``

たんぽぽ会
＊日本のこと
教室場所:



知っちゃおう＊

定住者会

JASC: Japanese American Service Committee
4427 N. Clark St. Chicago, IL 60640
＊月曜クラスも水曜クラスも、たんぽぽ会は、基本

大人の方と一緒の参加になります。親も、子供と一緒にネットワーク拡大！＊

月曜クラス 9:30am – 12pm (プレイタイム: 9:30am-10am)
５歳以下のお子さんなら 誰でも大歓迎！
前半は,童謡聞いて歌って踊って、時には大きな画面で映像見て 新しいことを学びます。お口チャックで集中して、昔
ながらの紙芝居に見入ったり、身体を使ってお遊戯・体操、学びながらのゲームをしたりと、次から次へと大忙し、楽し
みながら学んでいきます。色・数字・形・大きさ比べ・家族の名称、あいさつ・季節、天気・体の名称、たくさん覚えた
ら、日本の文化や言葉、季節の行事も学びます。おやつ休憩挟んだ後は、クラフト、ゲームで過ごします。

水曜クラス 12:30pm-3pm (プレイタイム: 12:30pm-1pm)
ひらがなのお勉強が始まります。みんなで一緒にするゲームや、昔ながらの遊びが毎週紹介され、学芸会のように役を演
じる寸劇をやったりと、先生のお話を集中して聞く時間が増えます。３歳以上の集中力が少しついてきたお子さん、そし
て文字に興味を示してきたお子さんにぴったりのクラスです。

ちょっと聞いてください
シカゴの科学産業博物館で、第二次世界大戦中（1942 年：昭和 17 年）に始まった「世界のクリスマス」というシカゴの伝統行事は、
アメリカ連合国軍側の数カ国だけで、お国自慢のツリーを飾りつけたのが始まりです。当初、1 本のツリー飾りを、毎日違う国ごとに
とっかえひっかえ、12 日間飾りました。アメリカの味方国で一致団結、国民の士気を高めるのが当初の目的でしたが、戦争が終わり、
その後次々と他国も参加、1952 年（昭和 27 年）くらいから日本も加わり、飾り担当 3 代目のたんぽぽ会は 1989 年から 毎年日本を
代表して手作りの飾りでツリーを飾っています。過去にもその美しい飾りは新聞で紹介されたことが何度もあり、私たちの誇りです。
これからもがんばって日本のツリーを飾っていきますね。

初回のクラス参加は無料、どうぞ是非、一日体験を！ ご質問は直美（なおみ）まで。
メールアドレス： tampopo@jasc-chicago.org
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たんぽぽ会
幼児のための日本文化プログラム

*2018

保護者名
保護者以外の方の
同伴者の名前
住所
City

State

Zip code

電話番号 自宅
携帯番号 #1
携帯番号 #2
記載のメールアドレス全てに
たんぽぽ案内を送付します

メールアドレス #1
メールアドレス #2
メールアドレス #3
お子さんの名前 #1
生年月日(

)

生年月日(

)

生年月日(

)

お子さんの名前 #2

お子さんの名前 #3
**保護者がお子さまと一緒にクラスに参加できない場合は、必ず代理の方が同伴してください。お子さまに大人の方が
付き添うというのが グループ保険の条件にもなっております。
プログラム参加中に起きた事故や盗難・物の紛失などには、たんぽぽ会・定住者会（JASC）は一切責任を負いません。
以上のことを承諾し、ここに署名します。

保護者署名___________________________________________________________日付_____________
##############################################################################################

*クラス名簿には

以下の３点が必ず記載されます。
保護者名

上の３点以外に

子供の名前

メールアドレス

追加で名簿に載せたい事項があれば O、そうでない場合は X をしてください。
住所

自宅の電話番号

携帯番号

JAPANESE AMERICAN SERVICE COMMITTEE
PUBLICATION RELEASE

NAME:__________________________________ DATE:___________________________

I hereby authorize the Japanese American Service Committee (JASC) and its
representatives to use, print, publish, or display my picture and/or my name
for public relations or other purposes to benefit JASC and its programs.
I have read and understand this consent form. I also understand that I can
withdraw my consent at any time.
____________________________________________
SIGNATURE

________________________
DATE

Or

____________________________________________
_________________________
Guardian/Authorized Representative
(PLEASE PRINT NAME)

____________________________________________
SIGNATURE

cc: Signee
2018

Relationship

たんぽぽ会

クラス費 (2018 - 2019)

JASC Members（定住者会

会員）

月: 9:30 ~ 12 pm
水: 12:30 ~ 3 pm

Session：12 回

第一子

$150 で 12 クラス $65 で 4 クラス

$18

二人目以降の兄弟

$100 で 12 クラス $35 で 4 クラス

$10

Mini-Session：４回

PPV
（来た時払
い）

(１８ヶ月以上)

JASC Non-Members（定住者会

非会員）

月: 9:30 ~ 12 pm
水: 12:30 ~ 3 pm

Session：12 回

第一子

$200 で 12 クラス $80 で 4 クラス

$22

二人目以降の兄弟

$100 で 12 クラス $35 で 4 クラス

$10

Mini-Session ：４回

PPV
（来た時払い）

(１８ヶ月以上)
＊JASC 会員権は Anniversary membership となり、参加された日から丸一年が 会員期間となります。 この
会員費は定住者会の運営費の一部となって、団体を支えるのみならず、会員になった方々は たんぽぽ会を
含む、その他のＪＡＳＣのプログラム受講に割引を受けることができます。またコミュニティーのあらゆる
お得なニュースをいち早く E ニュースにて知ることができます。
＊ 二人目以降の兄弟姉妹の支払い方
月曜クラス
１８ヶ月以上：
１８ヶ月以下：無料

要 ２人目以降の兄弟費支払い
○

クラフト・配布物なし

クラフトあり・配布物なし

水曜クラス

○

１８ヶ月以下：無料

１８ヶ月以上３歳未満： 要 ２人目以降の兄弟費

クラフトなし
配布物なし

クラフトあり
配布物なし
ひらがなプリントなし

３歳以上：○
要 ２人目以降の兄弟費
クラフト・ひらがなプリントあり
配布物なし

２０１８年

９月

