2021 年 5 月 8 日

父母会だより

NO.2

北京日本人学校父母会執行部
新学期が始まり、父母会活動も本格的に動き出しました。クラスグループチャットの移行、
クラス世話役の決定、宅配弁当の開始、JSB T シャツに広報誌…それにサポーター募集も
スタート！皆さんに、活動の様子をお届けします。興味がある活動、参加できそうな活動を
見つけてもらえると嬉しいです。

◎総会開催のご案内
父母会定期総会は 5 月中旬開催を目標に、現在準備作業を進めています。（当初 4 月中
開催をと思ってましたが若干延期）父母会活動計画や関連事項の報告及び決議を実施しま
す。
主な決議事項（予定）は以下の通りです。
１．2020 年度決算承認及び 2021 年度活動計画・予算承認
２．父母会の保護者委員会への名称変更に伴う会則変更
３．父母会繰越金による通学管理システム導入の再検討
４．その他
現在、学校での開催が難しい為、クラスグループチャット経由で総会資料とオンライン
決議書を送付し、書面による定期総会招集、電磁的方法による決議実施を行います。準備
が整い次第、クラスグループチャットにてお知らせします。

◎クラス世話役決定！
各クラスの世話役が決まりました。応募ありがとうございます！
世話役の方々、1 年間父母会とクラス保護者の橋渡し役をよろしくお願いいたします。
世話役はあくまでまとめ役ですので、クラス保護者の皆さんも各活動では積極的に分
担・協力し、世話役のサポートをしてください。
◆2021 年度

クラス世話役紹介（敬称略）◆

クラス

名前

クラス

名前

小１—１

高木 菜々

小４—１

呉艶艶（山田）

中１

坂本 芳枝

小１—２

額田 香織

小４—２

川手 めぐみ

中２

中川 奈津恵

小２

田中 依子

小５—１

横井 ひとみ

中３

光岡 淳子

小３—１

麻野 香

小５—２

坪井 明子
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クラス

名前

小３—２

西山 亜希

小６

塚本 佑子

◎委員会活動報告
文化体育委員会
6 月の運動会に向けて、JSB T シャツ販売を企画・実施しています。
「仕分け・配布サポ
ーター(5 名)」のおかげで、予定時間を大幅に短縮することができました！
今後も T シャツ仕分け配布作業（5 月予定）、トレーナー販売（2 学期予定）などで、サ
ポーター募集予定です。皆さんの応募、協力をお待ちしております。
〈最近の活動〉
 T シャツ販売の話し合い
 T シャツ旧素材在庫確認
 「T シャツ販売のお知らせ」送信
 業者への新規発注

〈今後の予定〉
 新素材 T シャツ受取・確認
 新素材 T シャツ仕分け・配布作業
 集金・支払い作業
 不良品対応

 旧素材 T シャツ仕分け・配布作業
※サポーター5 名参加
＜2021 年度 文化体育委員会委員長

比氣美紀＞

広報委員会
今年度も子供達の活気ある学校生活を広報誌にしてお伝えしていきます。早速、「新学期
特別号」を発行しました! 先生紹介が掲載されていますので、ぜひお子さんと一緒にご覧下
さい。「1 学期号」は運動会などイベント写真を掲載予定です。
カメラ好きやイベント撮影に興味のある方、一緒に活動しませんか？近々運動会の撮影サ
ポーターも募集予定です。腕自慢の方がいましたら、是非ご応募ください！
〈最近の活動〉
 入学式撮影

〈今後の予定〉
 「1 学期号」制作・編集作業






 行事・イベント写真撮影
（たてわり班オリエンテーリング、
運動会、その他各学年イベント）

広報と卒業アルバム委員との合同会議
「個人情報の管理について」配布
「新学期特別号」制作・編集作業
「新学期特別号」HP 掲載
掲載内容：先生スタッフ紹介

＜2021 年度 広報委員会委員長
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田川典子＞

◎通学安全委員会からのお知らせ
2020 年に防疫対策強化を受けて通学ルールが頻繁に変更されました。現在、通安委員
会では既存通学ルールに、防疫対策を加えた新しい通学ルール文書を作成中です。通学ルー
ルは、保護者のみならず運転手や添乗員など様々な人が対象となります。これまでは、すべ
ての対象者に同じ文書を紙で配布していましたが、今年度は読み手ごとにより分かりやすい
文書を作成し、データで配布したいと考えています。5 月発信予定です！
〈最近の活動〉

〈今後の予定〉

 各公寓バスの
通学ルート/緊急マニュアルの確認
 新年度バス情報の収集
（金数据による Web アンケート）
 新年度バス通学者名簿の作成・確認

 「通学ルール」の発信
 協議会開催或いは代替資料の提供

 バス委員⇔通安委員間業務一覧作成
 「通学ルール」の見直し
 協議会開催の検討
通学に関するご不明点・お問い合わせは、下記メールアドレスまでご連絡ください。

✉

通学安全委員会専用メールアドレス
jsbtsuan@yahoo.co.jp
＜2021 年度 通学安全委員会委員長

見市みちる＞

◎宅配弁当開始！
北京日本人学校には給食がなく、お弁当持参が基本となっています。しかし、何らかの
事情でお弁当を持参できない場合などの一助となるべく、「ほっともっと」さんの協力も
得て、宅配弁当のしくみづくりをしています。
4 月は 16 日試行開始より月末までの 11 日間で、合計 270 食の利用がありました。
唐揚げ弁当、チャーハン、鯖・焼肉弁当、鮭バンザイ弁当、アスパラカルビ丼、のり弁
当、唐揚げカレーなど…日替わりメニューで子どもたちにも好評です。
今年度から、注文・支払いが一度に完結し、注文確認もできるようになり、より簡単に
なりました。ちょっとお弁当づくりを休みたい時、保護者の体調がすぐれない時、または
もしもの時に備えてお試しに…理由を問わず注文可能です。お気軽にお試し下さい。
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◎サポーターコーナー
●「お弁当サポーター（略して「弁サポ」）
」活動レポート
今年度宅配弁当開始に合わせ、サポート体制をゼロから作っ
ています。現在のサポーター数は 38 名。スタート当初は色々
な対応に追われていましたが、みんなで知恵を出し合い、サポ
ーター活動も軌道に乗ってきました。
お弁当が 1 種類で簡単明瞭、活動時間 30 分と参加しやすい
内容です。元気なあいさつをしてくれる子、低学年の子が一生
懸命名前を伝える姿、頼んでないけどお友達について来てくれ
る子など、僅かな時間ですが、かわいい子どもたちの様子を垣
間見ることができます。興味のある方、是非ご参加ください。
ある日の活動…
○11:57
お弁当が守衛室に到着
○12:05
準備作業(お弁当の運搬、テーブルセット、個数の確認)完了
○12:15～12:25
お弁当配付
○12:30
片付け・活動完了
サポーターより・・・
「初めてでしたが、マニュアルと経験者のサポートがあったので問題なくできました。」
「子どもたちがかわいくて、ほっこりした気持ちになれました♪中学生の大きいお兄さ
ん、お姉さんも挨拶をちゃんとしてくれて嬉しかったです。」

●「JSB T シャツ仕分けサポーター」活動レポート
4 月 26 日、在庫品の旧素材 T シャツの仕分けと配布作業
を、
5 名のサポーターと 2 名の委員で行いました。
○ラベル（クラス・個人名・注文サイズ記載）裁断（2
名） ＆倉庫より在庫 T シャツを取り出す（各色 2 名ず
つ）
○父母会室で、T シャツをサイズ毎に並べ、1 人 1 枚ラベ
ルを持ち、注文サイズを揃えて、クラス毎に分別
○職員室前の各学級の棚に T シャツを置き、作業完了！！
サポーターのおかげで、予定時間より大幅に早く終わりまし
た。
5 月の新素材 T シャツ、2 学期のトレーナー販売でも、サポーター募集予定です！
サポーターより・・・
「作業工程も予め説明されていたので、スムーズに作業をすることができました。」
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「結果的に短時間作業になったので、余裕を持って作業ができました。」

●サポーター随時募集！「皆さんもやってみませんか？」
できる人が、できるときに、できることを。
今年度はより多くの保護者の方々に、気軽に参加していただけるよう、必要に応じ単発
のサポーターを募集しています。興味がある、やってもいいという方のご参加をお待ちし
ています！（強制ではありません。参加されなくても大丈夫です。）
☆各活動で募集の詳細が決まりましたら、その都度お知らせします。
☆弁サポは随時募集中です！
（クラス世話役やお近くの父母会役員、弁サポ登録者にお問合わせください。）

☆学校ホームページ内に父母会コーナーがあります。父母会会則、保護者による学校生活
をサポートする活動が掲載されています。ぜひご覧ください。
北京日本人学校

http://jsb.official.jp/

父母会コーナーパスワード

jsbpanda2021

☆父母会の運営に関するご意見・ご要望などは、下記アドレスまでお知らせください。

✉

父母会メールアドレス

jsbpanda@yahoo.co.jp

以上
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