
2023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】

2022年12月4日 (日) 9:00 ～2023年1月8日 (日) 23:00までの先着順
応募方法・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⭐⭐⭐

上記期間中に立候補がない場合、本年度の学級代表および交通部員の中から抽選で選出いたしま
す。日時、抽選方法は別途ご連絡いたします。

【お問い合わせ先】

　PTA役員選出担当

（ptaregistration@futabahoshupta.org）

    ※代表：副会長３江角
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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

子どもたちの補習校生活を支える  PTA活動に向けて、保護者の皆さまから立候
補・ご推薦頂ける方をお待ちしております。
ぜひともご参加ください！
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〈 2022年度 PTA活動スローガン 〉　

「明るく、楽しく、元気よく！」

Power of Taking Action
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補習校では、多数の子どもたちが広範囲から登校していることから、マスクの着用を義務にするな
ど、コロナ対策に細心の配慮を継続してきました。
今回、イリノイ州の感染状況等の変化やCDC（アメリカ疾病予防管理センター）の改良型ワクチン接
種に関わる発表を受け、11月よりマスク着用を任意にするように変えました。
子どもたちの笑顔がマスク無しで見られる学校は、一回り明るくなったように感じます。
この状況を継続するために、以下の項目について、保護者の方に引き続き配慮をお願いします。

1) 登校時の家庭での健康観察を十分に行い、発熱や咳、のどの痛みや鼻水など体調がすぐれない
時は必ず登校を控えてください。

2) 登校時や学校にいる間に発熱や咳等の症状がみられた場合は、学校は保護者に連絡し安全に
帰宅させます。保健室入室時、症状がある場合はマスクを着用が必要です。（予備としてマスクを持
たせてください。）

3) 石鹸を使用した手洗いや、各教室にある消毒液を活用した手指の消毒を心がけるように指導しま
す。

4) 体育館等でのボール運動、外遊びの後は、手洗い・消毒を徹底します。

5) 昼食は、向かい合わないで一方向に座り、静かに食べるようにします。

6) 保護者は、来校する場合事前に連絡をし、入口で手指の消毒をしてください。健康セルフチェック
リストの提出は必要ありません。またマスクは任意とします。

7) 下校時(車でのお迎え)の引き渡しは、これまでと同様に南口玄関で行います。

8) 感染状況の変化や州、郡、政府などの方針の変更によりマスク着用を義務にした場合は、それに
すぐに従います。

9) 通学バス乗車時の健康チェックなどは、家庭で健康観察を十分に行うことにより省略します。（交
通部員の方、バス当番の方、今までありがとうございました。）

10)冬季はインフルエンザ等が流行します。必要に応じて、マスク着用を心掛けてください。

11月からマスク着用が
任意になりました！
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PTAに登録しているEメールアドレスの変更を希望される場合は、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。
なお、Eメールアドレス以外の連絡先（住所、電話番号など）の変更を希望される
場合は、補習校事務局に「変更届」を提出する必要があります。

PTA保護者Eメールアドレス　
変更時のお願い

『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！！！
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＜第一回書道教室開催報告！＞

11月12日に第一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、真剣なま

なざしで書道に取り組む生徒さんの姿が、とても印象的でした。みなさん、ご参加いただき

ありがとうございました。

 
 ＜書き初め作品展のお知らせ＆作品募集！＞

新年に書き初め作品展を開催します。新年の抱負、好きな漢字など、作品の題材や半紙の

サイズは自由です。応募作品は廊下に展示され後日返却いたします。（展示期間：2023年

1月21日～2月18日）また、作品は書道教室の講師の先生に審査していただき、受賞者に

は賞状、景品を授与します。書道道具をお持ちでない方には貸し出しもございます。みなさ

んからの素敵な作品をお待ちしております！詳しくは、PTAホームページにて。

 
＜文化資料の貸出＞

引き続き、文化資料の貸し出しも受け付けております。

 
＜今後の文化部の活動予定＞　

詳しくは補習校便り、PTAホームページにてご案内します。

　★書き初め作品展　2023年1月21日～2月18日

　★芸術祭（詳細は次ページ） 2022年12月～2023年1月

　★第二回書道教室　2023年2月11日

文化部
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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月7日　全日校双葉フェスビデオ参加
曲目：「童神」「紅蓮華」

発表の様子はこちらからご覧いただけます→

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

　　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？  

校舎２階 音楽室で練習再開しました。  

小さなお子様連れも大歓迎！！  

毎週火曜日 1:00〜3:00pm  

  今後の活動予定　

12/6(火) 全日すみれ幼稚園
　　　　お楽しみ会

曲目：赤鼻のトナカイ他
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８月２７日
ヨーヨー釣り
PTA執行部はじめ沢山の皆様にお
手伝い頂き、５００個のヨーヨーが出
来ました。子ども達に夏祭り気分を
楽しんでもらえました。

９月２４日
シャボン玉、
青空に飛んでいくシャボン玉。
とてもきれいでした。
家では出来ない大きなシャボン玉
に子どもも大人もワクワクしまし
た。

１０月２９日
竹とんぼ
今年最後の屋外
活動でした。
また暖かくなった
ら外で活動出来る
のを楽しみにして
ます。

LunchTimeClub@futabahoshupta.org

らんちたいむくらぶはお昼休みを利用して
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。

メンバーでいつもわいわいアメリカ生活や学校の情報交換、子育て談義などしてい
ます。アメリカに来たばかりの方、新入生の保護者の方、大歓迎です！

お気軽にお問合せください。

ボランティアメンバー募集中

１１月１２日
けん玉〈小体育館）
初めて成功した嬉しい笑顔、
とてもキラキラしていました。
けん玉名人も！

らんちたいむくらぶ
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第3回PTA役員会議

2022年8月27日（土）　午前  9時～午前10時

場所：対面会議　 (小体育館)

全般

● 新役員紹介

● PTA会費集金状況についての中間報告

● 学校からの連絡事項

● 活動報告、連絡事項　（交通部、図書部、文

化部からの連絡）

学校側からの連絡

● 今年度から3学期制から2学期制へ変更

● コロナ対策のマスクは引き続き着用

● 今年度より授業料の請求をオンライン上で統

一する

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2月発行予定です。

★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 オンラ
インで受け付けています。
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

【PTA活動報告】
第4回PTA役員会議

2022年10月22日（土）　午前  9時～午後10時

場所：対面会議　 (小体育館)

議題

● 次期役員選出について

● マスク着用の任意化

● 学校からの連絡事項

● その他

　　　a.　バス班長さんへのギフトについて

　　　b.　各部活動報告

　　　c.　バス利用に関して

● 活動報告、連絡事項　（図書部、文化部、広

報からの連絡）

決定事項

● 役員の賛成挙手多数により、11月よりマ

スク着用の任意化について承認
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