専門部部長・副部長選出、交通部員選出も終わり、いよいよ残すところ学級代表の
選出のみとなりました。 PTAの活動を通じて、子どもたちの学校生活を近くから応援してみません
か？　PTAへの積極的な参加をお待ちしております！ 

【募集内容】
2021年度学級代表　各学級 2名

【応募期間・選出方法】
3月6日(土) 午後10時 ～ 4月6日(火) 午後10時までの先着順

　立候補の際は、E-mailのタイトルに「OO学級代表立候補」( OOには「小4A」のように2021年度の
新クラスを入力）を記載いただき、本文に①立候補する保護者のお名前、②子女のお名前及び 
2021年度の新クラス、③電話番号、④ E-mail アドレスを記載の上、E-mail にて下記のお問い合わ
せ先までご連絡ください。 受信後 3 日以内に執行部よりメールをお送りします。 

＊本年度は3月20日（卒業学年は3月13日）にメールで補習校から新クラスのお知らせがありま
す。 それ以前に立候補の場合は新クラスを省いて記入していただき（新学年は記入）わかり次第、
新クラスを下記お問い合わせ先までご連絡ください。 

【お問い合わせ先】
PTA執行部副会長2 ハリー（ptaregistration@futabahoshupta.org) 

【抽選】
　立候補者が定員に満たない場合、2021年4月17日(土)に抽選を行います。 当選者には メールに
てご連絡いたします。 メールを受け取られた方は、すぐにご返信ください。 ご返信いただけなかった
方には役員よりお電話をさし上げます。

【専門部の選択】
2021年度の新学期代表の皆様 (幼稚部および卒業学年 (小6、中3、高3) の学級代表を除く)は、

それぞれ図書部、文化部のいずれかの専門部に所属していただくことになります。 後日、学級代表
登録フォームより所属を希望される専門部をお伺いしますが、定員を超えた場合は抽選となり、希望
の専門部に必ず所属できるわけではないことをご承知おきください。

 
PTAホームページ学級代表立候補と選出はこちら からご覧ください。
PTAだより４号のQ&Aもご参考ください。

http://www.futabahoshupta.org
http://www.futabahoshupta.org/wp-content/uploads/2021HPGakkyuudaihyoubosyuu0212.pdf


2020年度　卒園・卒業式（学級単位で開催）

日時：2021年3月13日（土）

場所：大体育館

※この日は、卒園・卒業学年以外は授業があります。

2020年度　PTA役員会（新旧合同）

日時：2021年3月13日（土）

場所：オンライン（もしくはハイブリッド）の予定

※2020年度および2021年度の執行部役員、専門部部長、副部長の皆様はご出席ください。

2020年度　修了日（午前中授業）

日時：2021年3月20日（土）

2021年度　始業日・入学式・入園式

日時：2021年4月17日（土）

場所：入園・入学式は大体育館の予定

※始業式は行いません。

2021年度　学級代表選出  (抽選)

日時：2021年4月17日（土）

場所：オンライン（もしくはハイブリッド）の予定

※2021年度執行部役員、専門部部長の皆様はご出席ください。

2021年度　第1回PTA役員会（新旧合同）

日時：2021年4月24日（土）

場所：オンライン（もしくはハイブリッド）の予定

※2020年度および2021年度の執行部役員、専門部部長の皆様はご出席ください。

2021年度　PTA総会

日時：2021年5月8日（土）

場所：オンライン（もしくはハイブリッド）の予定

※保護者の皆様ご出席ください。後日詳細を配付いたします。

※2020年度および2021年度の執行部役員、専門部部長、副部長の皆様はご出席ください。

2021年度　第1回学級代表・交通部合同会議

日時：2021年5月8日（土）

場所：オンライン（もしくはハイブリッド）の予定

※PTA総会後に続けて開催しますので、 2021年度の学級代表および交通部員の皆様はご出席くださ

い。

今後の主な予定



会計



　1月16日に書き初め作品展が開催され、作品を廊下に展示しました。 
本年度は、幼稚部から高等部の園児、児童、生徒達による48点の応募作品が集まりました。 
どうもありがとうございました。
　

文化部

書初め作品展 開催

　本年度文化部の活動はコロナの影響でかなり制限されました。

そのような状況下で書き初め展を無事に開催できましたのは、補習校関係者の方々、審査いた

だいた先生、保護者の皆様のご協力のお陰と大変感謝しております。 どうもありがとうございまし

た。

皆様へのお礼

　今年も素晴らしい作品ばかりで、審査される講師の
先生も選考が難しいご様子でした。 12名が入賞をさ
れました。 おめでとうございます。
　作品の返却と入賞者への表彰状は、文集の配付時
にお渡しする予定です。



コール双葉 

コール双葉はシカゴ双葉会日本語学校の全日校・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。 

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

　

メンバー & ピアニスト 

募集中 
 

日本の歌を子どもたち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  

学校が通常再開されるまで
コールの活動もお休み中です

　本年度はコロナの影響で活動ができませんでしたが、子どもたちへ
再び歌を届けられる日が戻ってくることを部員一同楽しみにしており
ます。 来年度もどうぞよろしくお願いいたします。 
　 
　コール双葉の過去の発表はYouTubeでご覧いただけます。 知って
いる曲があったらぜひ一緒に歌ってお楽しみください。 

コール双葉 YouTubeへはこちらをクリック

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


会長、高野

副会長1、新井

役職 名前

会長 高野

副会長 新井、ハリー、千葉

IT 広部、佐々木

会計 篠田、渡辺

書記 永嶋、ルーマー、藤巻

広報 岡崎、河合、大水

荒れた海の中で進水式を迎えた “20年度PTA丸” という名の船の航海は乗組員の献身的な働
きと幾多のサポートを受け最終目的港に近づいて参りました。

コロナ禍の中でスタートした20年度のPTA活動。 授業がオンラインとなりほぼ全てのイベントも
キャンセルされました。 傍目には何も活動が無いように見受けられたかもしれませんが、PTA役
員はオンライン会議を活用し平素に近い状態を維持しようと実際には水面下では足を漕いでお
りました。 この１年間曲がりなりにも会長の職務を務めることができたのは他ならぬ19年度も含
む執行部・専門部の皆様のサポートのお陰であり、先生方を始めとした学校関係者・保護者の
皆様のご支援の賜物であります。 出来の悪い船長を支えていただいた乗組員の皆様にはこの
場を借りて厚く御礼申し上げます。

まだまだ先の見えない状況が続いておりますが “待てば海路の日和あり” という言葉もございま
す。 明るい未来に向かって今しばらく共に辛抱を続けましょう。 そして “21年度PTA丸“ の皆様、
引き続き難しい舵取りの中の航海となりますが共に頑張っていきましょう。

1年間ありがとうございました。 Bon Voyage!

2020年度はCOVID-19の影響でPTA総会も対面で開催できず、オンラインでの対応を余儀なく
されるという非常に稀有な年でした。 諸課題への対応をどうするか、知恵を出し合って対応して
きました。 微力ですが、少しでもお役に立ったならば幸いです。

PTA役員・保護者皆様、補習校教職員皆様のお陰で間もなく修了日を迎えることができます。 
本当にご協力ありがとうございました。 PTA役員は5月の総会で交代となります。 総会がどのよ
うな形で開催できるかまだ分かりませんが、引き続きご支援ご協力の程よろしくお願いいたしま
す。

最後に、繰り返しになりますがみなさまの温かいご支援とご協力、本当にありがとうございまし
た。

一年間を振り返って
PTA会長、副会長1　



一年間を振り返って
PTA副会長2、3　

副会長2、ハリー

 副会長3、千葉

役職 名前

会長 高野

副会長 新井、ハリー、千葉

IT 広部、佐々木

会計 篠田、渡辺

書記 永嶋、ルーマー、藤巻

広報 岡崎、河合、大水

大人数でのゴルフコンペの幹事役に慣れているので運動会の準備・進行も何とかこなせるかも
しれない、というだけの理由で妻が立候補してきた副会長3という大役。 そんなキラーパスを安
請け合いしてしまった私にも責任があるのですが、いざ新学年の蓋を開けてみるとコロナ禍の対
応で東奔西走。 そして肝心の運動会も残念ながら中止となってしまい、思い描いていたPTA活
動が十分にできなかったという感想です。

そんな状況下でも、端末越しに見える、リモート授業を受けている子どもたちの真剣な表情をみ
て、逞しさを感じると同時に、学校職員の皆様、そして保護者の皆様のご苦労・忍耐強さに敬服
した次第です。

PTA執行部をはじめとしてPTA専門部部長や保護者の皆様の助けがあって無事に次期役員選
出を終えることができ、この大役のゴールも見えてきました。 来年度はぜひIn Personでの授業
再開、そして運動会開催が叶い、子どもたちの笑顔が見れる機会がもっと多くなることを願って
います。

2020年度PTAはリモート授業、対面授業、一時退学者など、聞き慣れない言葉の中でスタート
し、従来通りではないであろう課題がいろいろありました。 その都度役員会内で話し合い、皆が
アイデアや知恵を出し合ってきました。

ひとつひとつ解決していく中、前PTA役員さんの 「PTAはひとりでやるのではなく皆でやるので大
丈夫ですよ。」 という言葉が思い出されました。

副会長2は学級代表とPTAの窓口という立ち位置で学級代表様にメールを送ったり、質問の返
答などを行いました。

3学期末まであと少しありますが、この場をお借りして2020年度各学級代表様　大変お疲れ様で
した。 そしてありがとうございました。

以下引き続き、  各執行部、  専門部ごとに
一年間を振り返ります。



一年間を振り返って
PTA執行部　

会計：１篠田、２渡辺

本年度は新型コロナウイルスの影響で全ての活動が例年とは異なり、学校を始めご家庭でも試

行錯誤を重ねての一年間だったと思います。　PTA活動の方もリモートでの会議や作業となって

しまい、議事録作成も不安だらけでしたが書記の三名で助け合いながら無事に年度末を迎える

ことができました。　PTA活動を通じて学校のことを深く知れたこと、先生方やPTA執行部、専門

部の皆さんが子どもたち、補習校のためにできることを一生懸命考えてサポートされていること

を実感でき貴重な体験をさせていただいたと思います。　まだ先の見通せない状況ではあります

が、一日も早く通常の学校生活が取り戻せるように願い、これからも別の形でサポートを続けて

いきたいと思います。　ありがとうございました。

コロナ渦で、PTA会費およびクラス費の徴収を見送り、前年度の繰越金を予算として活動すると

いう異例の年度となりました。 そのため、財政的には次年度にしわ寄せが及んでしまいますの

で、会計担当として、しっかりと次の方へ引き継ぎしたいと思います。一年間、ありがとうございま

した。

くじ当選・補欠繰り上がりの３人で始まりました広報。 ３人で顔を合わせたのは引継ぎの１回だ

けで、あとはメール、LINEでのやりとりでした。 Googleドライブを共有して、校正作業は誤字脱

字、言葉の使い方など、とても勉強になりました。 たくさんのメール、LINEのやりとりで仲良くな

れたことも、広報の細かな連絡のやりとりがあってのことだと思います。

学校行事もない中で、PTAだよりを例年と同じように作成していくことができませんでしたが、校

長先生、教頭先生、各役員、各サークルの皆様からいただく原稿をまとめ、発行できました。ご

協力ありがとうございました。

IT：１広部、２佐々木

今年も気づけばあっという間に年度末が近づいてきました。 今年はCOVID-19の影響によるリ

モート授業や一時退学という、今までに経験したことのない補習校の運営となり、保護者の皆様

だけでなく、校長先生・教頭先生はじめ、学校の先生方や事務局の皆様も本当にご苦労をされ

たと思います。 役員としての活動も、前年通りの運営ではないイレギュラーな対応を求められる

場面も多く、いろいろなことに翻弄された年だったと思います。 色々と先が見えない中でも、PTA
役員の皆さんの 「学校・生徒のためにできる限りのベストを！」 という姿勢に非常に勇気づけら

れました。 個人的には４年目の役員となりましたが、2017年度から今年度まで、素晴らしい役員

の皆さんと出会えて一緒にお仕事ができたことは私の宝物です。 皆様、本当にお世話になりま

した。

広報：１岡崎、２河合、３大水

書記：１永嶋、２ルーマー、３藤巻



文化部：部長　大城、古田、　副部長　内藤

図書部：部長　鈴木、チュウ、　副部長　田尾、鈴木

本年度の図書部としての活動は、夏休み期間に実施しました「夏休み読書推進運動」のみとなり
ました。 児童・生徒たちへ本の貸出ができずに終わり、とても残念に思います。

来年度には本の貸出ができるようになり、また多くの児童・生徒たちにたくさんの本を読んでもら
えるようになることを願うばかりです。 一年間、ありがとうございました。

図書部役員一同

本年度はコロナの影響で多くのイベントがキャンセルになりました。 そんな中、無事に書き初め
展を開催でき部員一同ほっとしています。

当初は応募がどれだけ集まるのか心配でしたが48点もの作品が集まりました。 低学年の可愛
らしい作品から高学年の力強く美しい作品まで本当に素晴らしい作品ばかりです。 応募してくれ
た児童、生徒の皆さん本当にありがとうございました。

そして、今回書道道具の貸し出しを行えなかったため残念ながら参加できなかった児童、生徒の
皆さんもいらっしゃると思います。 この場を借りてお詫びいたします。

来年度状況が良くなりましたらぜひ応募してください！！

交通部：部長　土屋、柏野、　副部長　澤野

各バス停の交通部員の皆様、一年間お疲れ様でした。残念ながら本年度はバス通学がかなわ
ず、バス停での送り迎え、運動会、オープンハウス、入園説明会での駐車場案内など屋外での
仕事はありませんでしたが、座席確認等メールでのご対応ありがとうございました。

例年にはない状況下の中、バス通学開始時に子どもたちが安心してバス利用できる様、交通部
員の皆様のご協力のもと、３人で今年できることを話し合い、可能な限り資料の更新に努めて参
りました。

微力ではございましたが、本年度の作業、資料を来年度に少しでもお役に立てていただければ
と願っております。　一年間ありがとうございました。

一年間を振り返って
PTA専門部　

役職 名前

文化部　部長 大城、古田

副部長 内藤

図書部　部長 鈴木、チュウ

副部長 田尾、鈴木

交通部　部長 土屋、柏野

副部長 澤野



【PTA活動報告】

PTA役員会議　（ビデオ会議）

2021年1月7日（木）午後5時～午後7時　場所：ビデオ会議

議題
1. 2021年度PTA役員選出について
2. 学年度末ギフトについて
3. 2020年度退学者PTA役員履歴について
4. その他

PTA役員会議　（ビデオ会議）

2021年1月30日（土）午後3時半～午後5時　場所：ビデオ会議

1. PTA会長挨拶

2. 2021年度PTA会長挨拶（JCCCより推薦）

3. 2021年度PTA副会長1挨拶（JCCCより推薦）

4. 2020年度修正予算について（審議・可決）

5. 2020年度退学者PTA役員履歴対応について（承認）

6. 2021年度PTA役員選出

COVID-19の中、集まっての会議が開催できないのでどのようにくじ引きを行うかなど事前に何

度も確認して実施いたしました。 100人以上が参加してのビデオ会議となりましたが、 2021年度

PTA役員も選出することができました。

一年間PTAだよりを読んでくださって

ありがとうございました。

来年度も引き続き PTAだよりを読ん

でくださいね。

入園説明会　（ビデオ会議）

2021年1月23日（土）午前11時～午後12時　場所：ビデオ会議

PTA活動についての紹介（副会長 1）とスクールバスについての説明（交通部長）を行いました。

【2020年度退学者に於ける役員／専門部副長免除・く

じ番ステータスの維持について】

コロナ禍の状況を鑑みまして、「 2020年度に補習校を

退学された方の内 2021年度内に補習校に復学された

ご家庭に限り、役員免除・くじ番のステータスを維持す

る」ことを決定いたしました。本内容は PTA役員会の中

で発議・協議され、先の 1月30日に開催されました PTA
学級代表・交通部合同会議内に於いて承認を得まし

た。本決定は本年度退学されているご家庭が 2021年

度に少しでも多く帰ってきていただけることを期待した

措置でもあります。

皆様のご理解とご協力を賜りたく謹んでご報告させて頂

きます。


