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マゼカさん
！
マゼカさん突撃
さん突撃 Q&A！
今号の特集として、ボストン日本語補習校（以下日本

校

2012 年 9 月 15 日発行
出身はこのメドフォード。若い頃はスポーツに積極的
に参加していました。１６歳のとき、南メドフォードの
リトルリーグ・チームの監督として地元に貢献する様に

語学校）で長い間セキュリティガードをして下さってい

なり、２３歳にはリーグの会長になっていました。

るウィリアム・マゼカさんへのインタビューを掲載しま

・青年時代から
青年時代からコミュニティ
からコミュニティで
コミュニティで責任のある
責任のあるボランティア
のあるボランティア

す。日本語学校に通う生徒・保護者の誰もがお世話にな

をなさっていたんですね。
をなさっていたんですね。それでは、
それでは、いつから、
いつから、どんな

っていて、顔だけは知っているマゼカさんですが、素顔

ことから日本語学校
ことから日本語学校の
日本語学校のセキュリティガードをしているの
セキュリティガードをしているの

の彼はどんな方なのでしょうか。このインタビューで彼

ですか？
ですか？

の人柄に迫り、生徒・保護者の皆さんによく彼のことを

２１歳のときにメドフォード公立校のセキュリティガ

知ってもらえば、 登校下校の挨拶にももっと感謝と親愛

ードとして採用されました。メドフォードの子供たちの

がこもったものになるのではと期待しています。インタ

役に立っていることは、仕事というよりも、生き甲斐に

ビュアーは執行部広報ハードベックです。

なっています。
日本語学校勤務に就く前に、運動会やビクトリーパー
クでのソフトボール大会で警備をする機会があり、その
際の交流や行事がとても楽しい思い出でした。ですので、
日本語学校での仕事を始めた２００３年５月２４日初日
から、有意義な経験につながると感じていました。
・マゼカさんが
マゼカさんがセキュリティガード
さんがセキュリティガードとしてこんなに
セキュリティガードとしてこんなに長
としてこんなに長い
間働いてくださって
間働いてくださって、
いてくださって、私たちはとても幸運
たちはとても幸運です
幸運です。
です。でも、
でも、
どうして日本語学校
どうして日本語学校での
けていら
日本語学校での仕事
での仕事をこんなに
仕事をこんなに長
をこんなに長く続けていら
れるのでしょうか？
るのでしょうか？
子供達と仕事をするのが純粋に好きなのだと思います。
日本語学校と出会えて本当によかったです。これからも

・まず、
まず、マゼカさんのお
ゼカさんのお名前
正式な肩書きを
肩書きを教
さんのお名前の
名前の正式な
きを教えてい

何年も生徒たちと保護者を守っていきたいです。

ただけますか？
ただけますか？

・マゼカさんは
マゼカさんは数年前
さんは数年前に
数年前に御病気でしばらくお
御病気でしばらくお仕事
でしばらくお仕事を
仕事を休ま

正式な肩書きは「Captain, Security Medford Public

れたとき、
れたとき、私たちはとても心配
たちはとても心配しました
でも復帰なさ
心配しました。
しました。でも復

Schools」になります。

れて、とても喜
とても喜んだのを憶
んだのを憶えています。
えています。今はお体のほう

・家族構成と
家族構成と、出身も
出身も教えていただけますか？
えていただけますか？

はすっかりよろしいのですか？
はすっかりよろしいのですか？

妻の名前はリンダです。若くして結婚したので、次の

２００５年にガンの手術をし、しばらく仕事ができませ

結婚記念日は４０周年になります。一人娘のミシェルは

んでした。回復中にメドフォード校と日本語学校の友人

現在教師をしており、大変誇りに思っています。

から貰ったカードや励ましの言葉には感動し、大変支え
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になりました。この「人生のちょっとしたつまずき」以

・日本語のことばが
日本語のことばが何
のことばが何か話せる様
せる様になりました?
になりました?

外は日本語学校での勤務の妨げになる様なことはなく、

残念ながら日本語を身につけることはできずに未だに

１０年間毎土曜日欠勤がなくやってこられているのは誇

話せません。ただ、以前に５歳の幼稚園児が登校途中に、

りに思っています。

毎週一つの日本語の単語を私に教えようとがんばってく

２０１０年にはガンが再発してしまい、同年７月と８
月は数週間の放射線治療を受ける必要がありました。幸

れたのは、とても大切な思い出です。
・日本文化で
日本文化で興味あることはありますか
興味あることはありますか?
あることはありますか?

運にも治療は成功し、結果として２回もガンを克服でき

興味というか・・・日本語学校が大変良く組織化され

ました。医者からも調子は良好と言われ、今ではガンの

ていて、毎年行われるタレントショー、運動会などを含

影も姿もありません。この経験は非常に辛いながらも、

め、こと運営に関しては細部まで注意が払われているこ

自分の人生の大事な部分に焦点をあてることとなり、い

とに関心しました。

かなる困難も前向きに乗り切れる力になりました。

・仕事以外で
仕事以外で時間があるときは
時間があるときは何
があるときは何をしていますか？
をしていますか？どん

・日本語学校の
日本語学校の安全上で
安全上で一番気がかりな
一番気がかりな点
がかりな点・目を配って

な趣味がありますか
趣味がありますか？
がありますか？

いるのははどんな点
いるのははどんな点ですか？
ですか？
最も注意している点は、日本語学校の生徒達に、安全

家族と時間を一緒に過ごすのが好きです。料理をした
り、妻の園芸を手伝うのが楽しいです。

で快適な学校環境を提供することです。そのためには、

・思い出に残る出来事を
出来事を一つか二
つか二つあげるとしたら
つあげるとしたら、
るとしたら、何

自分を含め、親、先生、スタッフが一丸となり、たくさ

ですか？
ですか？

んの人たちの助け合いと努力が必要になります。
長年の経験上、私はメドフォード高校の内外を熟知し

子供たちから貰った感謝状やカードです。オフィスの
壁に大事に貼ってあります。

ていますので、緊急時でもどんな状況でもためらわず、

・日本語学校の
日本語学校のセキュリティガードの
セキュリティガードの仕事で
仕事で一番！
一番！の瞬

私に声をかけてください。

間は何ですか？
ですか？

この学校には小さい子供がたくさん通学しています。

一番の瞬間は、自分だけしか知らないかもしれないで

子供の行動を予測するのは難しいことです。駐車場から

すが、何か貢献できたと思った時です。

学校に行く際には、私が巡視できる横断歩道を必ず使っ

・本日は
本日は忙しい中
しい中インタビューに
インタビューに答えてくださって、
えてくださって、大

て安全に道路を渡ってください。

変有難うございました
変有難うございました。
うございました。最後に
最後に、日本語学校の
日本語学校の生徒に
生徒に対

・はい、
はい、よく分
よく分かりました。
かりました。一人ひとりの
一人ひとりの協力
ひとりの協力が
協力が安全な
安全な

して一言
して一言メッセージ
一言メッセージをお
メッセージをお願
をお願いします。
いします。

日本語学校を
日本語学校を作るのですね。
のですね。ところで、
ところで、日本語学校の
日本語学校の生
徒はアメリカの
アメリカの学生とどう
学生とどう同
とどう同じですか。
じですか。どう違
どう違うように

いつでも気軽に声をかけてください。みんなで安全で
快適な学習環境を作り続けて行きましょう！

見えますか？
えますか？
日本語学校での仕事は、いつも、社会の中のまた別な
社会の一員の様な感じになります。日本語学校の高校生
ぐらいの生徒は、毎日見ているメドフォード高校の生徒
とあまり変わりありません。人間は一概に似ています。
・このお仕事を
仕事を通して日本人
して日本人とかかわってみて
日本人とかかわってみて、
とかかわってみて、日本人
に対してどういう印象
してどういう印象をお
印象をお持
をお持ちですか
ちですか？
日本語学校で仕事を始める前と、する様になってから
の日本人に対しての印象は変わっていません。いつも親
近感、相互尊重、友情を持っていました。
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クラス役員

完全移行宣言！
完全移行宣言！
ＰＴＡ会長

市村

ドッド−ノーブル

圭子

こんにちは。本年度のクラス役員担当のドッド−ノーブ

ラリー

ル圭子です。

「完全移行」って別のものに移ってしまって無くなっ

日本語学校には、娘が二人とも幼稚部の年少からお世

てしまうっていうこと？という声が聞こえてきそうです。

話になり、現在は小学４年生と１年生に在籍しています。

でも無くなることがいいことだってあるんです。それは

この間、幼稚部のクラス役員を３年間させていただきま

最近目立ってきた白髪が突然消えること？まあそれはあ

したが、何の心配もなくクラス役員の仕事を進める事が

まり期待できませんね。では、こういうのはどうでしょ

出来たのは、クラスの保護者のみなさんのご協力はもち

う。使わないですむ労力と限られた資源の無駄。完全移

ろんのこと、執行部の方々、中でも前任のクラス役員担

行の後はある場所さえわかっていれば必要な情報はいつ

当の方のきめ細かい指導のお陰と感謝しておりました。

でも見られます。印刷の労力も要らなければ一読しただ

そんな中、執行部へのお話を頂き、少しでもお手伝いが

けで捨てたり、どこに置いたのかわからなくなることも

出来ればと思いお引き受けしたものの、見るとやるでは

ありません。そう
そう、
そう、ペーパーレス化
ペーパーレス化･オンライン化
オンライン化です。
です。

大違い。ミスの連続。お手伝いどころか迷惑のかけ通し

ＰＴＡ関連のチラシや会報などは今後は学校ニュース

ですが、心の広—い執行部のみなさんとクラス役員のみな

レター「e-Boston」と学校ホームページ内のＰＴＡサイ

さんにフォローをしていただきながら、なんとか頑張っ

トのみでの発信となりますのでご注意ください。最近Ｐ

ています。

ＴＡからの配布物がめっきり減ったなあ、なんて思わな
いでくださいね。

保護者として、クラス役員担当として、日本語学校に
通う子供たちがより良い学校生活をおくれるよう努力し

では、
「完全
では、
「完全ペーパーレス
完全ペーパーレス移行
ペーパーレス移行」
移行」をここに宣言
をここに宣言します
宣言します！
します！

ていきたいと思います。どうぞ今後もよろしくお願いい
たします。

新人執行部員挨拶・
新人執行部員挨拶・紹介
イベント企画
データ・システム

渡辺

毅

コンピュータを使って何かを作るのが大好きで、仕事

三野

洋美

イベント企画委員長として、執行部に入りました三野
と申します。

はソフトウェアの開発をしています。一日のうち、寝る

イベント企画には、今、小３の息子の１年生入学を機

時間よりコンピュータの前に座って何かを作っている時

に、そろそろ何か学校のお手伝いをせねばと思い、なん

間の方が長い、わりとオタクな人です。

となく入ってみたのですが、この２年間、イベントを通

双子の娘が小学部２年に通っています。娘どうしの会

じて、子どもと真剣に向き合って日本語教育をされてき

話はまだ日本語ですが英語に押されないようにと、学校

ている中高生の保護者の方々にお話を伺うことができ、

と家庭でしっかり日本語漬けにしようとがんばっていま

子どもを日本語学校に通わせる意義や親としての役割に

す。妻は料理やパン焼きなどが大好きで、日本語学校で

関していろいろと考えさせられました。今回、委員長に

もさっそくコーヒーベーク委員に入ってワイワイ楽しく

とお誘いいただいたときには、フルタイムの仕事もかか

やっているようです（主な目的は「おしゃべり」のよう

える身なので、どこまでできるのか悩み、執行部に入る

ですが・・・笑）。

のだけでも免除してもらえないか（笑）などと、ダダを

ニューハンプシャーの田舎に住んでいるので、土曜日

こねるようなこともしたんですが。先輩保護者の方々が

は 1 時間かけて日本語学校に来て、午後は娘達のヒップ

築いてこられた「みんなで作る日本語学校」のコミュニ

ホップダンスの練習に行き、帰りがてら日本食の食材な

ティの一員として、微力ですが、協力できたらと思いま

どを買う、という慌しくも充実した一日を送っています。

す。よろしくお願いします。

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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会計

ハリス

フィリップ

幼稚部年長に娘がいる父親です。他の国々から来てい
る方々との交流と、違う文化を学ぶことに情熱を持って
います。ＰＴＡ執行部の会計として経理と数字を以って、

ので、更に楽しみが増えました。沢山の児童、生徒の参
加をお待ちしております。
注意）
注意）今年度より
今年度より文化祭
より文化祭にて
文化祭にて、
にて、ベーク
ベークセールが
セールが
ありませんので
ありませんので、
ので、各自ご
各自ご用意をお
用意 をお願
をお 願い 致 します。
します 。

子どもたちのために日本語学校をより良いところにして

平成２４
平成２４年度漢字検定
２４年度漢字検定

いけたらと思っています。

本年度も、(財)日本漢字能力検定協会の「漢字能力検定」

会計

アンガー

裕子

このたび、ＰＴＡ会計補助をさせていただくことにな
りました、アンガー裕子と申します。

を、以下の通り実施いたします。ふるってお申し込みく
ださい。
検定日時：平成
平成２４
平成２４（
２４（２０１２）
２０１２）年１１月
１１月１０日
１０日（土）

長男が小学部の三年生、また男女の双子がそれぞれ年
中でお世話になっております。

受検教室集合時間：１２
１２:
１２:４５ (開始
(開始：
開始：１３：
１３：００)
００)
場所：ボストン日本語学校（教室は後日お知らせします）

私たちは二年前に主人の仕事の関係で、長年住み慣れ

申込資格：ボストン日本語学校児童・生徒・保護者

た北カリフォルニアからボストンに越してきました。ボ

及び一般希望者

ストンでの最初の一年は何も分からない、運転をすれば

申込書配付：９月８日

怖い、誰も知らないという状態で、振り返ればどうやっ

申込方法：受検希望者１名につき申込書１枚を提出して

て過ごしたのかも記憶が曖昧ですが、当時の日本語学校

ください。なお申し込み書の記入欄は該当す

の事務局の方のご親切な対応に、転入時に色々と助けて

る項目すべてに記入漏れがないようお願い申

いただきました。

し上げます。予備の申込書は、本校ウェブペ

何かと不慣れで至らない点もあると思いますが、どう

ージに用紙を掲載しておりますので、必要に

ぞお願い致します。

応じてご活用ください。また、事務室前及び
保護者控え室ＰＴＡ執行部テーブルにありま

第１１回文化祭
１１回文化祭

す。（http://jlsboston.org/whatsnew）
※ 受検料は小切手払いのみ（現金不可）受付。受検者

文化祭実行委員長

五十嵐

敏子

子供達が楽しみに待っている文化祭が、１０月２７日
に開催されます。
人気のスーパーボールすくいに着付け、福笑い、輪投
げ、習字、メンコと日本の楽しい遊びがいっぱいです。
展示コーナーもあります。
ロンドンオリンピックで７８キロ級女子柔道金メダル

１名につき申込み書と小切手１枚をご用意ください。
・申込書提出日及び
申込書提出日及び提出先：
提出先：
９月２２日
２２日・２９日
２９日（土）９:１５１５-１１：
１１：００（
００（厳守）
厳守）
保護者控え
保護者控え室（通常２
通常２Ｆカフェテリア）
カフェテリア）ＰＴＡ執行部
ＰＴＡ執行部
・問い合わせ先：ＰＴＡ執行部（PTA@jlsboston.org）
吉田まで

2012 年度 2 学期カレンダー
学期カレンダー

獲得に導いた米国代表チーム総合コーチ、ジミー・ペド
ロ氏が率いる道場のパフォーマンスも見逃せません。是
非ご家族揃ってご覧ください。
ティーンズコーナーも射的、スピンアート、売店、日
本の昔遊び、、、など沢山のブースがあります。きっと
昨年同様盛り上がりをみせてくれるでしょう。今回は、
ブックフェア―が、同日に開催されることになりました
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

か ん な づ き

10月
月

October

１０月６日
１０月１３日
１０月２７日

神無月

ロックダウン訓練
ＰＴＡ総会・幼稚部秋祭り
ブックフェア・第１１回文化祭
しもつき

11月
月

November

１１月３日
１１月１０日

霜月

授業参観・個別懇談
授業参観・個別懇談・漢字検定
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