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この季節が好きな理由

校

2013 年 3 月 16 日発行
春っていいなあ。ぼくも何か新しいことを始めよう！」
と思えてきます。春がなせる魔術です。

ＰＴＡ会長 市村ラリー

今年一年、ＰＴＡ活動で惜しみなく時間と労力を提供

いまさらこういったことを言うのも恥ずかしいので

してくださった皆さん、本当にありがとう！一緒に活動

すが...実は私は春が大好きなのです。桜も暖かい風もで

できて本当に楽しかったです。そして、来年度ＰＴＡ活

すが、その理由はこの季節になると新しい元気がもらえ

動に参加してくださる皆さん、一年間楽しく活動をして

るからです。春は何かが動き出すとき、特に日本では。

いきましょう。そして来年度末、春になったらＰＴＡ活

そして４月から新学年が始まるボストン日本語学校で

動として「お疲れ様・花見会」というのはどうでしょう

も同じです。

（笑）？

今年もＰＴＡ活動は目白押しでした。春といえば「第
１回ＰＴＡ総会」、「町田運営委員長と考える会」、運

PTA 活動参加募集！
執行部総務

動会の手伝い。夏に向けての「体験入学・夏休みの日本
語対策」、２学期が始まって「ＰＴＡ保護者説明会」、

コノリー朋子

皆様からいただいた調査票を集計した結果、必要人数

第２回「ＰＴＡ総会」そして「ブックフェア」。秋も深

に満たない委員会がまだあります。（特にファーストエ

まって「漢字検定」、「文化祭」そして「メディアリテ

イド委員会）。３月末まで希望を受け付けておりますの

ラシー講座」。冬の恒例行事と言えばもちろん「タレン

で、メールで pta@jlsboston.org まで、保護者名、希望

トショー」。「バイリンガルセミナー」もありました。

する委員会、長子のお名前とクラスをお知らせください。

振り返るだけで季節がめぐっていったのがわかります。

すでに調査票を提出した方の変更や追加も受け付けま

ね。

す。皆様のご協力に感謝します。

そして３月。この時期になると毎年ＰＴＡ執行部では
「ＰＴＡ役員・委員調査票」を皆さんに配り、来年度の
ＰＴＡ執行部の役員、各委員会の委員さん、クラス役員
さんの募集をします。ここ２～３週間で調査票の結果が

Facebook の活用

続々と集まってきています。毎年安全パトロールの委員

２０１２年９月からボストン日本語学校 ＰＴＡが

をしてくださっているあの人、本が大好きで図書委員の

Facebook にデビューしました！

常連さんのお母さん、え？あの人は来年度は文化祭実行
委員を希望してるの？おお、ＪＣＰの講師希望の人がい

http://www.facebook/jlsbostonpta

るぞ。こっちの人は３つの委員への希望に丸印が付いて
いる！このお母さんは今度やったらクラス役員６回連

現在７０人以上の購読者が集まっています。随時学校の

続だあ。見ているこっちがワクワクです。

イベントやお知らせを投稿しておりますので、是非ご活

こういった新しい季節への始動を感じると、
「う～ん、
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

用ください。
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由美子、宮本礼子、朴畝真、スーターひとみ、佐藤英子、

漢字検定報告
漢字検定担当

バーンズ直子、高野恵里、ラックス洋子、モリス麗子、

吉田忍

バーナード園子、山岸映子

毎年１１月恒例の 漢字検定。年を重ねるごとに受検

一年を振り返って

者 数も増え、本年度は９０名に手が 届く方々が受検さ
れました。１年をかけ て陰となり日向となりお手伝い

イベント企画委員会

いた だきました保護者の皆様、そして常駐職員の高橋
様、大変お世話になりました。心よりお礼申し上 げま

イベント企画委員長

三野洋美

す。なお、来年度に漢字検定のお手伝いをしていただけ

今年度イベント企画では、町田運営委員長を囲む会、

る 方を随時募集いたしております。ご 興味のある方は

日本語 AP 受験講座、夏休み体験入学座談会、メディア

是非、漢検ボランティアにご参加下さいますようお願い

教育セミナー、初心者のための Facebook 講座、バイリ

申し上げます。

ンガルセミナーなどを開催してまいりました。ほとんど

２０１２年度漢字検定 ボランティアメンバー

のイベントで日本語学校の保護者の方に、講師を務めて

三宅里 恵、比嘉貴子、ライス明美、石井葉 子、奥田純

いただきましたが、みなさまお仕事を持つ身でありなが

子、ブラウン恵子、執行部役員

ら、本当に熱心に日本語学校の保護者にとって有意義な

クラス役員の皆様、１年間
ご協力ありがとうございました。
クラス役員担当

ドッド−ノーブル圭子

クラス役員のみなさんへ、

講座開催のため尽力していただき、感謝すると共に、こ
のような素晴らしい方々とイベントを通じて知り合え
たことを、とても幸運に思います。
２０１２年度イベント企画委員
富井直、門脇奈緒子、李佳世子

本年度はペーパーレス化推進の為、クラス役員のみな

音響記録委員会

さんの協力のもと、各クラスのヘルパー表や当番表を

音響記録委員長

e メールで各保護者の皆さんへ配信する事も出来まし
た。これは大きな成果であり、今後の大きな一歩となり
ました。

上野 要

万年人手不足の委員会が、何と今年は７人体制で今年
度を終えようとしています。新メンバーが３人も入って

４４名（途中交代を含む）のクラス役員のみなさんの

くれた事で、機動力を増しただけでなく、委員一人に対

お力で、大きな問題も無く一年を終える事が出来ました。

する負担が大幅に軽減できました。しかも、いつも和気

クラス役員のみなさん、一年間本当にありがとうござ

あいあいと仕事をこなしていく様子がとても印象的な

いました！

一年でした。皆さん委員会に対する深い理解と責任ある

２０１２年度クラス役員

奉仕活動をして頂き非常に有り難く思っております。こ

ウィンケス美樹、水山由美子、山村享子、バーナビー

こで日頃の感謝の気持ちを込め現メンバーを紹介しま

裕子、小松智枝、森山みどり、デイム直美、波多典子、

す。

西岡祐里佳、結城グレース、峯元志保子、ラファティ澄、

２０１２年度音響記録委員

ドノバンひとみ、キャンポス順子、コシンスキー千佳、

後藤達也、 渋谷ひろと、津田慶、グッドチャイルド

殿村智子、ボルディみき、ペトゥーラ孝子、青木佳代、

アンドリュー、シャロンフレーチャー、竹腰俊秀

鳥居栄子、ベイカーユウコ、敷地由紀、安宅正子、佐藤
優子、遠藤修、高山幸子、渡邊哲子、島津由以子、渡邊
秀生、篠原千香、シダ弘子、宮川玲子、石黒雪子、大塚
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

今後の
予定

３月１６日
４月６日

卒園・卒業・修了式
入園・入学・始業式
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皆さん、成功の一年間をありがとうございました。楽

安全パトロール委員会
安全パトロール委員長

しく言葉の勉強しながら、また協力していきましょう。

丑丸直子

皆さま、今年も１年間ご理解･ご協力いただき、誠に
ありがとうございました。

２０１３年度もどうぞよろしくお願いいたします。
２０１２年度委員・講師
青木昭子、篠崎千賀、ハードベック裕子、内田美恵、

事前連絡が徹底してきているおかげで、当番欠席も非

ラム俊子、グラハム増田陽子、石井葉子、安宅正子、

常に減っております。当番保護者、クラス役員、安パト

シャノンライス、シャロンフレーチャー、フイリップ

委員の皆さま、重ねてありがとうございます。休み時間

ハリス、島津由以子、ヴィント雅子、丑丸直子、上野

を元気いっぱい過ごす子どもたちを、今後も暖かく見守

美都、カニングハムケネス、コリンズ クリスチャン

ってください。
私事で恐縮ですが、このたび子どもの修了･退学に伴

図書委員会
図書委員長

い、敷地由紀さんに安パト委員長をバトンタッチしてい
ただくことになりました

森口賢一

全米に点在する日本語補習校に併設の日本語図書館

(敷地さん、ありがとうございます)。

の中でもトップレベルに位置するボストン日本語図書

安パト委員としては２００４年よりお世話になりまし

館。その第一線業務は、主にＰＴＡボランティアの図書

た。心よりお礼申し上げます。

委員とクラス当番保護者により遂行されています。明日

２０１２年度安全パトロール委員会メンバー

を担う子どもたちの日本語能力維持向上のため少しで

赤津律子、飯田幸世、丑丸直子、太田明夫、河辺恵美、

もお役にたてれば、と願っています。そんな図書館の蔵

黒田ファン真紀、小西秀男、佐々木法子、佐々木康子、

書を充実させるのは，実はご家庭に眠る書籍の寄付に他

敷地由紀、清水かんな、田辺貞和、塚本晶子、マゾーニ

なりません。お持ちいただいた書籍は新たな蔵書として

エミ、山田恵美子、横田幸恵

登録したり，ブックフェアーで販売し，新刊本を購入す

助っ人参加:クローガン幸子、小西菜穂美、小山百合、

る貴重な財源となります。特に今年度は中高生向けの小

松尾修一、山本秀和

説 (ライトノベルなど – ピンク色のラベルで分類) を

Japanese Class for Parents (JCP)
ＪＣＰ委員長

シャノン・ライス

今年のＪＣＰ「Japanese Class for Parents」は二年

充実させました。今後も引き続き皆様のご支援をお願い
する次第です。最後に、２０１２年度クラス当番として
お手伝いいただいた保護者の皆様、ボランティア中高生、
ファンド文庫関係者の方々、そして、図書委員の皆様、

目ということもあり、全体的に安定してきました。今年

ご活躍ありがとうございました。

は２７人の父兄の「生徒」が７人の父兄による「先生」

２０１２年度図書委員

の指導をうけながら、自分の子供たちに負けないように

ジャドソンアサコ、ジョーバック美代子、根岸利孝、

日本語の勉強を頑張ってきました。この一年間続けて教

アベイワルダナ美咲子、エリクソンシェリー、スナディ

えて下さった７人の先生達に大変感謝します。ＪＣＰで

久美子、バロン明子、ハンソン美秀子、ブシャード広美、

の日本語の授業の他に大きいな活動といえば、それはラ

伊藤博子、依田有香、宇田美佐子、岡田悦子、屋代悟、

ンゲージテ－ブルです。今年度は毎週日本語テ－ブル、

下本ひとみ、河合マーベット亜希子、花井侑生子、吉田

または英語のテ－ブルを休まずに行いました。そのテ－

尚子、金和子、桑原一榮、山岸良江、市川泰子、酒瀬

ブルを計画し手下さったボランティアの方々にもとて

川佳子、星佳恵、西山央美、倉沢はるな、中島由美子、

も感謝します。そして日本語学校側で教室を予約してく

徳王千恵子、比嘉貴子、牧睦子、サヴァス美苗 (委員長)

れた高橋さんにも感謝です。
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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渡辺恵麻、川上彩香、ハリス淳子、マロア実穂子、吉田

ファーストエイド委員会
ファーストエイド委員長

千津子、黒澤美歩子、 ジョーバック美代子（OB),古谷

河合典子

佳代子（OB),坂本智子（OB) 山下佳映、吉田りえこ

病気や怪我が大事に至ることなく、保護者に引き取ら

タレントショー・サポート委員会

れていくお子様達のほっとした顔を見ると、ファースト

サポート委員 藤原大湖

エイド委員としてやりがいを感じます。今年度も常駐職
員高橋様、クラス当番・委員の皆様の温かいご支援に深

先月２月２日にメドフォード高校の小劇場にて中高

く感謝致しております。クラス役員や他の委員会と兼任

生実行委員を中心に企画・運営されたタレントショーが

の方々もおられ、これぞ「ボランティアの鏡」！

開催されました。昨年は改装中だった小劇場がとても綺

試みとして、「委員自身が病気や都合で当番が出来ない

麗になっていてびっくり。計２１グループによる、小学

場合」のために、旦那様や奥様にも事前に登録して頂き、

校低学年のかわいいダンスから高校生のバンド、手品や

いざという時に代わりに当番に入って頂けるサポート

琴や、最新のガンナムスタイルから懐かしのおよげたい

システムを導入しました。どなたでも、楽しく無理なく

やきくんまでバラエティたっぷりの内容でした。

できるボランティアです。来年度も、多数のボランティ

観客のみなさんも２時間があっと言う間にすぎてし

アご希望の方をお待ちしております！

まうほど堪能できたと思います。

２０１２年度ファーストエイド委員

生徒実行委員

荒川玲子、市川泰子、一番ヶ瀬理恵、河合典子、河合

川崎李咲、シダ慈英、徳王萌々子、佐々木渓、若井萌、

達郎、川崎祐美子、北澤和代、百済由紀恵、小畑千雪、

森口晴葵、平山瑞季、ケニーアリエール、安西広之、

佐次阿由美、シダ弘子、高山幸子、寺嶋律子、冨山

前田康弘、謝英美、渡邉顕、五十嵐奈美佳、川崎まりな、

よしこ、頓所展、頓所春美、永原完一、永原園子、

島津雄治郎、五十嵐麻莉奈、吉田朝海、広本聖也、

ナザロ桂子、藤本久美、ボウドン雪子、星佳恵、

前田智美

マッケンナ智代、ライス明美、レビンスポール、鶴田美

ＰＴＡサポート委員

香、渡辺直子

辰田みどり、渡辺毅、藤原大湖、三野洋美、五味露敏、

コーヒーベーク委員会
コーヒーベーク委員長

サミュエルズ綾子

市村ラリー、コノリー朋子

ファンド文庫

運営委員会で決定された食品販売に関する新ガイド

マドック美智子

ラインが、４月から導入されました。それに伴い、常温

今年初めてファンド文庫を担当させていただきまし

保存でも安定したベーク品のみを受け付けて販売して

た。前任のリーダーからの支援、ファンド文庫の温かい

参りました。また、ベーク品の提供者は登録制となり、

メンバーの皆様、図書委員会と日本語学校の協力があっ

当委員会から予めガイドラインの説明を受けた上で、承

てのファンド文庫活動となりました。リクエストしてい

認の署名を頂いております。販売できるものが限られる

ただいた保護者の皆様の本の選択のセンスが素晴らし

中、毎週ご購入下さった保護者の皆様と、 創意工夫に

く、とても感謝しております。図書館の本棚にも、さま

富んだベーク品を提供して下さった保護者の皆様に、心

ざまな分野ではありますが、ファンド文庫から皆さんが

から御礼申し上げます。１年間ありがとうございました。

「よみたい本」をたくさん提供することができました。

２０１２年度コーヒーベーク委員

ありがとうございました。

サミュエルズ綾子、スミス珠代、田村みち子、永井美知、

馬岡正子、宍戸真奈美、ジャピ広美、三好春美、

徐恵芳、牧睦子、春海葉子、崎山智恵子、安西陽子、

マドック美智子（担当）

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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