ボストン日本語学校

第５９号

（通巻７４号）

２０１０年３月２０日発行

P T A 執 行 部より
「3時間の過ごし方」
PTA会長

市村ラリー

3時間あったら何ができるでしょう？映画を見るのもい
い。
ボケッとして過ごすのも悪くないし、ゆっくり本を読む
のもいいですね。長いようでも何か好きなことを始めたら
3時間はあっという間かもしれません。
毎週土曜日、朝の3時間、ボストン日本語学校では先生
方は一週間準備してきた授業を行います。現地校で一週
間を乗り切った児童・生徒たちは、今度は3時間の日本語
の勉強です。
では、保護者は？さまざまですね。子供を下
ろして家に帰る人、学校の近くに日本食の買出しに行く
人、保護者控え室で友人とおしゃべりを楽しむ人、
コンピ
ューターに向かうお父さんたち。人それぞれですね。子供
の授業が終わるまでの3時間、そして時には午後も含め
ていろんなPTA活動がこの一年の間にありました。
春、三遊亭京楽師匠を迎えての「春のボストンおもしろ寄
席」、子供たちのきらきらした目が印象的でした。２回に
わたってのジョスリン糖尿病センターによる糖尿病セミ
ナー、60名近くの保護者がスクリーニングを受けました。
女子柔道オリンピック金メダリストの「谷本歩実さんと話
そう」会、本物のアスリートは精神面でも強いんだなあ、
と感心しました。
「帰国生大学入試進学講演会」、本校生
徒の将来の進み方のひとつの選択肢を示してもらいまし
た。
アメリカ医療システム、婦人科系、生活習慣病と一年
で3回にわたる医療系セミナー、本校保護者の医療への
関心の高さには驚かされました。2回のSAT＆APセミナ
ー、日本語教育が現地の大学入試に役立つ貴重な情報
でした。入場者350名、毎年好評のブックフェア、やっぱり
日本語で本を読むのは楽しいなあ、
と実感させられまし
た。恒例の漢字検定、多くの子供たちや保護者が受検し
ました。
開催も危ぶまれた文化祭、ふたを開けてみれば、総勢
１９８名（！）のボランティアが参加し、大成功に終わりま
した。今年も楽しませてくれましたタレントショー、あの子
供、あのお父さん・お母さんの隠れた一芸とラッフルでの
どよめきと歓声。今年は増渕ボストン日本語学校支援基
金が発足し、$30,000の寄付を始めPTAとしてもいろん
な形で協力しました。
でも、PTA活動はこういった表に見えるイベントだけで
なく、子供たちが安全に楽しく学校生活ができるよう、
ま
た保護者の皆さんが快適・有益に過ごせるよう、
さまざま
PTA執行部Eメールアドレス：PTA@jlsboston.org

なボランティア活動で成り立っています。安全パトロー
ル、
ファーストエイド、
コーヒーべーク、図書、イベント企
画、音響記録などの各委員会、持ち回りのクラス当番と各
種ヘルパーなど。２月９日現在で日本語学校に在籍して
いる家庭数は４６９、そして、保護者のボランティアの数
は、
クラス役員が４１名、各種委員会、PTA執行部、日本
語部授業ヘルパー合わせて約１４０名、そして毎週、持
ち回りのクラス当番と各種ヘルパーが約５３名、その総
数２３４名です。単純に計算すると４９．９％の家庭が
何らかの形で日本語学校でのPTA活動に取り組んでいる
ことになります。素敵な3時間の過ごし方ですね。
３月６日発行の「ボストン」
でも紹介しましたが、先日、
保護者のボランティア活動について校長先生と話をした
とき、先生は「もし保護者の方々のご協力がなく、すべて
学校が自前で安全パトロールや図書館業務などをしな
ければならないとしたら莫大なお金がかかり、授業料は
＜２ページに続く＞

＜委員再募集のお知らせ！
！＞
先日回収しました「ＰＴＡ役員・委員調査票」によ
り、新年度の各委員を募集しました
（提出くださった皆
さん、ありがとうございます）が、必要人数に満たない
委員会がまだまだあります。学校の安全や行事の遂行
に大きく関わる委員会もあり、
このままでは新年度の
活動に支障を来たす恐れがありますので、委員会の委
員のみ、３月末まで希望を受け付けます。４月に委員
会をスタートさせるためには、今、人数が必要です。次
ページからの委員会報告を参考に、ぜひご検討くださ
い。
（クラス役員、
日本語部ヘルパーの募集は締め切り
ました。選出された場合はご了承ください。）
以下は、特に委員を必要としている委員会です。
◉
◉
◉
◉

拘束時間が短い！安全パトロール委員会
活動は行事のときだけ！音響記録委員会
普通のお父さんお母さんでOK！ファーストエイド委員会
タレントショーまでできなくても
文化祭だけでも可！文化祭実行委員会

メールでpta@jlsboston.orgまで、保護者名、希望する
委員、長子のお名前とクラスをお知らせください。すで
に提出した方の変更追加も受け付けます。皆様のご協
力に感謝します！
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＜１ページより＞

今よりずっと高くなるでしょう。保護者の方々のボランテ
ィア精神に感謝します」
とおっしゃってました。校長先生
が私たちPTAの活動に対してご理解と感謝の意を示して
下さっていることを大変うれしく思います。
今年度は、
もっと保護者の皆さんにも教職員の皆さん
にも広くPTA活動を知ってほしい、
という願いで、図書館
内にPTA活動を紹介するPTAコーナーを設置しました。
イベントの資料等が閲覧でき、今後のPTA活動のチラ
シ・予定を掲示してます。
また保護者に対するPTA保護
者説明会、教職員の皆さんに対してPTA活動のプレゼン
テーションも行いました。来年度は日本語が理解できな
い保護者へのPTA活動への理解と参加を推進するため、
英語でのPTA活動紹介・報告も積極的に行っていきま
す。
去年の10月のPTA総会で承認を受けPTA会長になっ
たときにPTA会員の皆さんに言いました。
「私に会長とし
ての資格があるなら誰よりも楽しんでPTA活動をしてい
ることです」
と。
こんなに楽しい毎週の3時間、そしてこの
一年、ありがとうございました。保護者の皆さん、教職員
の皆さんのPTA活動に対する深いご理解とご支援に心よ
り感謝します。

クラス役員の皆様、お疲れ様でした。
PTA執行部

安田 千絵

各 委 員 会 より 一 年 を 振 り 返 っ て

安全パトロール委員会
安全パトロール委員長 丑丸 直子
ただいま、安パト委員会では、来年度の委員数が10名
弱足りず、非常に困っております。安パトには、他の委員会
と比べ、拘束される時間が短く、
また小さなお子さん連れ
でも手をつないで一緒に校内パトロールできるなど、利
点がありますので、
よろしければ是非ご参加ください。
今年度の安パトは、大きな変化･事件もなく、比較的順
調に行われました。皆様のご協力、当番制へのご理解に、
心から感謝いたします。
日本語部･高学年の当番出席に一部問題が見られ、昨
年度末より懸案になっていましたが、PTA執行部のご尽
力により、問題のある保護者への個別対応が行われるよ
うになりました。ありがとうございます。
ようやく当番に来
てくださった保護者の方々は、それぞれ事情はあっても
予想以上に好意的で、非常に嬉しく感じました。何度も連
絡を取ってくださったクラス役員さん、安パト委員さんに
も、厚くお礼申し上げます。
昨年登場して子供たちの目を引いてくれた黄色い蛍
光色ベストは、残念ながら徐々に効果を失いつつあるよ
うです。一か所に立っているだけで注意等の声掛けをし
ない当番さんも多いので、今後はまた別の方法で子供た
ちの注意を促せないか検討してみたいと思います。
すべての安パト委員さん、安パト当番保護者さん、
クラ
ス役員さん、本当にありがとうございました。校長先生、
教頭先生、学校職員高橋さん、PTA役員の方々、１年間
大変お世話になりました。来年度も、
どうぞよろしくお願
いいたします。

クラス役員の皆さんにとっては、お忙しかったり、連絡
がなかなかうまくいかなかったり、いろいろあったことと
思いますが、皆さんのご協力のおかげで、
この１年大き
な問題もなく過ごすことができました。先月のクラス役
員会では、
「思ったより楽だった」
という感想も多くいただ
き、ほっとした反面、当然ですが、今後に向けてのご意見 ＜2009年度安全パトロール委員会メンバー＞
も多数いただきました。
これらを参考に、
より充実させて
池上史郎、丑丸直子、太田明夫、キングスリー陽子、
ク
いきたいと思います。本当にありがとうございました。
ローガン幸子、桑原恵子(一榮)、佐々木法子、笹沼寛子、
三田多美、敷地由紀、進藤利恵、田辺貞和、塚本晶子、
フ
＜２００９年度クラス役員＞
ェイヒー紀子、水村幸恵、山田恵美子、山本秀和、吉岡恵
ナイル澄江、
リッピー博子、ラム俊子、ディビジリオ美
里 (敬称略、五十音順、途中退学者を含む)
樹、ジェフリー富美、山中みすず、小玉展子、日向野さと
子、北山彰子、長島麻子、
ダイアス和子、島津由以子、ス
コーヒー・ベーク委員会
ーター祐美、
コーラム晃子、大塚由美子、片倉程子、小西
菜穂美、竹内美保、畠山優子、サミュエルズ綾子、青木昭
コーヒー・ベーク委員長 陳京子
子、
アビューザ塩田順子、今井洋子、
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
本年度も皆様のお陰で一年間無事にコーヒー・ベーク
美詠子、臼井江美、
ライズボロウ園代、森山みどり、
リクレ 委員会の活動を行うことができました。
アー恵美、武岡幸代、森本聖子、
ウェイ甲、ハース美智子、
毎年恒例のコーヒー委員会最大のイベント
「ウイン
サマーズ理奈、渋谷順子、阿部洋之・果織、
リンダマン香 ターベークセール」は今年ベーク品・お弁当など最多数
織、角田真紀、
グレイ好子、澤田亜弓（順不同、敬称略）
1000品以上の提供品でテーブルを埋め尽くしました。
こ
の一日の売上げも過去最高の＄2,500でした。
この日のために朝早くからお弁当やデザートを心を
込めて作って下さった提供者の方々、いつものように早
い方は９時ごろから並んで待ってくださった購入者の方
々、ありがとうございました。
コーヒー委員も８時３０分
から全員参加で準備・販売・後片づけを一丸となって行う
ことができたことを嬉しく思います。
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毎週コーヒーカウンターに陳列されるベーク品は、材
料費を７割還元することによって、現在価格を実現して
います。安定した量を毎週提供することはできませんが、
保護者からの手作りの品々は楽しみに購入してくださる
皆様の期待にお応えしているものと思います。
来年度に向けてコーヒー・ベーク委員会が改善・さらに
発展していけるよう、皆様からのフィードバックを踏まえ
て、
これからも検討を重ねていきます。
最後に今年度のコーヒー及びベークの売上げは（２月
まで）＄21,978.00でした。
まことにありがとうございました。
＜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

音響記録委員会

音響記録委員長 上野 要
今年度は、昨年度と大違いの安泰人数６人確保でス
タートしました。年々、委員会の知名度が上がるにつれ
新しくメンバーになりたいという人が必ず１−２人いら
っしゃいます。
うれしいかぎりです。今年は、牧さんとピー
タースさんがはいってくださいました。最近の音響記録
委員会は私を含むふる株メンバー３人と新メンバーとい
うパターンができつつあります。皆さん仕事を持ってい
らっしゃるので、その合間に音響の活動に来て下さるの
ですが、今年は例年になく和気あいあいとした運営がで
きた様な気がします。
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。
ここで敬意を込めて、委員の皆様を紹介します。今年
度、本当にありがとうございまいました。

ファーストエイド室は昨年度から土曜日ごとに常駐職
員１名、
ファーストエイド委員２名、
クラス当番１名、計
５名で運営されています。
クラス当番の方が来室児の親
探し、教室への付き添い、先生への連絡等をしてくれる
ようになったので、
ファーストエイド委員は部屋を離れる ＜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、
ピータ
事なく、スムーズに仕事ができるようになりました。
クラ
ースジェリー （敬称略、順不同）
ス当番に入られた方ありがとうございました。
この２年間は幸い委員の中に幼稚部にだけお子さん
がいらっしゃる方が委員になってくださったので、運動会
図 書 委 員 会
の時委員が分刻みで運動会上と構内のファーストエイド
図書委員長 森口賢一
室を行ったり来たりする事なく、子供たちの競技を見る
事ができました。来年度、運動会当日 ファーストエイド委
今年度もたくさんの方々に利用していただいた日本
員を引き受けてくださる幼稚部の保護者 がいるととても 語図書館。更なる蔵書の充実と使いやすさをめざし来年
助かります。今からでも手を挙げてください。
度も躍進を続けます。そして、蔵書の充実には皆様のご
今年度は夏休み前からH1N1が流行り始め、２学期か 協力が必要です。
ご家庭で読み終わられた書籍、雑誌、
ら日本語学校でもたくさんの生徒が来室するかもしれな 絵本などございましたら図書館への寄付をお考えくださ
いと思っていました。現地校などでは流行っていたところ い。
日本語学校ホームページ (www.jlsboston.org) より
「
もあったようですが、皆さん症状が出ている場合は登校 日本語図書館」へお進みいただくと図書館への書籍寄
を控えたせいか、ほとんどそのような症状で来室した生 付の案内がございます。
ご寄付いただいた書籍は、図書
徒はいなかったように思います。
館蔵書として登録したり、恒例秋のブックフェアー、冬の
忙しい中委員を引き受けてくださった方々、そしてい ミニブックフェアーで販売、収益金を最新図書購入の資
つも的確な指示をしてくださる常駐職員の高橋様一年 金に、
と有益に利用させていただきます。ぜひご協力賜り
間ありがとうございました。
ますようお願いいたします。
図書館業務は、主にPTAボランティアの図書委員と
＜２００９年度ファーストエイド委員＞
各クラスからのクラス当番保護者により遂行されていま
エルドス喜代美、小野ゆう子、オーナタウスキー美保
す。保護者の誰もが図書委員になる資格があります。そ
子、河合達郎、河合典子、川崎祐美子、北澤和代、衣川玲
んな図書館で書籍と触れ合う楽しみを見つけませんか。
子、小林千春、
シダ弘子、白木（金）真弓、高山幸子、當間
図書委員会では図書委員を常時募集中です。
ご興味の
布美子、
ドラミー綾子、永原園子、
ナザロ桂子、
ファワード
ある方、ぜひ図書館へおいでください。
真紀子、
ブレイスみこ、ボウドン雪子、星佳恵、マッケンナ
最後に、２００９年度クラス当番としてお手伝いいた
智代、南嶋しづか、渡辺直子（敬称略、五十音順）
だきました保護者の皆様、ボランティア中高生諸君、
ファ
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ンド文庫関係者の方々、そして、図書委員の皆様、
ご活躍
ありがとうございました。
＜２００９年度活躍の図書委員＞
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、籔﨑仁、岡田悦子、屋代
寛子、下本ひとみ、花井侑生子、吉田忍、根岸利孝、寺嶋
正教、小西奈穂美、小島裕子、星佳恵、川崎直子、相澤ま
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、
日向野さとこ、萩谷葉子、矢島千代、葉家
凱、
（敬称略、順不同)

<ハイチ、チリ大地震による被害の
募金先の案内>
ハイチ、チリ大地震などの自然災害により、多くの方
々が家や家族を失い、今なお２次災害による犠牲者も
多数出ております。
そんな中、私達が出来る一つの手助
けの方法として募金等の支援があげられます。何か手
助けがしたいがその手段、方法が分からないという方
下記のウエブサイトにて募金等を受け付けています。

イベント企画委員会の一年
イベント企画委員長 青木 葉子
「子ども達には笑顔を、保護者の皆さまにはより充実し
たセミナーを」をモットーに一年間、活動を行ってきたイ
ベント企画委員会。
こうして振り返ってみると、
とても充
実した委員活動を行う事が出来たのではないかと思い
ます。本年度初めにはアンケートを取る事から始まった「
文化祭」では、その存続を懸念していましたが、アンケー
トの結果から開催を決定、最終的には延べ200名近い
保護者ボランティアの下に盛大に
「第8回文化祭」を行う
事が出来ました。そして、2回にわたるSAT/APセミナー、
未就学児向けの歌とお話の会、大いに盛り上がり大成功
を収める事が出来たタレントショー等、一年があっという
間に過ぎてしまったように感じます。今年初めての試みと
して実施したシリーズものセミナー「医療系セミナー」で
は、各学期毎にテーマを決め、
「子どもの病気と応急処置」
「婦人科系」
「生活習慣病」
と3回に分けてセミナーを行
いましたが、いずれも大好評でした。
ここに改めて、各活
動やセミナーに関わってくださった保護者の皆さまに心
から御礼と感謝を申し上げます。
また、
ファンド文庫の活
動として、今年も2回のリクエストから合計193冊の本を
購入し、多くの方々に大変喜ばれております。
このように私たちイベント企画委員は、日本語学校の
活性化を目的とし、主にコーヒー・べーク委員会の収益
であるPTAファンドを財源に様々な活動を行っておりま
す。保護者の皆さまのご協力とご理解があっての委員会
活動です。今後ともご支援を宜しくお願いいたします。
来年度は、更に保護者の皆さまのニーズに応えられるよ
うなセミナーを多く開催したいと思っておりますので、
ご
意見・アイディア等ございましたら
（jlsPTAevent@gmail.
com）
までお気軽にお問い合わせ下さい。最後に、
この一
年間、人使いの荒い（？）私にしっかりついてきて下さり、
影で支えて下さった委員会の皆さま一人一人に心から感
謝致します。
この達成感は皆さんのチームワークの賜物
です。本当にありがとうございました！
＜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 、吉田はるか （以上、企画担当）
（敬称略、

アメリカンレッドクロス
http://www.redcross.org
(支援はあくまでも個人の意思によって行って下さい。
決して強制ではありません。)

2010年度 新学期の主な予定

		

４月 April
３日
10日
17日
		
24日

卯月

入園・ 入学・ 始業式
PTA総会 、
クラス役員会
避難訓練
授業参観 ・ 学級懇談 		
PTA会費納入

		

５月 May			
1日
		

うづき

さつき

皐月

授業参観 ・ 学級懇談
PTA会費納入

編集後記：
早いもので今年度ももう終わりです。
あっという
間に時が過ぎてしまいましたが、
とても充実した
一年でした。ニ週間という短い春休みではありま
すが皆さん有意義に時を過ごし、新たな気持ちで
新年度を迎えましょう。皆さん一年間ご協力有り
難うございました。(YK)

五十音順）
PTA執行部Eメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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