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PTA執行部より
PTA総会のご報告

２００9年 5月 2日発行
とからお手伝いいただければ、
よりよい日本語学校を、子
どもたちに提供できます。
まずはPTA活動の根幹である
各種当番を守っていただけるよう、当番表を確認するこ
とから、そして何かわからないことがあったら、PTAハンド
ブックを開いてみてください。あなたにもできそうだと思
ったら、一歩踏み出しましょう。

去る4月18日、2009（平成21）年度第1回PTA総会が開
『皆さん、できることを、できるときに、できる範囲でご
催され、約140名の出席者と215通の委任状をいただき
協力ください。
みんなで少しずつ協力しあえば、
もっと学
ました。避難訓練を後に控え、忙しい一日でしたが、朝か
』
らありがとうございました。総会冒頭では、今年新しく着 校はよくなります。
任された堀田校長先生のご挨拶で、担任の先生とのより
『学校運営は保護者の責任です。
クラス役員、各種当
よい関係作りのアドバイスをいただきました。続いて、石 番などの順番は責務として認識しましょう。
』
原運営委員長よりご挨拶と学校財務の仕組みの説明、お
よび新設された増渕ボストン日本語学校支援基金の報
告、趙財務委員長からは学校会計報告について、わかり
やすく説明いただきました。PTA執行部からは、以下の報
告・提案を行い、満場一致で承認いただきました。
・2008年度PTA会計決算報告および2009年度		
PTA予算案（添付資料参照）
・2009年度PTA役員体制
・2009年度PTA活動計画
・今年度のPTA役員・委員の選出に際し、調査票の回収
率は70%を越え、
またクラス役員も8割近くが希望者で決
まるなど、大変順調に進みました。
・昨年度、試行してきましたファーストエイド当番制は、
当番の方にアンケートを行なった結果から、
ファーストエ
イド室の活動補助に対して効果が認められたので、今年
度、当番の一つとして本格実施いたします。
・コーヒー、ベーク品の売上を中心としたファンド収入の
繰越金の中から、増渕ボストン日本語学校支援基金の方
へ、30,000ドルを寄付することを決定いたしました。皆様
のご協力の積み重ねが、学校への支援に生かされます。
以上、報告いたしますとともに、皆様のご理解ご協力に
感謝いたします。今年度も引き続き、
よろしくお願いいた
します。
今年度は、すでにAPセミナー、春のボストンおもしろ寄
席が行なわれておりますが、6月と9月には2回シリーズ
の糖尿病セミナー、恒例の文化祭、
ブックフェア、
タレント
ショーなどを始め、盛り沢山の行事が予定されておりま
す。楽しみにしてください。そして、何か少しでもできるこ
PTA執行部Eメールアドレス：PTA@jlsboston.org

２００９年度PTA執行部体制
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副会長
副会長
会計
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広報
イベント企画
クラス役員担当
データシステム
渉外

平山 宗如
市村 ラリー （新）
辰田 みどり
ロビンソン 由季
尾見 康博（新）
百済 幸男
ライス シャノン
青木 葉子（新）
安田 千恵
平田 謙
石井 葉子（新）

旧執行部の退任者
旧副会長
萩谷 葉子 （退任）
旧イベント企画 グラシア 由美子（退任）
おつかれさまでした。
ありがとうございました！
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小２－１
小２－２
小２－３
小２－４
新任執行部員代表 書記担当 尾見 康博
小３－１
小３－２
小３－３
この４月から中１の娘と小３の息子がお世話になっ
小３－４
ています。Shrewsburyという田舎町から，車で小一時間
小４－１
かけて通学（随行？）
しています。週に一度，都会の空気
小４－２
を吸いに来ているといったところです。
小４－３
まだ日本を離れて間もないこともあり，ボストンのこと
小５－１
もろくに知りません。左ハンドルを初めて握ったのもこの
小５－２
３月のことですし，今もまだ，マイルやら華氏やらオンス
小６－１
やらに戸惑っています。ＰＴＡ活動を通じて，学校のこと
小６－２
だけでなく，ボストンのこと，
この国のことについてもみ
中１－１
なさんに教えてもらいたいなあと，田舎者は密かに願っ
中１－２
ています。
あっ，その代わり，
日本のことだったらみなさん
中２－１
より詳しいかも・・・・いや，今はネットでみんなご存じか
中２－２
も・・・・
中３－１
というわけで，若葉マークが前後左右（上下もか！？）
中３－２
に貼られているような分際で何ができるかわかりません
高１
が，先輩のみなさんからいろいろと学びながら，少しでも
高２
お役に立てればと思っています。
日１
日２
日３
日４
日５
（敬称略）

新任執行部員からのご挨拶

2009年度クラス役員のご紹介

ハース 美智子
サマーズ 理奈
渋谷 順子
阿部 洋之・果織
リンダマン 香織
今井 洋子
青木 昭子
アビューザ 塩田順子
サミュエルズ 綾子
畠山 優子
マクガバン 竹内美保
澤田 亜弓
片倉 程子
大塚 由美子
コーラム 晃子
スーター 祐美
島津 由以子
ダイアス 和子
長島 麻子
北山 彰子
日向野 さと子
小玉 展子
山中 みすず
ジェフリー 富美
ディビジリオ 美樹
グレイ 好子
リッピー 博子
ナイル 澄江

2009年度クラス役員紹介

本年度のクラス役員は、４１クラスのうち３２クラス
が希望者で決まりました。
クラス運営、学校行事、PTA活
動などがスムーズに行われるために、
クラス内のコーデ
ィネータとして活躍していただきます。当番のリマインダ
ーもお願いしています。
クラスの保護者の皆さんのご理
解とご協力をお願いいたします。
（クラス役員の仕事や、選出方法については、PTAハンド
ブックをご参照ください。）
さくら
もも
うめ
ゆり
すみれ
ばら
きく
もみじ
ひまわり
小１－１
小１－２
小１－３
小１－４

ドッドノーブル 圭子
樽井 智子
峯元 志保子
キャンポス 順子
宮本 礼子
岩井 美詠子
臼井 江美
ライスボロウ 園代
森山 みどり
リクレアー 恵美
武岡 幸代
角田 真紀
ウェイ 甲

PTA執行部Eメールアドレス：PTA@jlsboston.org

各委員会より
＜安全パトロール委員会＞
安全パトロール委員長 丑丸 直子
ボストン日本語学校の運営･教育活動に携わる皆様、
保護者の皆様、いつも大変お世話になっております。
通称「安パト委員会」
では、毎週各クラスから参加してく
ださる安パト当番保護者、計１６名のチェックイン、チェ
ックアウト、パトロール等の管理を行っております。
●「安パトって本当に必要なの？」
という声が時々聞かれます。実際、安パト制度は整備
されたのも数年前で、安パト自体がなかったころは何と
かなっていたようです。
ただし、土曜午前中、校内備品が
知らないうちに破損していたり、体育館その他で生徒が
怪我をしたりしても、対処は後手後手に回っていました。
校内随所に大人の目を置くことで、不要な器物破損･紛
失 や負傷を防ぎ、対処すべき事柄を察知する上での一
助となります。皆様のご理解･ご協力を賜りますよう、
よ
ろしくお願いいたします。
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● 学年に応じた生徒の遊び場所について
小１･２年生が休み時間、遊べる場所は中庭のみとな
りました。昨年度、
コミュニティセンター入口前広場*とグ
ラウンドへ至る斜面でも、小１･２年生が過ごせるように
していましたが、段差や斜面が多い場所で子どもたちが
走り回るのが危険であることと、
まだ校内経路に不慣れ
な学年であり、遊び場としては、
できるだけ教室から近く
目の行き渡る場所が望ましいということから、担任の先
生方のご意見もあり、学校側でこのように決定された次
第です。
小3以上は、体育館と西グラウンド
（運動会の開催場
所）
で遊べます。
ご家庭でも、機会がありましたら、上記の
点、確認し合っていただけますと大変幸いです。
どうぞよ
ろしくお願いいたします。
* 図書館裏の出口から西側グラウンドへ出る通り道にあ
る、
コンクリートで階段や広場を設けた場所。

さて、そんなイベント企画委員会は一体どんな活動を
しているのでしょうか？私たちは、
日本語学校の活性化を
目的とし、皆様のPTA会費、
コーヒー・べーク委員会の収
益であるPTAファンドを財源に、大きく分けて３つの活動
しています。
一つ目は皆様から大変喜ばれているファンド文庫の運
営です。図書委員会と連帯し皆様からのリクエストにより
昨年度は１８０冊の本を購入し図書館に入荷致しまし
た。
二つ目は、保護者向けセミナーや子ども向けの会の開
催です。昨年度は大好評のSATセミナーを始め、未就学
児向けの歌とお話の会、趣味のセミナーとしてハワイア
ンキルトセミナーを行いました。
また、今年度は早速APセ
ミナーを行い、受験者を対象に講師の方による具体的な
ご指導を受けることが出来ました。今後も、皆様に喜ばれ
るセミナーが提供出来るように思案中ですのでお楽しみ
に！尚、
「こんなセミナーを開催して欲しいな」
というご希
10分+20分の短時間ではありますが、エネルギーのあり 望があればお気軽に声をかけて下さい。
あまっている子供たちの休み時間が楽しいひと時になる
そして三つ目は、PTA主催による｢文化祭・タレントショ
よう、当番である･なしに係わらず、保護者の皆様には子
ー｣の企画、開催です。
どもたちを見守り、必要に応じて声を掛け、必要に応じて 先日行いましたアンケートの結果により、今年も文化祭を
手を差し伸べていただけましたら幸いです。
行う事になりました。
アンケートにお応え下さいました方
１年間どうぞよろしくお願いいたします。
々に心より感謝致します。10月末に行われる文化祭に向
けて
「日本を離れて暮らす我が子たちに、
日本の文化・伝
＜2009年度安全パトロール委員会メンバー＞
統・遊びに触れる機会を与えよう」
という思いを一人でも
池上史郎、丑丸直子、太田明夫、キングスリー陽子、
クロ
多くの方々と共有出来ますように願っております。
ーガン幸子、桑原恵子(一榮)、佐々木法子、笹沼寛子、三
また、生徒の有志によるタレントショーは恒例のラッフル
田多美、敷地由紀、進藤利恵、田辺貞和、塚本晶子、
フェ
も含め年度末の一大イベントです。
これらは、保護者の方
イヒー紀子、水村幸恵、山田恵美子、吉岡恵里
々のボランティアなしに開催できませんのでご協力をお
（敬称略、五十音順）
願い致します。
最後になりましたが、
この一年間、
イベント企画委員会
でご尽力下さる委員の皆様、部活のような和気あいあい
とした楽しく、充実した活動をしていきましょう！どうぞよ
ろしくお願いいたします。

＜イベント企画委員会＞
イベント企画委員長

青木 葉子

「イベント企画、楽しいよぉ。一緒にやらない？」
そう友人に誘われて、なんとなく入ってみたこの委員会。
それまでは、息子をドロップオフした後は早々に日本語
学校を後にしていた私。実は、一度、冬場に悪い風邪をも
らって以来、“保護者控え室”には足を立ち入れた事さえ
ありませんでした。
そんな私でしたが、去年一年間、
「イベ
ント企画委員」
として裏方に回り、今まで人事のように思
っていたセミナーや大きなPTA行事に関わるようになり
ました。
「子ども達や、保護者の方々の喜ぶ姿がみたい。
日本語学校の役に立ちたい」そんな思いで企画を立ち
上げ、
メンバーの皆と力を合わせて一つのものを作り上
げていく過程はまるで、学生時代に戻った様でした。
そし
て、何かを成し遂げた後の達成感は長い間忘れていた
何かを呼び起こしてくれました。
そんな充実した一年を
経験し、今年はまさかの委員長にご指名を受け、役不足
と感じながらも引き受ける事に致しました。
どうぞ一年間
宜しくお願い致します。
PTA執行部Eメールアドレス：PTA@jlsboston.org

イベント企画では年間を通して委員を随時募集しており
ます。執行部、
または下記のメールまでお気軽にご連絡
下さい。皆様のご意見もお待ちしております。
jlsPTAevent@gmail.com
ファンド文庫のリクエスト
jls_fund_books@yahoo.co.jp
＜2009年度イベント企画委員＞
＜２００９年度イベント企画委員＞
青木佳代、多田くみこ、坂本ベルスティン智子、西浦香里
（以上、
ファンド文庫担当）阿部果織、庵原千代子、加藤
一也、百済由紀恵、
グラシア由美子、
ライス明美
（以上、企画担当）
（敬称略、五十音順）
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＜コーヒーベーク委員会＞
コーヒーベーク委員長

陳 京子

～お知らせ～

５月２日からコーヒー購入２杯目以降の方は同じカッ
プ（白いカップ８oz）
を使用された方のみ５０セントとし
ます。
（お茶や紅茶も同様）・・大運動会の日は除く・・

て生徒の来室にばらつきがあります。来室者が少ない
ときなどは読書なども出来ますので，本や手芸など静
かにできる物をお持ちください。
学校要覧に書かれている通り、
ボストン日本語学校フ
ァーストエイド室では医療行為はできません。
ファース
トエイド室は、常駐職員の高橋さんの指示のもとにボ
ランティアの保護者が最低限の応急処置をしたり、
また
具合が悪くなった生徒を保護者が迎えに来るまでの間
安心して休んでいられる場所を提供するところです。
９月提出の緊急連絡カードは保護者と連絡を取るうえ
で最も重要なものです。忘れずに提出してください。
ま
た子供が日本語学校にいる間自分がどこに居るかを教
えておいて下さると探すときに大変助かります。保護者
の方々のご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。

今年度コーヒー・ベーク委員会は２０名でスタートしま
した。
コーヒー・ベーク委員会のコーヒー・ベーク販売は
ファンドレイズの目的で行われています。
コーヒー委員会は保護者の皆様がお子様を待ってい
る間、
カフェテリアで美味しいコーヒーやお菓子を食べて
くつろいで頂けるよう、準備・販売をしてます。
クラスから
毎週２名の当番と委員が２名割当てられ、常時コーヒー
カウンターには４名の当番で販売しています。９時から
準備をはじめ、９時３０分に販売開始、ベーク品が嵐の
ように完売する３０分後の1０時ごろからは椅子に座っ
て飲み物（コーヒー、お茶など）のみの販売となります。
そ
して１１時３０分に後片付けをします。
ここ何年か「コー
ヒー委員会って楽しそうね」
とよく言われます。
そうです、
友達の輪も広がる楽しい委員会なのです。
でも、
「お菓子
＜2009年ファーストエイド委員会メンバー＞
やお料理が作れないからコーヒー委員会には入れない」 オーナタウスキー美保子、エルドス喜代美、小野ゆう
とも言われます。
それは大きな勘違いです。委員になっ
子、河合達郎、河合典子、川崎祐美子、北澤和代、衣川
てもお菓子やお料理を作る義務はありません。
ただ、販
玲子、小林千春、
シダ弘子、白木真弓、高山幸子、當麻布
売のお手伝いをしていただくだけです。
もちろん、お菓子
美子、
ドラミー綾子、永原園子、
ナザロ桂子、
フォワード
作りなどお好きな人はどんどん作ってください。大歓迎で
真紀子、
ブレイスみこ、ボウドン雪子、星佳恵、マッケンナ
す。
コーヒー委員会に興味のある方はお一人でもお友達
智代、南嶋しづか、渡辺直子
とご一緒でもいつでも受け付けていますので気軽に声を （敬称略・順不同）
掛けて下さい。私たちと一緒に活動して行きましょう。
下記は今年一年尽力下さるメンバーです。
どうぞ宜しくお
願い致します。

＜ 音響記録委員会＞

＜2009年コーヒー・ベーク委員会メンバー＞
沖洋子、サミュエルズ綾子、坂本(ベルステイン)智子、古谷
佳代子、
ブラドショー直美、永井美知、
スインデルしのぶ、徐
(謝)恵芳、名執裕子、山本香織、春海葉子、松岡葉子、
スミス
珠代、
グラハムブラウン泰子、
ディラザーロ悦子、乾雅江、濱
野恵理、崎山智恵子、成田マーシャ、陳京子
（敬称略・順不同）

＜ ファーストエイド 委員会＞
ファーストエイド 委員長

北澤 和代

ファーストエイド室でのクラス当番の仕事は、PTAハ
ンドブックに記載されている通り、保護者探しや幼稚
部及び小学校低学年の生徒が教室に帰る時の送り届
けなどをして頂いています。委員がファーストエイド室
を離れることなく来室者の対応に専念できる様になり
大変助かっています。当番になられた方はぜひハンド
ブックを 一読される事をお勧めします。
その日によっ
PTA執行部Eメールアドレス：PTA@jlsboston.org

音響記録委員長 上野 要
昨年度の今頃は、新委員希望者が皆無だった上に、転
勤で二学期から一人抜ける事も確定しており、半ばパニ
ック状態で『音響委員大募集中です』
と会報に載せた記
憶があります。
その後も”女性に優しい委員会”とテーマ
を作ったり、音響委員の特権を公にしたり、私たちの活動
をいろいろな所で発表させて頂きました。
その甲斐あっ
てか、年度途中からでしたが、二人の方に参加して頂きま
した。今年度は、新たにもう一人希望者があり、
さっそく活
動に参加して頂いております。私たちの活動に理解と興
味を示して頂ける人が少しずつでも増えている事をとて
もうれしく思います。
また、土曜日の貴重な時間をこの委
員会のために使って頂ける事とても有り難く思います。
この委員会の主な活動は、各種式典や行事の時に、音
響および放送機器の設置／運営をする事で日本語学校
と、PTA から依頼を受けての活動なので、毎週活動があ
るわけではありません。
ですから、
どなたでも気軽に参加
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できる委員会といっても全く過言ではありません。事実、
分担作業の無い週や、行事の合間には、
カフェテリアで
コーヒーを飲みながらスポーツ談義や、美味しいレスト
ランの話し、最近凝っている趣味の話しで盛り上がる事
もしばしばあります。今後も継続して委員希望者を募集
しております。一人でも多くこの委員会に参加して頂けれ
ば、一人に対する負担は減り、機動力を増す事ができま
す。少しでも興味のある方、連絡をおまちしております。
こ
こで今年度、現時点での委員の皆様を紹介します。今年
度も宜しくお願いします。
＜2009年度音響記録委員会メンバー＞
後藤達也、渋谷ひろと、小泉ジェリー、牧直樹
（敬称略、順不同）

5 月      May

さつき

皐月

16日 大運動会パトロール説明会
16日 幼稚部園外保育
16日 午後授業（幼稚部除く）
23日 大運動会
          （予備日：5月30日、6月6日）

＜図書委員会＞
図書委員長

2009年度 今後の予定

森口 賢一

土曜日約３時間のみ開館の日本語図書館。業務の大
部分は図書委員、
クラス当番など保護者のボランティア
活動によって支えられています。
日本語補習校に学ぶ園
児・児童・生徒にとっては日本語学習継続のよりどころと
して、そして保護者、一般の方々には日本語の書籍を楽
しむ憩いの場として、親しまれる図書館を目指し活動し
ています。特に、
「探している本を見つけ易く」
「お薦めの
本を目立たせる」
ことができるよう書籍配置の改善が今
年度の重点目標です。
今年度も恒例の秋のブックフェア
（古書市）企画して
います。売上金は図書館運営、書籍購入の貴重な財源と
なりますが、
このフェアを成功させる秘訣は、如何に多く
人気の書籍をとり揃えることができるか、にかかってい
ます。
そこで、各ご家庭でご不要になりました雑誌、書籍
の寄付を大々的に受付けておりますのでご協力をお願
いします。
＜2009年度図書委員会メンバー＞
アベイワルダナ 美咲子、
ウェイト 典子、エリクソン シェ
リー、
グラハム増田 陽子、
ケニー 美穂、
ジョーバック 美
代子、
スカリア 恵美、
スナディ 久美子、
ブシャード 広美、
メイソン 一美、モナコ 奈な代、伊藤 博子、䉤﨑 仁、岡田
悦子、屋代 寛子、下本 ひとみ、花井 侑生子、吉田 忍、葉
家凱、根岸 利孝、寺嶋 正教、小西 菜穂美、小島 裕子、星
佳恵、川崎 直子、相沢 まゆみ、大野 悦代、中臣 久、長島
久美子、辻野 美奈、島田 麗亜、徳王 千恵子、
日向野 さと
子、萩谷 葉子、矢島 千代
（順不同、敬称略）
PTA執行部Eメールアドレス：PTA@jlsboston.org

みなづき

6月      June     水無月
13日 第一回糖尿病セミナー
27日 一学期終業

編集後記：
As this newsletter goes to press, the weather
is feeling like spring, like summer even on some
days. It is exciting to be starting a new school
year, meeting new friends, classmates and
teachers and looking forward to another year
of fun and learning.
It is a great time to be a sports fan in Boston,
with the Celtics and Bruins in the playoffs, the
Red Sox season in full swing, and of course the
most fun and important sports event of all coming up - the JLS Field Day (Undoukai), scheduled this year for May 23! (SR)
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