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PTA 総会報告
PTA会長

2010 年度ＰＴＡ執行部体制
市村ラリー

「それでは，承認をしていただける方はどうぞ拍手を
お願いしまーす！」
司会者の元気な声に誘われるように，会員の皆さんの
大きな拍手をいただき，2009年度の会計決算収支と2010
年度の予算（添付資料参照），PTA役員体制，活動計画が
承認されました。「ふーっ。」肩の荷が下りた瞬間です。
去る4月10日，約141名の出席者と198通の委任状をいただ
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辰田みどり
ロビンソン由季
百済幸男
西山央美
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青木葉子
コノリー朋子
ライスシャノン
庵原千代子

き，2010年度第１回PTA総会が開催されました。
堀田校長先生からはクラスで使う機器運搬のヘルパー
のお願い，三杉新教頭先生のご紹介があり，石原運営委
員長からは「運営委員会って何？」というわかりやすい
ご説明，趙財務委員長からは学校会計報告がありました。
今回の総会では初めての試みとしてプレゼンテーショ
ンをすべて英訳して行いました。これは日本語が理解で
きない保護者の方々にもっとPTA活動を知って，参加してほ
しい，という思いからです。また，保護者控え室全体に
プレゼンテーションが見えるようにスクリーンとプロジ
ェクターを２台使って行いました。委員会からは安全パ
トロールと文化祭から委員募集のお願いがありました。
会員の皆さん，ぜひお手伝いください！
今年度も引き続き，PTA 活動を温かく見守ってあげて
ください。

なお，学校ホームページ（PTA 活動報告のページ）に，先日の
PTA 総会のスライドを掲載しています。この会報の英語版もあ
ります。 http://www.jlsboston.org/pta

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

2010 年度クラス役員紹介
本年度のクラス役員の方々をご紹介します。春休み中
からすでにクラス運営，学校行事，ＰＴＡ活動などがス
ムーズに行われるために，お仕事を始めてくださってい
ます。保護者の皆様の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）。
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グラハム増田陽子
穴口恵子
エリオットリダ
樽井智子
ドッドノーブル圭子
宍戸真奈美
坪井優雅子
マロア実穂子
末野栄利子
松岡葉子
臼井江美
ロンスキー珠己
百済由紀恵
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佐藤優子
河辺恵美
宮川玲子
ワイドマン文子
スーター祐美
ライズボロウ園代
遠藤修
今井洋子
北川陽子
リンダマン香織
畠山優子
竹内美保
大橋恭子
長坂安子
山田ミカ
敷地由紀
市川正裕
サミュエルズ綾子
長島麻子
マルキオロさとみ
佐次阿由美
河合典子
ヴィニュー奈保子
デイム直美
安田千絵
嶋崎由紀子
山㟢綱子

ィングの２つの担当者が２つに分かれて活動しています
が，ボストン日本語学校の国際化が進むに連れ，今後ま
すます広報委員会の仕事も増えていくと思われます。そ
こで，只今広報委員大募集中です！やってみたいと思わ
れる方は PTA@jlsboston.org まで御連絡ください。お待
ちしています。
≪2010 年度広報委員≫ピーター・サクラ，高野恵理，フ
ィリップ・ハードベック，マロア実穂子

安全パトロール委員会
安全パトロール委員長 丑丸直子
ご存知ですか？

安パト委員の仕事。今回は，当委員

会を簡単にご紹介させていただきます。
●安パト委員の仕事＝安パト管理 当番委員は，◎当番
クラスの役員さんへの事前連絡，◎当番のチェックイ
ン・チェックアウト，◎2 回の休み時間中の校内見回り，
（敬称略）

◎申し送り（報告）メール配信を行っています。
●当番当日の拘束は短時間

チェックイン･チェックア

ウト時と，休み時間のみです！
●1 学期あたりの当番回数は…？

各委員会より

3 回です。
●お子さん連れでも大丈夫！

広報委員会
執行部広報委員担当

ハードベック裕子

広報委員会は今年設立されたＰＴＡの新委員会です。
英語がネイティブの保護者に，言葉のバリアーを超えて
できるだけ日本語学校 PTA 執行部が提供する情報を知っ
てもらいたい，そのために翻訳の専門チーム体制を整え
なくては，という目的をもとに立ち上がりました。今年
からＰＴＡ会報が英訳され，ＰＴＡの英語サイトで読んでいた
だけるようになったのを御存知ですか？その他単発的な会
議資料や各セミナー案内なども英訳がつくようになり，
その英訳をするのも広報委員会の委員たちです。まずは
４名の委員とＰＴＡ執行部の広報担当者合わせて５名で
スタートしました。和文英訳と英訳文のプルーフリーデ

ただし，ベビーカーは，

階段の上り下りが不便なため，大変かもしれません。
●安パトの重要性 安パトは，廊下を走る生徒に注意す
るだけではありません。戸外や体育館でケガをした生徒
をすばやく見つけて対処し，新学期に校内で迷った子ど
もたちを助け，さらに校内探検を始めた子どもたちが立
入禁止場所に入らないよう指導します。
●現在あと 4 名安パト委員が必要です！

お問い合わせは，

保護者控室 PTA 執行部デスクまで，または電子メール
（PTA@jlsboston.org）でお願いいたします。
≪2010 年度安全パトロール委員≫

赤津律子，池上史郎，

太田明夫，クローガン幸子，黒田真紀，小西菜穂美，小
山百合，三田多美，塚本晶子，フェイヒー紀子，水村幸
恵，山田恵美子，山本秀和，リキューティ美樹，渡邊哲
子

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

1 学期あたり平均 2～

（敬称略：以下同様）
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それにより利用者に喜んでいただけることが一番の報い

ファーストエイド委員会
ファーストエイド委員長

でもあります。

北澤和代

さて，図書館の蔵書の充実は利用者の皆様からいただ

ファーストエイド室はファーストエイド常駐職員高橋

く寄贈本と最新出版物の購入輸入に頼っています。その

さんの指示のもとボランティアの保護者（ファーストエ

ための資金の多くは恒例ブックフェアー収益金から賄わ

イド委員）が最低限の忚急処置をしたり，また具合が悪

れます。今年は１０月９日に開催します。皆様お誘い合

くなった生徒を保護者が迎えにくるまでの間安心して休

わせのうえご来場いただきますようお願いいたします。

んでいられる場所を提供する所です。 学校要覧に書かれ

また，ブックフェアーに出品する書籍の寄付を数の多少に関

ている通り医療行為はできませんし，薬（飲み薬，塗り

わらず随時受付けております。ご家庭で不要になりました

薬など）は常備しておりません。これらは， 発足当時か

書籍類を図書館開館中にお持ちください。皆様のご協力

ら変わっておりません。

をお願いします。

クラス当番の方には保護者探しや園児，児童が教室に

≪2010 年度図書委員≫ アッシュ恵子，アベイワルダナ

帰る時に送り届けをしていただいています。当番になら

美咲子，ウェイト典子，エリクソンシェリー，シャピロ

れた方は PTA ハンドブックを一読される事をお勧めしま

富貴子，ジョーバック美代子，スカリア恵美，スナディ

す。

久美子，メイソン一美，モナコ奈な代，伊藤博子，岡田

９月提出の緊急連絡カードは保護者と連絡を取る上で

悦子，屋代悟，下本ひとみ，花井侑生子，吉田忍，宮本

最も重要な物です。忘れずに提出してください。また子

礼子，金和子，結城グレース，高村千香子，根岸利孝，

どもが日本語学校にいる間，保護者がどこにいるかを教え

寺嶋正教，小島裕子，森田裕美，星佳恵，川崎直子，中

ておいて下さると，探す時に大変助かります。保護者の方々

臣久，中島由美子，長島久美子，辻野美奈，渡辺直子，

のご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。

島田麗亜，徳王千恵子，日向野さと子，矢島千代，ブシ

≪2010 年度ファーストエイド委員≫ 石黒雪子，市瀬世

ャード広美，籔﨑仁

里子，エルドス喜代美，星佳恵，オーナタウスキー美保
子，小野ゆう子，折井美紀，河合達郎，河合典子，シダ
弘子，衣川玲子，小畑千雪，川崎祐美子，高山幸子，當
麻布美子，土肥法子，ドラミー綾子，永原園子，ナザロ
桂子，ブレイスみこ，ボウドン雪子，マッケンナ智代

音響記録委員会
音響記録委員長

上野要

今年度は，新委員１人が加わり，さっそく諸活動に参
加していただいております。それと正式な委員ではない
のですが，人手が足りない時，お手伝いをしてくれる助

図書委員会
図書委員長
図書委員の活動

っ人委員２人も加わりました。私たちの活動に理解と興味

森口賢一

を示していただける人が毎年少しずつ増えていることをとて

— 返却本の処理，本棚の整理，繰り

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

返しの利用で傷んだ蔵書の修理，新規登録本の準備，館

会のために使っていただけること，とても有り難く思い

内清掃 . . . 手前味噌で恐縮ですが， 我ら図書委員会

ます。この委員会の主な活動は，各種式典や行事の時に，

のメンバーが中心になり，明日を担う子どもたちの日本

音響および放送機器の設置と運営をすることで，日本語

語能力維持向上のため，そして，広く一般の利用者のた

学校とPTAから依頼を受けての活動なので毎週活動がる

め毎週精一杯の努力を惜しまない活動が続いています。

わけではありません。ですからどなたでも気軽に参加で

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

ボストン日本語学校 PTA 会報

3

きる委員会といっても全く過言ではありません。事実，

最後になりましたが，本年度イベント企画委員会でご

分担作業のない週や，行事の合間には，カフェテリアで

尽力下さる委員の皆様，部活のような和気あいあいとし

コーヒーを飲みながらスポーツ談義や，美味しいレスト

た楽しく，充実した活動をしていきましょう！

ランの話，最近凝っている趣味の話で盛り上がることも

ご意見・アイディア等ございましたら

しばしばあります。今後も継続して委員希望者を募集し

（jlsPTAevent@gmail.com）へお気軽にどうぞ！

ております。一人でも多くこの委員会に参加していただ

≪2010 年度イベント企画委員≫

ければ一人に対する負担は減り，機動力を増すことがで

（ファンド文庫担当）青木佳代，坂本智子，西浦香里，

きます。尐しでも興味のある方，連絡をおまちしており

針ヶ谷牧子，山本香織 （イベント企画担当）阿部果織，

ます。ここで今年度，現時点での委員の皆様を紹介しま

石井葉子，加藤一也，川崎祐美子，三野洋美，ケニー美

す。今年度も宜しくお願いします。

穂，ホワイト奈緒，矢野奈保美，リー高橋美代

≪2010年度音響記録委員≫
後藤達也， 渋谷ひろと， 津田慶
＜助っ人メンバー＞牧ファミリー，森口賢一

文化祭実行委員会
文化祭実行委員長

イベント企画委員会
イベント企画委員長

庵原千代子

ボストン日本語学校には，全校生徒を対象とした大き

青木葉子

な行事が３つあります。５月に開催される運動会，１０

私たちイベント企画委員会は，日本語学校の活性化を

月の文化祭，そして２月のタレントショーです。この中

目的とし，主にコーヒー・べーク委員会の収益である PTA

で唯一，運動会だけが学校主催の行事で，学校の先生方

ファンドを財源に次の様な活動を行っております。

の指導のもと授業時間内に行われます。

一つ目はファンド文庫の運営です。昨年は，皆様のリ

文化祭とタレントショーは，PTA 主催の行事です。日

クエストから合計 193 冊の本を新しく購入いたしました。

本を離れて暮らす子ども達に日本の文化・伝統・遊びを

日本の本を読みたいけど取り寄せるのはちょっと・・・・

伝えるとともに児童・生徒・保護者に発表の場を提供し

と思っている方，ぜひ今年はファンド文庫へリクエスト

たいという思いの保護者のボランティアで，８年前から

してみて下さい。今年はリクエストされた方が優先して

続いている行事です。

本が借りられるシステムも導入予定です。

ボストン日本語学校の文化祭は，日本の縁日と学園祭

二つ目は，保護者向けセミナーや子ども向けの会の企

が一緒になったようなユニークな文化祭です。借用校舎

画・開催です。本年度はセミナーを中心とした委員会へ

である場所や人員，時間，予算等の制限の中，８年間の

と生まれ変わり，皆様に喜ばれるセミナーを数多く提供

経験を積み重ねて来て今の様な形の文化祭になりました。

出来るように思案中です。「子どもたちには笑顔を，保

PTA 主催の行事なので，保護者の方々のお力をお借り

護者の皆様にはより充実したセミナーを」をモットーに，

しないと開催できない文化祭です。お手伝いして下さる

更に充実した委員活動を行っていきたいと思っておりま

実行委員を募集しています。新しいアイディアも歓迎で

すので，お楽しみに！

す！

お子様を待っている午前中の時間，セミナーが開催さ

先日，日系の新聞で，「子どもが日本語補習校をやめ

れていたら，ぜひ足を運んでみてください。皆様の生活

たいと言っているがどうしたらいいか」という質問が載

に有効な情報が得られるはずです。

っていました。専門家の答えは，「保護者が学校に関わ

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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ることで子どもも学校へ行こうという気になる」という

ムブラウン泰子，ディラザーロ悦子，崎山智恵子，田村

ものでした。

みち子，ジョーバック美代子，ストーパひろみ，ブレイ

皆さんのお子さんは，「やめたい」と言っていないと
思いますが，是非この機会に，学校行事に参加してみて下

クリー法子，ポーターゆかり，牧睦子，西浦香里，
Gross-Loh Christine，百目鬼みみ，竹内マクガバン美保

さい！
≪2010 年度文化祭実行委員≫
加藤一也，スミス奈穂美，フォージュロン敏子，フォン
ティナあさみ，ホワイト奈緒，松井晃，森山みどり，結
城グレース，リー美代，リンダマン香織

執行部を退任された方
安田千絵
平田謙
石井葉子

旧クラス役員担当
旧データシステム
旧渉外

コーヒーベーク委員会
お疲れさまでした。どうもありがとうございました！

コーヒーベーク委員長
～お知らせ～

陳京子

ベーク提供者の皆様

今年度４月から材料費（還元費）の支払い方法がかわりま
す。毎月１回，提供された翌月の第１土曜日にチェックに
てお支払いいたします。ご了承くださいますよう宜しく

2010 年度 1 学期カレンダー

お願いいたします。
本年は新メンバーがなんと８名も参加しての総勢２４
名でスタートすることができました。
コーヒー委員会の活動は毎週土曜日の朝９時から１２
時まで販売の準備から後片付けまで大変忙しい３時間で
す。が，ベーク品が完売する１０時半ごろにクラス当番
の方とお茶を飲みながら一息入れます。この時間はとて
も楽しいひと時で，毎週いろんな方といろんなお話しを
し，友達の輪も広がります。年々ベーク品や提供者の方
が増え，嬉しい限りです。そのベーク品も保護者の方々

さ つ き

5月 May 皐月
15日 幼稚部園外保育
22日 午後授業（幼稚部除く）
29日 大運動会（幼稚部除く）
（予備日：6月5日，12日）
み な

づ き

6月 June 水無月
26 日 一学期終業

から好評いただいております。また，本年度から普段買
いたくても買えない教職員の方々にも購入できるように
していきたいと思っています。本年も下記のメンバーで
元気にがんばっていきますので，どうぞ今年一年間よろ
しくお願いいたします。
≪2010 年度コーヒーベーク委員≫
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，

編
編 集
集 後
後 記
記
時間のない方，興味のない方，とりあえずゴシックの部分
だけ，読んでください。
そのどこかに興味を持ったら，もう少し読んでみてください。
ま，でも，そもそも「ここ」も読まないかな（苦笑）。
めざせ！読んだら得する会報！ ムリかな・・・（Ｏ．Ｙ）

徍(謝）恵芳，春海葉子，松岡葉子，スミス珠代，グラハ
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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