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皆さん、ＰＴＡ活動を長く続けていく秘訣って知って

校

2011 年 11 月 19 日発行

こんなこともありました！
ＰＴＡ会長 市村ラリー

学

2011 年度後期執行部体制
下記の通り、総会で承認されました。
会長

市村ラリー

ます？それはやって楽しい活動をすることなんです。そ

副会長

辰田みどり

んな楽しい活動を振り返ってみると．．．

総務

庵原千代子

長～い夏休みの後、いきなり2学期になって（ある日

会計

アキュレック恭子

突然来たわけではないのですが）最初の活動はＰＴＡ保

広報

ハードベック裕子

護者説明会でした。去年に引き続き説明会の後に校内ツ

広報

五味露敏

アーを実施。去年の成功でうわさがうわさを呼んだのか

イベント企画

青木葉子

12人の参加でした。

クラス役員担当

コノリー朊子

JCP

ライスシャノン

ー。今回は本校の卒業生の朋部さん3兄弟のお話。日本

文化祭

五十嵐敏子（新任）

語学校に通っていたときは辛かったけど今は両親に感

データシステム

藤原大湖（新任）

謝してます、と親にしてみればまさに涙、涙のお話が聞

漢字検定

吉田忍

けて満足でした。

新執行部をよろしくお願いします。なお、前期に文化

4回目になったお馴染みのバイリンガル教育セミナ

第2回ＰＴＡ総会ではいろんな活動の報告ができま

祭担当をつとめていただいたリンダマン香織さんはボ

した。総会でも言いましたが、みなさん一人ひとりがど

ストンを離れたため退任されました。ありがとうござい

んなＰＴＡ活動がいいのかを一緒に考えてくださいね。

ました。

ブックフェアーの時期になると「ああ、秋も深まって
きたなあ。」と感じます。

新役員紹介
藤原大湖（だいご）

今年はさらに進化した文化祭。400名以上の入場者、
合気道は200名が見学、新企画の「紙風船落とし」や「動

日本語学校にはボストン日本人コミュニティのパワ

く工作展」に東日本大震災支援のラッフルにチャリティ

ーを感じさせられ感動しています。愛知県岡崎市出身。

ーバザー、そして大好評のティーンズのカフェ。子供た

1992 年からマサチューセッツ州に在住。ボストン・グ

ちの素敵な笑顔が見られました。

ローブ新聞社データデザイン部におります。最近合気道

家族表彰制度が噂になったのか今年の漢字検定の受

にはまっており先日文化祭にも出た 鉄枯塾で訓練中で

検者は88名。生徒とアメリカ人のお父さんが同じ級を

す。野球・レッドソックスが大好きでブログも書いてい

受けている微笑ましい姿もありました。

ます。「Go-RedSox.com」これからもよろしくお願い

さあ、3学期も楽しい活動が盛りだくさんですよ！

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

します。
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2011 年第 2 回 PTA 総会報告
ＰＴＡ副会長

益に使用させていただきます。ありがとうございまし
た。

辰田みどり

なお、ブックフェアーで販売する書籍は皆様からの

10 月 15 日(土)、今年度第 2 回ＰＴＡ総会が行われま

寄付によります。特に幼児向け日本語の絵本は人気が高

した。多数の保護者と関係者に出席いただき、ありがと

く品薄状態が続いています。皆様のご協力をお待ちして

うございました。中川校長先生のご挨拶では、次年度か

おります。

ら使用される緊急時一斉連絡システムについての説明
もいただきました。町田運営委員長からは、補習授業校

文化祭ご協力ありがとう！

として日本から受けている支援についての説明があり、
興味深く聞いている保護者が多く見られました。PTA
執行部からは、

文化祭実行委員長

五十嵐敏子

今年度の文化祭は、ゲーム等の参加者 400 名以上、
パフォーマンス観客 200 名以上、フードも最高売り上

・ＰＴＡ前期活動報告

げを更新し大盛況でした。新企画の紙風船落としとお国

・ＰＴＡ後期活動計画

自慢、動くロボット展も大好評でした。そして、何より

・後期ＰＴＡ執行部体制
等について報告され、155 名の出席と 153 通の委任状
により、承認されました。なお、承認事項ではないＰＴ
Ａ会計中間報告は今回省略し、今年度決算報告として次

沢山の子供達の笑顔が、そこにありました。今年は、生
徒達もゲームに参加するだけでなく、子供ヘルパー、テ
ィーンズのスタッフとして大いに文化祭を盛り上げて
くれました。ＰＴＡ主催の行事で一番大規模な文化祭の

回取り扱うこととさせていただきました。
その他、各委員会から盛りだくさんの連絡がありまし

準備を少人数で、大変な中、準備して下さった文化祭実
行委員の皆様、本当にお疲れ様でした。早朝より殆ど休

た。
なお、総会の詳しい内容は、学校ホームページ

む暇もなくお手伝い頂いた会場設営班の皆様、美味しい

PTA 活動報告のページ http://www.jlsboston.org/pta/

フードを深夜より調理し、販売の準備をして下さったフ

ptakatsudou-houkoku に掲載されています。

ード班の皆様、実行委員をサポートして下さった当日実
行委員の方々、各ブースで、手際よく対応して下さった

クラス役員の交代
執行部 クラス役員担当

当日ヘルパーの皆様、ティーンズの準備段階からお手伝

コノリー朊子

いくださった中高生の保護者の方々、当日、多方面でお

クラス役員の交代が以下のようになりましたので、お知

手伝い頂いたＰＴＡ執行部の皆様、ご協力有難うござい

らせ致します。（敬称略）

ました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。そし

幼もも組

ホールバーグ真由美 →

小 1-3

大川知子

小 3-1
小 4-3

永倉あきこ （9 月～）

て、中川校長先生、三杉教頭先生、事務局の皆様をはじ

→

宮本礼子

（10 月～）

め、教職員の皆様のご理解ご協力に感謝申し上げます。

ワイドマン文子

→

川島未来

（9 月～）

ご報告

ライズボロウ園代

→

遠藤修

（9 月～）

今後も保護者の皆様のご協力、よろしくお願い致します。

ブックフェアーの報告
図書委員長

森口賢一

10 月 22 日開催の恒例ブックフェアー。今年も多くの
方々にご来場いただきました。のべ入場者数 275 名、

今回の文化祭での収益金

フード$2126.73、チャリ

ティーバザー＄1136.75、ラッフル$1163 の全額と募金
$54.83 を日本人会を通して東日本大震災支援の為に
Japanese Disaster Relief Fund へ寄付させて頂きます。
ご購入頂いた皆様のご協力に感謝申し上げます。
ティーンズの売上金$447.50 は、ＰＴＡ会計に寄付させ
て頂きます。

795 ドル 10 セントの収入があり、図書館蔵書充実に有
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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着付け

んやお母さん達にお礼まで言ってくれる姿にぐらっと

嶋田由美子

来て「いいのよ、もうずーっと前まで行って投げてらっ

着付けコーナーは、ヘルパーさんを対象に

しゃい」と言いたくなるのをぐっと堪えてルールを守っ

事前に 3 回の着付け講習会、保護者の方から

て楽しく遊びました。ちょうど列が途切れた頃に、上級

の浴衣を借りるための声かけなど、事前の準

生のお兄さんやお姉さん達が様子を見に来てくれ、投げ

備を念入りにして のぞみました。おかげで子供達の浴

てみたら全部のピンに入って面白かったです。

福笑い

衣、帯などは、サイズ別に充分な枚数を確保でき、子供

ヴィニュー奈保子

達に好きな浴衣、帯を選んでもらって着付けをすること
が出来ました。去年よりも多い子供達に参加してもらい、
浴衣を着た自分のお子さんの写真を撮るときの「○○

ポケモンピカチュー、サトシ、ハロー
キティー、アンパンマン、ハム太郎、ド

ちゃん、こっち向いて」と言う声が、ひっきりなしに聞

ラえもん、6 点ともそれぞれ子供たちには人気があり、

こえました。浴衣を着て嬉しそうなお子さんの顔、カメ

常時大行列ができるほどの大盛況でした。キッズヘルパ

ラを構えた保護者の方の笑顔が印象的でした。

ーは、大成功で、皆、すごく頑張ってくれて、丁寧に優

めんこ

しく子供たちが他の子供たちを応対する姿は微笑まし

松井晃

かっです。 当日ヘルパーが全員時間通りの出席で、引

昨年から得点制を取り入れためんこ

継ぎも前のヘルパーが次のヘルパーに要領を簡単に説

ブースでは最高 900 点を目指し沢山の

明してくれたおかげで、とてもスムーズにできました。

生徒さんがチャレンジ、今年は 14 名の生徒さんが最高

福笑い大盛況も、素晴らしいヘルパーに恵まれたおかげ

点を獲得しました。最高点は獲得できなくても 5 回の試

だと信じています。ありがとうございました。

習字

技で 5 回ともめんこをひっくり返してしまう手馴れた
達人から、初めての体験で打っためんこが勢い余って何

鈴木喜代美

処かに飛んでいってしまうチャレンジ精神旺盛な生徒

思い、思いのスタイルで好きな字を自由に書く子、一

さんまで大変賑やかなめんこブースとなりました。

紙風船落とし

前の子まで、子供達の筆を握る表情は真剣そのものでし

仲井信二
初登場！

画、一画を丁寧にお手本通りに書く子、大人顔負けの腕

紙風船落とし！

今回初登場のゲームでしたが、最初
から長蛇の列になり年齢を問わず、全ての子供たちが楽
しめたように思いました。シンプルかつ難しいゲーム、
来年もやれたらいいですね。（小学生ヘルパーの働きに
はとても助けられました）

た。小学部、中学部から当日ヘルパーとして多くの子供
達が参加し、自発的にそれぞれのできることを見つけて
一所懸命お手伝いしてくれました。この場をお借りしま
してお礼申し上げます。

ポスター展、外部展示
グラハム増田陽子
在校生有志によるポスターの募集と展示では、11 点

輪投げ

の彩り豊かな文化祭ポスターが集まりました。外部展示

スミス奈穂美

では、ボストン・ラテン・アカデミーとノーブル・アン

ヘルパーの方々が輪投げ担当の経験

ド・グリーノースクールで日本語を学んでいる高校生に

者だったこともあり、とてもスムーズ

よる展示、そして当日ヘルパーの方々が参加してくれま

に回転よくゲームをまとめることができました。会場設

した。今年は１階の渡り廊下が展示場所だったので、廊

定が早かったので、余裕を持ってセッティングできまし

下を歩きながら、大勢の方が展示品を眺めることができ

た。小さい子達がとても上手に並び、ヘルパーのお姉さ

たと思います。

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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スーパーボールすくい
ジャクソン純子
大混雑が予想されたスーパーボール
でしたが、水槽を増やした事、又ヘルパ

方々による合気道の迫力のあるパフォーマンスが 50 分
にわたって繰り広げられた。合気道を体験できた児童や、
教頭先生の飛び入り参加などもあり、会場はおおいに盛
り上がり 200 名以上の観客が楽しんでくださいました。

フード

ーさん達の機敏な行動による相乗効果で列がスムーズ
に流れた為、子供達が待ちくたびれる事もなく楽しんで

フード班一同

もらえたと思います。また、１番大変な会場設営をして

今年で第 10 回目を迎えました文化

下さった方達には大変感謝しております。

祭ベークセールでは、皆様のご協力の

お国自慢展、動く工作展

もと、バラエティーに富んだベーク品やお弁当を始め、

三野洋美

お惣菜、デザートなど、提供された 2109 品全てが完売

日本語学校の生徒が、「やっぱり日本っていいな」と

となりました。実行委員を始め、設営班や当日ヘルパー

か、「日本語学校にもこんな人がいるのか」と、日本語

の皆さんの手際の良さで、何もかもスムーズに準備する

学校に来るのが楽しくなるようなそんなことはできな

ことが出来、たくさんの日本語学校関係者の方々に足を

いかなあと考えて思いついたのが、今回、開催された「お

運んでいただき、ご購入者数は 257 人に達しました。

国自慢展」と「動く工作展」。企画が決まったのが夏休

肝心の売り上げは、約 4200 ドルと新記録となり、売上

み前ぎりぎりで、告知不足であったにも関わらず、出展

金の半分は義援金に寄付させていただきます。

チャリティバザー

していただいた方々に、心より感謝いたします。当日は、
当初の思惑とは趣が異なった展示になりましたが、出身

塚本晶子

地集めには大勢の方が参加していただき、また、「動く

このたびの東北大震災支援チャリティバザーでは、多

工作展」では、工作物を手にした子供がその場から離れ

くの寄付品が集まり、大変盛況となりました。寄付の品

なくなったといううれしいハプニングもありました。も

物や、お買い上げいただいてご協力頂きましたみなさま、

し、この展示が親子の会話の種にでもなっていれば幸い

本当にありがとうございました。

ラッフル

です。

ティーンズ

サミュエルズ綾子
百済由紀恵

震災支援企画の一つとしてのラッフルは、10 ドルと

今年のティーンズコーナーは総勢 48 名という今

2 ドルのラッフル券を用意し、好きな景品を指定してチ

までにない大人数の参加となりました。ティーンズ

ケットを購入して頂けるよう工夫しました。景品の詳細

コーナーは中高生が中心となって企画し、予算や場

などをチェックできるウェブサイトを立ち上げ、3 週間

所などの制約の中、「カフェ桜」とくじ引きに決め、

にわたりチケットを販売し、中川校長先生に抽選して頂

頑張りました。

きました。

それぞれ焼いてきたクレープ、休み時間に練習した綿

会場設営
庵原千代子

菓子…ほとんどぶっつけ本番で、至らない点はあったか
と思いますが、いつもと違う子供達の顔が印象的でした。

パフォーマンス

重い机を運んだり、高い所に上って
サインを吊るしたりして各ブースを作りました。朝寝坊

峯元志保子

していたいだろう土曜の朝早くから、ひと気がなくなっ

「ドスッ、ドッスーン」と畳に人が打ちつけら

た午後遅くまで設営・片付けをして下さった保護者の皆

れる音が、静かな会場に響きわたった。伊藤先生率

さんは、優しい縁の下の力持ちです。文化祭は会場設営

いる鉄枯塾とスー先生率いる夢想道場から、10 数名の
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

に始まり、会場設営で終わります。
ボストン日本語学校 PTA 会報 4

第 10 回文化祭協力者一覧

杉山良一、高橋須奈子、合気道鉄枯塾ボストン、夢想道
場、ボストンラテンアカデミー、ＪＥＴプログラム同窓

仲井信二、マロア実穂子、結城グレース、青木佳代、朝

会、ボストン日本語学校教職員、ＰＴＡ音響記録委員会

倉加代、安宅正子、足達あさひ、飯吉宏美、石井葉子、

（敬称略

一番ヶ瀬理恵、伊藤博子、猪瀬サリバン翔大、猪俣八重、

その他、陰で支えて下さった皆様、ありがとうございま

猪俣嘉臣、ウエイト典子、ウリケシミヒリバン、遠藤美

した。

順不同）

濃、大山榮一、奥田和歌子、川上彩香、川上琢也、川崎

ＰＴＡ文化祭実行委員会・ＰＴＡ執行部一同

由明、河辺恵美、北澤和代、北村由起子、北山彰子、衣

五十嵐敏子、リンダマン香織、スミス珠代、陳京子、ジョー

川玲子、百済幸男、倉沢はるな、桑原一榮、コシンスキ

バック美代子、坂本智子、古谷佳代子、スナディ久美子、渕

ーカレン、小西菜穂美、小畑千雪、小松智枝、佐々木結

野由美、牧睦子、サミュエルズ綾子、永井美知、崎山智恵子、

子、佐野栄治、サミュエルズアンドリュー、敷地由紀、

峯元志保子、青木葉子、嶋田由美子、宮本礼子、鈴木喜代美、

宍戸キラ、ジャドソン コール、城口直子、スミス有理

松井晃、ヴィニュー奈保子、塚本晶子、百済由紀恵、渡辺直

沙、スミス恵理果、瀬戸らな、高野恵里、竹石剛、武岡

子、市川泰子、ジャクソン純子、スミス奈穂美、アンガー裕

健一郎、武岡幸代、田村杏奈、田村みち子、樽井智子、

子、三野洋美、グラハム増田陽子、庵原千代子、渡辺毅、竹

徳王 菜々子、徳田賢人、徳冨久美子、徳冨博和、冨山

石佳子、ピーターズ和美、市村ラリー、辰田みどり、アキュ

よし子、仲井太洋、仲井真紀、長島める、西岡祐里佳、

レック恭子、ハードベック裕子、五味露敏、コノリー朊子、

西山央美、バイク奈美、萩谷葉子、馬場小百合、春海な

ライスシャノン、吉田忍、藤原大湖

いり、春海葉子、ハードベック詠理世、樋口恵子、ブラ
ッドショー直美、ヘッジみさ、星ゆき、増田絵里歌、増
田美智子、マゾーニアンドリュー、マッケンナアリシア、

2011 年度 : 今後の予定
し わ す

マッケンナ智代、マドック美智子、村岡紀子、村上敦子、
森口寛子、安西陽子、矢野奈保美、山岸映子、山本賀奈
子、山本美賀子、吉田知史、吉田崚馬、ライス明美、劉
昌子、リンク利恵、レンダルジャクソン香織、若井浩子、
渡辺恵麻、渡辺顕、渡辺司、渡邊直恵、渡邊悠一、Dimitar
Gueorguiev、Leo Grondin、ヴィッカーズ亜紀子、ハン
ソン美秀子、吉田尚子、平山貴将、森口和葵、辰田あき

12月
10日
24日
31日

橋幸実、佐々木絢子、佐々木渓、マクファーソン優花、
若井茜、佐野忠太、シダ慈英、島津雄治郎、スータージ
ェイソン、 飯吉健、コーラム眞至、安西広之、北村優
果、衣川未希、井上かれん、謝英美、敷地駿、平山瑞季、
川崎李咲、徳王萌々子、牧純麗、若井萌、五十嵐麻莉奈、
石井麻理恵、萩谷幸子、ケニーアリエール、増田幸子、

幼稚部なかよし発表会
冬休み
冬休み
む つ き

1月
7日
14日

ほ、大津慶知、市川未帆、広本聖也、遠藤芽以、平田七
海、平井瑞穂、北村綾香、茂木京子、五十嵐奈美佳、大

December 師走

21日
28日

January

睦月

小４･小５書き初め大会
中高部百人一首かるた取り大会
小３漢字カルタ大会
小６書き初め大会
小２音読発表会
小１親子カルタ取り大会
きさらぎ

2月
4日

February

如月

タレント・ショー
や よ い

3月
3日
19日
26日

March

弥生

日本語部発表会
卒園･卒業･修了式
春休み

庵原ジェナ、渡辺亮乃、樋口将、百済里紗、川崎麻理奈、
大橋明香里、矢野嶺似画、スナディー健、松井航也、吉
田朝海、北澤直美、森口晴葵、阿部朱美、楠本真理子、
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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急募
音響記録委員会
メンバー大募集中です。
音響記録委員会は
あなたの協力が必要です。
今、メンバーになって頂ける方には、

数々の特典、優遇措置
があります。
興味のある方は、是非、PTA 執行部、

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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もしくは音響記録委員にお尋ね下さい。

