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2019 年 5 月 25 日発行
のページ経由で、通年リクエストを受け付けていますの

2019 年度第 1 号の PTA 会報をお届けします。
第 1 回 PTA
総会の報告、PTA 執行部の紹介、また各委員会からの新
年度のメッセージと委員紹介を掲載しています。

で、どうぞご利用ください。
息子は受検しなくなりましたが、今年度は漢字検定の
３級を受検予定です。１０月２６日です。家族で日本語
を勉強できる良い機会ですので、ぜひ受検することをお
勧めします。募集は、夏休み前の５月２４日（金）から

PTA 会長挨拶

６月７日（金)、まで行います。
毎年優れたボランティアに支えられているＰＴＡの組
織としては、学校・保護者からのご意見を取り入れつつ、

PTA 会長

五味 露敏

日本語学校の年度始めはいつもばたばた
しています。始業式・入学式・入園式からスタートし、
クラス役員・教職員懇談会、ＰＴＡ総会、ロックダウン

子どもたちの安全で快適な環境を構築するためのＰＴＡ
活動に力を注ぎたいと思います。
これから一年、ＰＴＡ執行部・委員長・委員会ともに
頑張りますので、どうぞよろしくお願い致します。

訓練などたくさんの行事やイベントがあります。

2019 年度 PTA 執行部

このＰＴＡ会報も毎年恒例となっています。アイディ
アを求めて二年前の原稿を読み返していたら、ソメイヨ
会長

五味 露敏

副会長

ドッド-ノーブル 圭子

といいますが、桜の花が咲くのはいつになることか楽し

総務

敷地 由紀

みです。

総務/広報

鈴木 純一

楽しみと言えば、この会報が発行される頃には、大運

会計

西尾 愛

動会が開催されていることでしょう。ＰＴＡとしての活

会計

百濟 幸夫

動も開始しています。６月には保護者向けの『ヨガ教室』、

広報

フランク えりこ

１０月には初の試みとして『服の交換会』の開催を計画

クラス役員担当

マッカーシー 美樹

しています。今年度も様々なイベントを企画しており、

データ IT

奥川 博

詳細は学校の電子ニュースレターを通してお知らせしま

タレントショー

松岡 俊佑

シノ桜の苗が到着したと書いていました。今では私の背
丈以上に育っています。実がなるまでは桃栗３年柿８年

す。
文化祭もブックフェアも１０月１９日の同時開催です。
そして保護者向けに読みたい本を購入し、図書館に寄付

(新任)

岡本 剛
＊ 昨年度執行部クラス担当役員の潮崎泰子さんが 2019
年 3 月を以って退任されました。大変お疲れ様でした！

するファンド文庫は学校ウェブサイトのＰＴＡフォーム
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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基本的には小学生は家庭で保護者が採点、中学生は自己

2019 年度 PTA 委員会委員長

採点としていることなどについて、ご理解とご協力のお
願いもありました。

安全パトロール

山村 享子

イベント企画

喜多 麗子

音響記録

ファンテージア 裕美子

今後の学校運営の取り組みとして、「駐車場の混乱解消

漢字検定

田野 綾

のために学部による始業時間の変更や駐車せずに子ども

コーヒーベーク

川上 彩香

をドロップオフできる仕組みを作る」「４時間授業を行

図書

屋代 悟

う」なども挙げられました。

コックス理事長からは、新任の挨拶と学校運営と教育
(新任)

ファーストエイド 木村 優子

の向上のために保護者へご協力のお願いがありました。

その後、理事会会計の黎理事より、学校決算と予算案

文化祭実行

仲井 信二

報告と安全部長の五味理事よりロックダウン訓練につい

JCP

沖田 悦子

ての説明や注意点と、安全確保のために保護者ＩＤの装

＊＊昨年度委員会、イベント企画の李佳代子さんは 2019
年３月を以って退任されました。大変お疲れ様でした。

着と校内への入り口は正面玄関のみとの説明がありまし
た。
PTA 執行部からは、会計担当の百濟さんより２０１８
年度は純利益が８０５０.２４ドルの黒字であったこと、

第 1 回 PTA 総会報告
PTA 副会長

ドッド-ノーブル 圭子

収入内訳、支出内訳、２０１９年度予算案についての会
計報告がありました。
次に、執行部と各委員長の人事と活動計画の報告があ
り、これらは、出席者数１５３名、委任状提出数７３名
をもちまして、承認されました。

去る４月２０日、２０１９年度第１回
PTA 総会が開催されましたのでご報告し
ます。
まず、五味 PTA 会長からは挨拶に続き、PTA からのお

総会においては、各委員会からのお知らせがありまし
たが、詳細は各員会の紹介をご覧ください。
本年度も保護者の皆さまのご協力により、各クラス役
員や各委員会も無事に活動を始めることができました。

願いとして次の２点がありました。

今後も子ども達の教育環境の向上と安全確保のために、

＊「PTA 会費納入のお願い」

PTA 役員一同頑張ってまいりますので、引き続きご理解

＊「茶話会開催・アルバム・イヤーブックの作成等はク

とご協力のほどをよろしくお願いいたします。

ラス役員のお仕事ではないので、有志で行うように」
石川校長先生からは、学校運営は PTA との連携無しに
は成り立たないので、今後も引き続き協力のお願いと三

日本語学校理事会より

つの気『元気・本気・根気』を合言葉に世界で活躍する
子どもを育てましょうとのお話がありました。

理事長

コックス 明利咲

また、生徒数の増加と２０２０年度新学習指導要領の

日頃よりボストン日本語学校へのご支援とご協力、ど

変更に伴い、「始業時間を学部によってずらし、朝の駐

うもありがとうございます。本校は昭和５０年よりメド

車場の混乱を解消させる」「授業時間を４０分として４

フォード市公立高校の一部を賃借し、幼稚部から高校部

時間行う」などを計画していること、教員の作業軽減と

まで、そして日本語部の教育活動を推進して学校運営を

授業教材作成に力を入れられるように、宿題について、

しています。大規模補習校である本校は代替施設を見つ

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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けることが困難であるため、校舎の安定確保のために、

安全部部長

４０年以上の長きにわたりメドフォード市並びにメドフ

五味露敏

ォード高校との友好関係の維持、向上に努めて参りまし

日頃から、ボストン日本語学校への

た。そして現在に至るまで、極めて良好な関係を保って

ご支援とご協力を頂き、ありがとうご

おります。さらに、この長年にわたる信頼関係に基づき、

ざいます。４月２１日に開催された２０１９年度第 1 回

本校の校舎借用料は常に不動産相場価格と比べ廉価なも

ＰＴＡ総会で、体育館における使用に関して、より安全

のとなっておりました。

な環境を確保できないか、との質問がありました。総会

今回、２０１９年８月から２０２２年

時点では、体育館にあるバスケットボール・コート４面

４年７月までの３年契約で契約更新した

中２面の使用しか許可されておらず、高学年と低学年の

際、校舎借用料が３年間で４０万ドルでの契約となりま

子ども達が同時に遊ぶのは危ないのではないかとコメン

した。今現在の借用料が３年間で３０万ドルですので、

トでした。

約３３％の上昇率となります。先日行われましたＰＴＡ

過去にも日本語学校から残り２面の使用を打診したこ

総会で、今回の校舎借用価格の上昇率が前回までの上昇

とはありますが、断られています。また、校舎の賃貸契

率と比べて大幅であることに関してご質問をいただきま

約からも外されていました。しかしながら、今回のご指

したので、今回の値上げの経緯をこちらでご説明いたし

摘を受け、改めて問い合わせたところ、メドフォード高

ます。

校のご好意により使用許可が下りました。メドフォード

まず、前年度まではメドフォード市のご厚意により、

高校で使用しない日ならば使用できそうです。

本校の校舎借用料に対して毎年不動産賃貸相場と比較す

今後も学校の子どもたちが安全で快適な学校生活でき

ると極めて低い値上げしかなされていませんでした。し

る環境の維持・構築に努めたいと思っております。今後

かし、今回の契約更新にあたり、メドフォード市の方か

とも、保護者の皆様のご協力をどうぞよろしくお願い申

ら、もう少し校舎借用価格を現在の相場価格へ近づけた

し上げます。

い、との要望がありました。本校としても、長年のメド
フォード市のご厚意に報いるべく、また、これから先も

2019 年度クラス役員紹介

メドフォード市との良好な関係を維持していくという観
点から、今までよりも少し高めの上昇率での契約更新に
応じました。ただ、今回の値上げをうけましても、校舎

クラス役員担当

借用料自体はまだ不動産相場価格と比べると廉価なもの

クラス役員の皆様と一緒に、春休み中に仕事を始め、

であることをご理解頂きたいと思います。本校がこの先

無事新学期をスタートすることができました。クラス役

も安定した学校運営を継続していけますよう、我々理事

員の皆様、ヘルパー・当番表の作成、ありがとうござい

会一同対策を重ね、努力していく所存でございます。

ました。

これからも引き続き本校がメドフォード市にとって重

マッカーシー 美樹

クラス役員の主な仕事は、当番表の作成をし、クラス

要なパートナーでいられますよう、保護者の皆様のより

の保護者へ連絡することです。クラス活動、学校行事、

一層のご理解とご協力のほど、どうぞよろしくお願い申

ＰＴＡ委員会活動が円滑に行うことができるのも、クラ

し上げます。

ス役員さんが、各クラスの保護者とうまくコミュニケー
ションがとれているおかげです。保護者の皆様には、こ
れから一年、ヘルパー・当番表、その他大事なお知らせ
がクラス役員から届いた時は、メールの内容を確認の上、
できるだけ早く対応して頂きますようご協力をお願いい

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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たします。また、 住所、電話番号やメールアドレスに変

今年度も継続メンバーと新メンバーを取り交ぜ２３名

更があった場合は 学校のウェブサイトにて更新をして

で活動をスタートすることができました。クラス当番に

頂き、またクラス役員までご連絡ください。

当たられる方にはお馴染みの安全パトロールですが、私

本年度４５名のクラス役員を下記に紹介させていただ
きます。

たち委員メンバーは土曜日の授業が始まる一週間から委
員会活動の事前準備をしています。まずクラス役員さん

2019年度

クラス役員(敬称略）

へ事前連絡のメールを出し、その週の行事をチェックし
休み時間の時間や遊び場に変更がないか。入学式/卒業式

うさぎ

木村 菜穂子

小 4-2

高松 雅武

やＳＡＴテストのためチャイムが鳴るかどうか。学校側

きりん

西島 実里

小 4-3

七瀧 悠子

と協力しながらの安全対策の考案。本番当日に天候悪化

くま

遠藤 真由美

小 4-4

竹川 寿美子

りす

マウアー 理絵

小 5-1

中島 佐穂

あさがお

荒井 純子

小 5-2

柏木 亜紀

で遊び場変更。というように、一見地味なように見えて
実はとてもアクティブに活動している委員会です。生徒

きく

梶田 志穂

小 5-3

嶋田シルニグリアーﾛ 恵子

数が増えるにつれ、様々な安全上の問題が出ており、ク

たんぽぽ

平 留美子（クレッシュ）

小 6-1

鳥居
栄子
ロ 恵子

ラス当番さん達のご協力が一層と不可欠のものとなって

ひまわり

ワーシュ 知恵

小 6-2

李 佳世子

います。クラス当番に当たられる方々には、いつも子ど

もみじ

ハーン 真弓

小 6-3

井本 由紀

小 1-1

湯川 佳代

中 1-1

ラド 久美子

小 1-2

丹羽 剛

中 1-2

武田 かおる

小 1-3

内藤 広子

中 2-1

ヤーチャーン 愛

萩野 陽子

中 2-2

樽井 智子

上村 理絵（上村グロス） 中 3-1

菊地 朋子

小 1-4
小 1-5
小 2-1

ヨーク 佐弥

中 3-2

野澤 伸康

小 2-2

石渡 里香（トング）

高1

ペトューラ 孝子

高2

青山 桃子

小 2-3

ローゼンサール元淵

舞

もたちの様子をとてもよく見守ってくださっていること
に感謝を申し上げるととともに、今年度も変わらぬご協
力をどうぞよろしくお願いいたします。

2019年度安全パトロール委員

内田洋嗣、佐々木康子、二井健介、玉置浩子、山形道子、

小 2-4

太田 信子

日本語 1

苅田真理子(デシュア)

パールマン奈臣、吉田忍、カーレ麻里、ロンスキー珠己、

小 2-5

廣野 真理

日本語 2

細川
知奈
ア)

アイアクジオ路子、胡子恵美子、八木理恵、坂田薫、竹

小 3-1

櫻井 由紀

日本語 3

小 3-2

天野 未架子

日本語 4

サクシベル 由紀子

小 3-3

田野辺 多寿子

日本語 5

ジャクソン 純子

小 4-1

武内 愛

肥田バタリア

協子（バタリア）

石佳子、草地七枝、千木良真、ウォーターズまゆみ、ビ
ドルストーン基子、ウィリアムソン浩子、リネハンゆう
子、グリア可奈、北村有香

各 PTA 委員会の活動内容と、２０１９年度の活動計画を

イベント企画委員会

ご紹介します。以下掲載の委員さんのお名前は、すべて
順不同、敬称略となっております。

委員長

PTA 委員会より

喜多 麗子

本年度のイベント企画委員会では、新たな試みとして
服の交換会を開催いたします。成長によりあまり袖を通
していないのにサイズが入らなくなってしまった衣服を

安全パトロール委員会

持ちより、無料で譲り合う環境にも、お財布にも優しい
イベントです。

委員長

山村 享子

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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また６月には肩甲骨ヨガ、年末には人気の高いクラフ

漢字検定委員会

ト講座も開催いたします。本年度も面白いイベントをど
んどんやってまいります。どうぞよろしくお願いします。

委員長

一緒にイベントを企画したい方は

田野 綾

jls.eventkikaku@gmail.com までご連絡ください。
今年度の漢字検定は、２０１９年１０月２６日に実施
2019 年度イベント企画委員：アンソニー美歩、ウォルシ

いたします。今年度も申し込み期間は夏休み前の５月

ュ佳代、柏木亜紀、小林涼子、スレイザス真由美、高橋

２４日（金）から６月７日（金）まで、インターネット

賢児、マドック美智子、山田晋太郎

にて行います。５月１日にお知らせを配布いたしました
ので、申し込み方法などはそちらをご覧ください。夏休

委員長

音響記録委員会

み前には受検する級が決まりますので、夏休みの期間に

ファンテージア 裕美子

日本語学校で何が大変かと聞かれたら、まず「漢字」

問題集の用意や勉強などを是非始めてみてください。

と答える方が非常に多いのですが、アメリカにいながら
漢字を自主的に勉強することは難しいものです。漢検は

２０１９年度は、新たに４人加わり、１０人体制で活

「合格」という目標がやる気につながり、目標を達成す

動を開始いたしました。卒園・卒業式や入学・入園式な

ることができればその努力が「賞状」という分かりやす

どの式典や、ＰＴＡ総会、春の大運動会、秋の幼稚部運

い形で客観的に証明されます。評価されることが学ぶこ

動会、秋祭り、冬のなかよし発表会、タレントショーな

とへの自信につながり、国語だけでなくその他様々な日

ど、様々な行事のための音響機器の設営・放送作業を行

本語の勉強への足がかりになると思っています。日本語

っています。また、このような学校行事や活動を写真に

学校に通って漢字を一生懸命勉強しているお子さんはも

残す記録作業も行っています。

ちろんのこと、日頃キーボードに慣れてしまい漢字が書

感動の瞬間や、心あたたまる場面、子どもたちの生き

けなくなっていると思ってらっしゃるご両親も是非漢字

生きした表情を目の前に、とてもやりがいのある活動で

検定を受検されてはいかがでしょうか。たくさんのお申

す。一年を通して、園児・児童・生徒さんたち、保護者

し込みをお待ちしております。

とご家族のみなさま、学校の教職員の方々と、ボストン
日本語学校の心に残る沢山のよい思い出を、一緒につく

コーヒーベーク委員会

っていければと願っています。
本年度も、みんなで力を合わせて、子どもたちのため

委員長

に、がんばっていきたいと思います。どうぞよろしくお
願いいたします。音響設営や記録作業に興味がある方は、
お気軽に委員までお声をかけてください。

川上 彩香

コーヒーベーク委員会ではＰＴＡにおけるファンドレ
イジングの一環として、毎週、保護者控え室において行
われるコーヒー販売及びベークセールを取り仕切ってい

2019 年度音響記録委員

ます。ベーク品の品質管理、運動会での水の提供も活動

井上敦、井上清加、大場強、北詰尚弘、高橋賢児、竹石

の一部です。

剛、竹腰俊秀、ドッド-ノーブルアネアス、藤原渉

今年度は２１名の委員で活動していきます。お当番の
際には、長い時間ベークカウンターに居ていただくこと
になりますので和気あいあいとした雰囲気を作っていけ

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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ればと思っています。委員会の魅力はなんと言っても

２週間です。皆様からの書籍のご寄付は、子ども用・大

色々な学年のお子さんをお持ちの方々が集まっているの

人用を問わず随時受け付けておりますので、図書館の開

で縦の繋がりができるという事です。委員活動を通じて

館時間中にいつでもフロントまたは後方のカウンターに

楽しいおしゃべり、お悩み相談もできるかと思いますの

お持ちください。

で、この機会を利用して交友関係を広げていただけたら
2019 年度図書委員

嬉しいです。
今後も興味のある方は是非コーヒーベークカウンター

副委員長:田中陽子

までお気軽にお声を掛けて下さい。同じくベーク品提供

磯部憲房、ジャドソンアサコ、吉田尚子、ペッティンギ

者も随時募集しております。

ル美夏、ソター文、猪俣八重、宇田美佐子、イノウエ玲、
河合亜希子、中村拓哉、霜峯百合子、ヘッジみさ、ブラ

2019 年度コーヒーベーク委員

ウン恵子、梅原明日香、クリゴブスキ瑞絵、マッゲーリ

副委員長:名和美紀、馬場小百合、会計: 吉田千津子

ー千夏、渋江真由美、西山央美、金子亜紀子、佐藤佳瑞

ハリス淳子、青山桃子、フランクえりこ、ラファティ澄、

智、加藤美慈、小玉順子、福田葉子、荻野正樹、クウィ

レオン周子、田中由紀子、矢尾板淑子、タンボンイ紋子、

ー藤瀬彩子、安原志津子、シャイナー麻里子、宮本綾子、

井本由紀、サンティアゴ理恵、加賀見友紀、森田昌子、

橘木美穂子、芦名あか里、谷利仁美、高橋麻耶、ノード

三井千尋、伊藤 佐和子、大内朋子、ヨーク佐弥、宍戸ま

ストロム久美、安宅正子、薗田まゆみ

なみ

ファーストエイド委員会

図書委員会
委員長

委員長

屋代 悟

木村優子

ファーストエイド委員会は、怪我や気分の悪くなった
本年度の図書委員会は新たに５名が加わり、委員３５

園児・児童・生徒にとって、ファーストエイド室が安心

名＋委員長、副委員長で活動します。図書館での仕事は、

できる場所であるよう運営に携わっています。応急手当

図書委員だけでなく、図書館長の堀さんを中心に、クラ

の他に、帰宅勧告対象の場合は、保護者の方が引き取り

ス当番、ボランティアの方々と、和気あいあいとした雰

に来られるまでの一時的な待機場所としても機能してい

囲気の中、楽しく過ごせるようにしたいと思っています。

ます。毎土曜日、ご自身が授業中どこにいるかをお子さ

図書委員会では、様々なアイディアを出しながら、新し

んに伝えておいて頂くと、こちらからの連絡がスムーズ

い書籍の購入にも力を入れ、子どもたちにより良い読書

になります。また、携帯電話に日本語学校の電話番号

環境を提供できるよう努めてまいりますのでどうぞよろ

（781-395-9602）を登録頂き、留守番電話にメッセージ

しくお願いいたします。

が残せるように設定して頂けますようお願いいたします。

休み時間や授業前、放課後は日本語学校に通う生徒さ

毎週ファーストエイド室に常駐されている高橋事務長の

んたちを優先して貸し出ししております。保護者の方お

監督・指示の下、今年度は３１名で活動を開始いたしま

よび一般の方々は、できるだけ図書館が空いている授業

した。ファーストエイド室へのご意見は、直接お立ち寄

中の時間にご利用いただけますようお願いいたします。

りいただくか、保護者控え室のＰＴＡ意見箱にお気軽に

また、効率よく多くの方に本を貸し出せるよう、ご利用

お願いいたします。

の際には必ず図書カードをお持ちください。貸出期間は
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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2019 年度ファーストエイド委員
相田香織、相原育世、アウガン可奈、足達さい子、石渡

Japanese Class for Parents（JCP）委員会

里香、伊勢田貴子、今井洋子、馬岡正子、大石麻衣、大

委員長

沖田 悦子

山弘枝、加藤みどり、カラチのぞみ、小林貴之、潮崎泰
子、静真名美、武岡幸代、殿村のりこ、林聖花フィッツ
モリス、樋口雅也、藤田泰輔、船本綾乃、星佳恵、ポル

This year, we have started the year with five instructors.

ティヨカナ、松尾吾郎、マッケンナ智代、水山由美子、

We welcome Ms. Michiko (Fujita) Maddock to replace

宮本真弓、メランソンまゆこ、矢代博昭、ライアン鈴枝

one of our esteemed instructors, Ms. Emi Usui. There is
a Japanese saying that “Kowa oyano senaka wo mite

文化祭委員会
委員長

仲井 信二

平成から令和になり新しい時代が始まりました。文化

sodatsu”; literally, “Children grow up while watching their
parents’ backs.” Your child learns from what you do, not
from what you say. Showing you study Japanese will
encourage your child’s study of Japanese as well as
enrich your knowledge of Japanese language and

祭委員会は１０月１９日の文化祭に向け、４月のティー

culture and increase communication between you and

ンズ説明会から動き出しています。文化祭はＰＴＡ主催

your child. Utilizing the time that the children are already

の行事としては毎年４００名余りの子ども達が参加する

studying, our five instructors are awaiting with open arms

もので、最大規模のものとなります。

those parents who are interested in improving their

幼稚部から高校生までが、スーパーボールすくい、け

Japanese skills. Each class size is small, so even those

ん玉、着付け体験、福笑い、習字などの日本の遊びや伝

who may not have previously studied Japanese should

統に触れ、ティーンズコーナーでは中高生が企画運営す

feel comfortable joining in and participating in the lessons.

る創意工夫を凝らしたゲームを体験できます。また、今

We always welcome new instructors and students. If you

年度も将棋部とカルタ部の参加により、将棋や百人一首

are interested, please take a look at the JCP website or

を身近に感じてもらえればと思います。

feel free to send your inquiries to the e-mail address.

２学期になりましたら、当日ヘルパーの募集を開始し
ますので、多くの生徒ならびに保護者の方々のお手伝い

2019 JCP Committee Members/Teachers

をよろしくお願い申し上げます。当委員会も多くの新し

Masako Atake, Mayu Dyer, Shoko Gordon, Rei Inouye,

い保護者の方々に入会していただき、将来に向けての引

Michiko Fujita Maddock

き継ぎを考えながら準備運営をしていきたいと考えてお
ります。

2019 年文化祭委員
塩見かずみ、河辺恵美、藤原真澄、園佐紀、ヘギンボサ
ム加津恵、佐藤優子、宮木麻子、村上豊、河西千晴、武
岡幸代、小林亮子、山内由貴子、矢野史江、コバルチク
理穂、香原繭子、徳冨久美子、吉田佳代、山内麻里子、
内藤広子、丸橋さほり、橋本一千陽、吉田和加子、ウエ
スト珠記、ロウビ真紀、金澤絵里子
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

今年も JCP は講師５名で出発いたしました。昨年いっ
ぱいで長年講師として活躍してくださった臼井江美さん
に代わり、新しくマドック（藤田）みちこさんを講師と
してお迎えいたしました。昔より、子は親の背中を見て
育つと言います。親である受講者が JCP に参加すること
で受講者が日本語や日本文化を学べるだけでなく、子ど
もの勉学に対するモチベーション、そして親子間でのコ
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ミュニケーションの向上にも繋がります。お子さんが日
本語学校で勉強している間を利用し、日本語学習に興味
のある保護者の皆さんのお力になりたいと、５名の熱血
講師が両腕を広げて待っております。クラスは少人数制
ですので、これまで日本語を学習したことのない方でも
リラックスして参加していただけます。受講者はもちろ
ん、講師の方も随時募集しております。興味のある方は
下記のメールアドレス、または下記のウェブサイトより



今後の予定



ご連絡ください。
６月 ８日 避難訓練
2019 年度 JCP 委員・講師

２２日 １学期最終日

安宅正子、イノウエ玲、倉田アンソニー未歩、ゴードン

８月３１日 ２学期開始日

晶子、ダイヤ―眞由、マドック藤田みちこ

９月２１日 幼稚部運動会
１０月１２日 ＰＴＡ第２回総会

JCP メールアドレス：
etsukosnyder@gmail.com

JCP ウェブサイト：
https://sites.google.com/site/jcpgeneralinformation/

ＰＴＡ活動に関するお問い合わせは･･･

ＰＴＡ執行部へ： pta@jlsboston.org
漢字検定の申し込みはこちら
インターネットでの申し込みのみ
http://www.jlsboston.org/pta/kakushu-fomu

今後ともＰＴＡ活動への皆様のご協力、
ご理解をよろしくお願いします！

お問い合わせ：漢字検定委員会
kanken@jlsboston.org

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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