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こんなこともありました！
－２学期の PTA 活動－
PTA 会長 市村ラリー

10 月 23 日，
今年度の第 2 回 PTA 総会が行われました。
堀田校長先生からは，第 1 回目の学校作品集の紹介があ
り，35 年の日本語学校の歴史を興味深く感じました。石
原運営委員長から校舎借用契約の報告，萩谷安全委員長

ふぅ～。2 学期に入って駆け足だった PTA 活動も文化
祭が終わってちょっと一息。
2 学期始めには体験入学報告会。日本の学校に通っ

から緊急連絡の変更点についての説明もいただきました。

てちょっと成長した子どもたちの様子を語るお父さん・

PTA 執行部からは，会計中間報告，市村会長から準備中

お母さんの笑顔。

の保護者向け日本語クラスを初めとする PTA 活動の紹介

学校のことをまだよく知らない保護者のために初の試

をしました。120 名の出席者と 167 通の委任状により，

みの校内ツアーも行われた保護者説明会（PTA 活動オ

下記の事項が承認されました。

リエンテーション）。「皆様，左手をご覧くださ～い。
こちらが安全パトロールのチェックインデスクです。」

・PTA 前期活動報告
・PTA 後期活動計画

即興の PTA ツアーコンダクターが大活躍。
通称「イベ企」，イベント企画委員会主催のバイリン

・安定した予算確保のため，一般会計とファンド会

ガル教育セミナー。バイリンガルとは何ぞや？という話

計を一つの PTA 会計としてまとめ，年度末の収支

の後はバイリンガルのパネラーの体験談。ご自身も日本

で黒字になった場合は，その一部を翌年度の予算

語での子育てに奮闘しているパネラーさんの話に「うん，

に組み込む

わかる，わかる！」とうなずくお母さん方。
PTA 後援のボストン日本語教育保護者サポートグ

前回同様，スライドは日本語と英語を併記，今回は会

ループ（BJSupp）の発足会。「どうして今までこんなグ

計報告の英語版も配布し，より多くの保護者の皆様にご

ループがなかったんだろう？」と言う保護者がいっぱい。

理解いただけるよう努めました。参加者も真剣に聞いて

そうです。これからは安心です。

いただいているようで大変静かで，報告や PTA 会計に関

読書の秋のブックフェア。毎度お買い上げありがとう

わる審議，質疑応答とも順調に進めることができました。

ございま～す！ブックフェアの収入はより良い図書館運

皆様のご協力に，心より感謝申し上げます。

営のために使われます。

なお，総会の詳しい内容は，学校ホームページ

35 周年記念式典で初代校長・増渕先生の貴重なお話の

http://www.jlsboston.org/「PTA 活動報告」のページに掲載

後，お待ちかねの文化祭。日本語学校の記念展示を始め，

されています。

ベーク品のおいしいどら焼きに太鼓のパフォーマンス。

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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あ，もちろん福笑いやめんこも。子どもたちは大喜び。
日本の文化って楽しいね，おいしいね。
60 名を越える受検者がチャレンジした漢字検定。さ
て，結果は？

もちろん保護者も受けられます。お子さ

く噛み合って，文化祭が開催されるのだと思います。文
化祭のお手伝いをして下さった 150 名近くの保護者の皆
様に心よりお礼を申し上げます。
〈報告〉

んに言うばかりではなく，ここは尊敬されるいいチャン

ベークセール売り上げ

$ 3,418.00

ス。来年はみなさんもぜひ！

ティーンズ売り上げ

$ 453.55

（収益は PTA 会計に寄付）

〈ゲームコーナー〉
〈スーパーボールすくい〉スーパーボールはもっとも人気の

ＰＴＡ主催「第

9 回文化祭」

－ご協力ありがとうございました－
文化祭実行委員

庵原千代子

あるブースであることは聞いていましたが，授業時間が
終わるや否や何人もの生徒たちが列を作り始めて，開始
前には長蛇の列ができたことにびっくりしました。その
後も常に大勢の生徒でにぎわっていましたがヘルパーの
みなさんの協力もあり参加希望者全員を時間内に終わら
せることができて良かったと思います。

朝 8 時半，会場設営班のお父さん達が集合します。早
朝から後片付けまで，一日中水のボトルを片手に汗を流

〈玉入れ〉予定のヘルパー2 人のところ，当日に多くの方

して会場を整えて下さいました。テーブル狭しと並ぶお

の好意により各時間帯 3 人に増えて，とても回転よくス

いしそうなベーク品，お弁当の数々に手際よく値段をつ

ムーズにゲームを進めることができました。セッティン

けていくフード班の方々。お母さん達は寝る時間を削っ

グの時，玉入れのネットの一つが破れているというアク

てお料理をして下さったことでしょう。文化祭はベーク

シデントがありましたが，会場係の方の臨機応変な対応

セールの売り上げで開催されます。

で問題なく準備ができました。予定では玉は一人 3 個ず

今年は日本語学校創立 35 周年。日本人会と婦人部の皆

つのところ，ヘルパーが増えたこともあって 4 個ずつに

様が特別展示を準備して下さり，着物着付けのコーナー

してみましたが，列の流れも良くて子ども達も大満足で

では，ヘルパーさん達が数週間前から着付けの練習をし

した。

て，たくさんの子ども達の着付けをして下さいました。
毎年人気のゲームコーナーや体験コーナーでもヘルパー

〈輪投げ〉今年の輪投げでは，投げ入れた一番人気のキャ

さん達が手際よく対応して下さって，長い列もどんどん

ラクターはアンパンマンでした。次はドラえもんで，三

進んで行きます。400 人の子どもたちの笑顔がありまし

番目はピカチュウでした。一回で投げ入れたピンの数は

た。ティーンズコーナーやゲームコーナー，体験コーナ

最高で３本で二人の生徒が入れました。参加者達はきち

ー等で 47 名の生徒達がボランティアをしてくれました。

んとルールを守って，小さい子でも投げ込んだ輪を自分

堀田校長先生，三杉教頭先生をはじめ，教職員の皆様
にも様々のご協力を頂きました。いくつもの歯車がうま
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

で拾ってヘルパーさんに渡してくれました。
（フォージュロン敏子，フォンティナ麻美，スミス奈穂美，結城グレース）
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〈体験コーナー〉
〈めんこ〉 今年めんこブースでは得点制を取り入れました。

〈展示コーナー〉
日本語学校創立 35 周年を記念して，学校の沿革，創立

最高 900 点のめんこをひっくり返す事も目指し，力いっ

当初の貴重な写真，これまでの学校作品集など学校の歴

ぱいめんこを叩き付ける生徒，すぐにコツをつかみ次々

史が分かる貴重な資料を展示しました。また，着物の着

とひっくり返す生徒，めんこをした経験がなくやさしく

付けコーナーには 100 名を超える子どもたちが参加，着

置いてしまう生徒。わずか 5 回のチャレンジですが一人

付けの練習を重ねたボランティアの皆さんが，かわいら

ひとりの個性があふれる 2 時間でした。実に 24 名もの生

しく各自の好みに応じた着付けをしてくれました。そし

徒さんが最高 900 点のめんこをひっくり返し盛り上がり

て，恒例のポスター展にも 17 名の応募があり，ボストン

のある体験ブースとなりました。

ラテンアカデミーとノーブル・アンド・グリーノー・ス
クールの生徒さんによる作品展にも見応えのある作品の

〈福笑い〉ピカチュー，ハローキティー，ドラえもん，お

数々が並びました。

（青木佳代，嶋田由美子）

じゃる丸，ハム太郎，クレヨンしんちゃんの 6 種類の福
笑いをしました。幼稚園児，小学生を中心にたくさんの
子ども達に楽しんでもらいました。特にピカチュウとハ
ローキティーは人気があり，列が途切れることが少なく
たくさんの子ども達が体験していました。

〈習字〉子どもたちがお手本を参考にしながら，実際に筆
と墨を使って習字を体験しました。幼稚園児から高校生
まで沢山の子どもたちが参加し，皆それぞれに一生懸命
かつ楽しくお習字をしている姿が印象的でした。
（松井晃，森山みどり，リー高橋美代）

〈ティーンズコーナー〉
綿菓子，お菓子すくい，くじ引き各種，そして今年初
めての紙芝居は大好評で，彼らの熱意と責任感に感動致
しました。上級生の温かい思いやりを垣間見る貴重なイ
ベントであったと思います。

（ホワイト奈緒）

〈フードコーナー〉
ベーク品の提供は，過去最高で 2309 品，その内容もバ
ラエティーに富んで，ベーク品はもとより和洋中と多彩

〈パフォーマンスコーナー〉

なお弁当やお惣菜，デザートも充実しており，売り上げ

「ドーン!ドーン!」勇ましい和太鼓の音が，秋晴れの

はなんと約 3400 ドルと新記録。また，当日は実行委員を

空に鳴り響きます。今年のパフォーマンスコーナーは，

始め，設営班や当日ヘルパーの皆さんの手際の良さで，

大太鼓ニューイングランドの皆さんによる和太鼓の演奏

何もかもスムーズに準備することができ，来場者数も過

で 35 周年記念文化祭を彩って下さいました。冷たい秋風

去最高の 280 人を記録し，会場は笑顔と熱気と興奮で大

もなんのその。勇ましい演奏に会場は大いに沸き上がり，

いに盛り上がりました。お陰さまで，日本語学校 35 周年

見学者数，延べ 300 名ほどの大好評のパフォーマンスと

記念に相応しいベークセールとなりました。（フード班一同）

なりました。

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

（青木葉子）
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〈会場設営〉

2010 年度今後の予定

35 周年記念式典との兼ね合いからカフェテリアの使い
方が例年と異なったり，中庭での大太鼓の実演などがあ
り，段取りどおり上手く進められなかった部分もありま
したが，なんとか無事に設営を完了できました。今年度

しわす

December

12月

師走

も一件の事故や怪我も出さずに，準備・後片付けを完了

11日

幼稚部なかよし発表会

できたことが，子どもたちの笑顔同様に何よりの成果だ

25日

冬休み

ったと思います。

（加藤一也）

むつき

January 睦月

1月
1日

冬休み

8日

小４・小５書き初め大会
中高百人一首かるた取り大会

15日

小３漢字カルタ大会
小６書き初め大会

22日

小２音読発表会

29日

小１親子カルタ取り大会

February

2月

ブックフェアー報告
図書委員会委員長 森口賢一

PTA主催タレントショー

12日

サマーキャンプフェア
やよい

March 弥生
5日

かわらず多くの方にご来場いただきました。
入場者は 280
名で，総額 1015 ドル 40 セントの売上があり，今後の図

如月

5日

3月
10 月 9 日に行われたブックフェアーには連休前にもか

きさらぎ

日本語部発表会

19日

卒園・卒業・修了式

26日

春休み

書館蔵書充実に有益に使用させていただきます。ありが
とうございました。
なお，ブックフェアーに出展する書籍はほぼ皆様から
の寄付によります。特に幼児向け絵本は人気が高く品薄
状態が続いています。皆様のご協力をお待ちしています。

編集後記
今回の会報の目玉はなんと言っても文化祭。大盛況
で、私もインフォデスクの隣でお手伝いをしているときに、
予備のチケットシートがなくなりＴさんがコピーを取りに何
回も駆けていくのを見ました。実にこういった２００人近く
のボランティアによって支えられたんですね。（Ｈ．Ｈ．）

「あっという間」ということばがあちこちから聞こえてくる

クラス役員の交代（11 月より）

時期になってしまいました。そして今年も暮れていき，新

日５ バーナード園子

しい年を迎え，私は一つ年をとるのです。誕生日としては
最悪の日です・・・（Ｏ．Ｙ．）

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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「第９回文化祭」協力者一覧
〈当日ヘルパー・ベーク品提供者〉小畑千雪，市瀬世里子，河合典子，田村みち子，永井美知，松岡葉子，
サミュエルズ綾子，遠藤美濃，森口寛子，佐藤とよ子，平田美紀，百目鬼みみ，マクガバンみほ，
グラハムブラウン泰子，徐（謝）恵芳，竹内美保，崎山智恵子，マドック美智子，ミラー晶子，武岡幸代，
モナコ奈な代，ヨー由美子，ディーピカ・ウィマラスリ，房川直子，渋谷順子，Mercedes Escoribuek，
キャンポス順子，ライス明美，百済由紀恵，グラハム増田陽子，ハリンガ智美，安宅正子，仲井真紀，
加藤真由美，高野恵里，徳富久美子，猪俣八重，ヴィニュー奈保子，宮本礼子，リンク利恵，市川泰子，
辻野美奈，川上彩香，小野ゆう子，吉原信子，宇田悦子，嶋田浩行，スーターひろみ，飯吉ひろみ，渡辺信夫，
猪俣嘉臣，徳冨博和，小泉重記ジェリー，菊池良太，屋代悟，行友英記，仲井信二，川上琢也，新谷和哉，
斎藤正武，斎藤友香理，グロンディン・レオ・ジョセフⅢ，長袋洋，松井直美，仲柴亜里，池上史郎，市川正裕，
高野一義，佐々木康子，五十嵐敏子，大塚由美子，半田ゆう子，スインデルしのぶ，塩田玲子，木村優子，
クローガン幸子，星佳恵，ダイヤー眞由，渡辺さと子，荒谷由佳，村岡紀子，小林亮子，マロア美穂子，
西浦香里，坂田やすこ，樋口けいこ，アッシュ恵子，森田裕美，山本賀奈子，フェイヒー紀子，
ブラッドショー直美，荒井麻弥（ピーク），ロウィザさやか，河辺恵美，石井葉子，ウェイト典子，ヘッジみさ，
グーデ弥生，才川希代子，青木昭子，矢野奈保美，岩田朋子，徳田順子，三野洋美，泉原知行，
アンダーソン彩子，磯辺吟子，山本真由美，小松智枝，橋貴子，吉矢雅子，臼井江美，山岸映子，
（JET プログラム）Kate Alexander，Christina Omori，Stephanie Simpson-White，Justin Nawrocki，
（Boston Latin Academy）Denesha Peter，Danny Pham，Yingyan Liang，Jiamin Huang，Sarah Situ，Thao Nguyen

〈生徒実行委員・ヘルパー〉飯吉建，スーター・ジェイソン，安西宏之，謝英美，牧すみれ，山田夏子，
平山瑞季，ロビンソンあゆみ，北澤直実，山本真梨子，渡辺顕，スインデル・マーカス，河合謙人，小林渚，
横山太一，大津慶知，佐藤勇希，服部美喜子，オーナタウスキー・ハナ，山中元之，下元仁宣，井上拓也，
平井謙佑，桑原杏奈，吉田藍弓，シェイファーもも子，小島理紗，平山貴将，冨山堅登，島田滉太郎，高山快，
辻野結梨，坂田あみ，スミス・ネイディーン，フォージュロン・スカイラ，花井秀彰，中島朋也，広本聖也，
佐藤エミリー，辰田あきほ，山本彩里，臼井雅，リンダマン美登利，リンダマン桃子，コノリー・エドワード，
仲井太洋，Danielle Shiloh

〈参加・協力団体他〉ボストン日本語学校，日本語図書館，JET プログラム同窓会，
ホーマン道子（Boston Latin Academy），アンダーソン彩子（Noble & Greenough School）
，ボストン日本人会，
ボストン日本人会婦人部，大太鼓ニューイングランド，鈴木清美，PTA 音響記録委員会
（敬称略，順不同）

ご協力ありがとうございました。

文化祭実行委員会・PTA 執行部

