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ANNOUCEMENT 

ACADEMIC COMMITTEE MEETING – 11/4 ( THIS THURSDAY) AT 6PM 
Academic Committee Meeting will be held virtually this Thursday (11/4) at 6pm.  If you are interested in attending, please 
access the meeting through the following Zoom link. 
アカデミック委員会ミーティングを今週木曜日（11/4）の午後 6 時より、オンライン・ミーティングにて開催 

いたします。ご興味のある方は、以下 Zoom のリンクをクリックしてご参加ください。 

Join Zoom Meeting Click Here 
Meeting ID: 831 1313 7243      Passcode: academic 

 

DIGITAL LEARNING DAY #3 – 11/9 (NEXT TUESDAY) 
We will have our third digital day on Tuesday, November 9. The materials students will need will be sent home earlier and 
assignments can be submitted by 8:00p.m on November 9th. Thank you! 
第三回デジタル・ラーニング・デーは、来週火曜日（11/9）です。プリントの課題がある場合は、事前に 

お子さまへ配布し、オンラインでの課題は当日午後 8時までに提出してください。よろしくお願いいたします。 

Do you need to rent a school Chromebook? 
Please contact the office (info@internationalcharteracademy.org) by 11/4. 

 Rental Chromebook check-out dates: 11/4-11/5 

 Rental Chromebook return date: 11/10 
学校のクロムブックのレンタルは必要ですか？ 

学校のクロムブックをレンタルしたい方は、オフィス（info@internationalcharteracademy.org）へ 11/4 までにご連絡 

ください。 

 レンタル・クロムブック、チェックアウト日：11/4～11/5 

 レンタル・クロムブック、返却日：11/10 

FALL SCHOOL PICTURE DAY “RETAKE” – 11/17 
We hope that you have received your child’s Fall School Pictures’ samples.  If your child was absent on the Fall Picture Day 
and would like a picture taken or if your child was taken a picture but needs a retake, a Fall Picture Retake Day is 
scheduled for 11/17 (Wed).  It is request based.  Please contact the office by e-mail 
(info@internationalcharteracademy.org) to schedule an appointment. 
秋季スクールピクチャーのサンプル写真もしくはオーダーした写真はお受け取りになりましたでしょうか。もし、 

お子さまがピクチャーデー当日にお休みしていた場合、もしくは取り直しが必要な方は、11 月 17 日に取り直しを 

行います。ご希望の児童のみ取り直ししますので、オフィスへ E メール（info@internationalcharteracademy.org）にて

ご連絡ください。 

DONATIONS NEEDED - ICAGEORGIA’S HOLIDAY AMAZON WISHLIST! 
Please help us for the holidays! ICAGeorgia would like to provide a holiday snack bag for all students in December. 
We want to create an opportunity for all students to taste Japanese and American snacks. Can you please help us by 
purchasing something from our Amazon list? It will be sent directly to school like last time. All donations should be 
received by November 19th. Any questions - please email a.varghese@internationalcharteracademy.org  
ホリデーシーズンに向けて、ぜひご協力ください！ICA ジョージアでは、12 月に全ての児童へホリデー・スナック

が詰まったお菓子バッグを提供したいと思います。全ての児童に、日本とアメリカのスナックを試してもらえる 

良い機会であると考えております。そこで、アマゾンのウィッシュリストにいくつかのスナックを入れてみました 

ので、ご寄付いただけますでしょうか？このウィッシュリストからオーダーすると、直接学校へデリバリーされ 

ます。全てのご寄付は、11 月 19 日必着にてオーダーをお願いいたします。ご質問などありましたら、 

ヴァ―ギース先生へ Eメール（a.varghese@internationalcharteracademy.org）にてご連絡ください。 

 

https://us02web.zoom.us/j/83113137243?pwd=NmZDNXRYRFFlUDNtOHYrb1pYWG1ZUT09
mailto:info@internationalcharteracademy.org
mailto:info@internationalcharteracademy.org）へ11/4
mailto:a.varghese@internationalcharteracademy.org
mailto:a.varghese@internationalcharteracademy.org
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ANNOUNCEMENT 

VOLUNTEER NEEDED – HOLIDAY SNACK BAGS 
Would you like to help organize and put together the holiday snack bags? Please sign up! 

ホリデー・スナックバッグの袋詰めボランティアへご協力ください。ボランティアしていただける方は、以下リンク

に名前をご記入ください。 

Holiday Snack Bag Volunteers 

 PARTIES AND CELEBRATIONS AT ICAGEORGIA 
At ICAGeorgia, we enjoy honoring our students on their birthday, special occasions and holidays.  And children enjoy 
the food that parents bring.  However, because of the ongoing pandemic and the growing number of students who 
struggle with food allergies we are strongly encouraging families to send non-food items on birthdays, special 
occasions and holidays. Instead of a food item, please consider sending something for the class to enjoy such as: 

 A game for the classroom 

 A Classroom book 

 A set of items for each child to keep such as pencils, pens, erasers, markers, etc. 
If you must send food, the item must be individually and commercially wrapped.  Please keep it mind that our school 
is a nut-free school.  Foods made at home may not be distributed within the school at this time. 
No visitors are allowed in the classroom, which means parents will need to drop off the items at the front desk.   If you 
have any questions, please contact your child’s teacher.  Thank you so much for understanding. 
ICA ジョージアでは、児童の誕生日、特別なお祝い、ホリデーシーズンに、クラスでお祝いをするようにして

おります。お祝いの日に子供たちは、保護者から届けられた食べ物を楽しみにしておりますが、パンデミック

の状況や、食物アレルギーを持つ児童が増えていることなどから、誕生日や特別な日、ホリデー・シーズンに

は、なるべく食べ物以外の物をお持ちいただくようお願いいたします。食べ物以外のもので子供たちが 

楽しめるものとしては、クラスで楽しめる以下のものをお勧めいたします。 

 クラスみんなで楽しめるゲーム 

 クラスみんなで読める本 

 子供たちが個人のものとして使える鉛筆、ペン、消しゴム、マーカーなど 

 食べ物である必要がある場合は、個別に包装されている市販のものをお持ちください。リマインダーで

すが、当校はナッツフリーの学校です。現在のところ、ホームメイドの食べ物を校内で配布すること 

は中止しております。 

 学校時間内の教室へのビジターは中止しておりますため、お届けいただくものは、フロントデスクへ 

お預けください。 

ご質問などありましたら、お子さまの担任へご連絡ください。ご理解とご協力のほどよろしくお願い 

いたします。 

 
 
 OPEN HOUSE & SCHOOL TOUR FOR THE PROSPECTIVE FAMILIES (SY22-23) 
It’s the time of the year already!  A new enrollment for the next school year (SY2022-2023) will open in January, and 
ICAGeorgia is going to hold Open House & School Tour for the prospective families starting on 11/9!  If you know any 
rising kindergartener, have friends, families, neighbors interested in enrolling at ICAGeorgia, please spread the 
words! 
来年度（2022—2023年度）の入学手続きの時期になりました！つきましては、入学願書手続きが 1月から

開始するにあたり、ICAジョージアでは新入生ファミリー向け学校説明会及び見学会を 11月 9日から開始 

します！来年幼稚園にあがるお子さんがいるファミリー、ご友人、ご親戚、ご近所の方など、ICAジョージア

へ入学をご希望の方がいましたら、ぜひ学校説明会の情報をお伝えください！ 
Link: Invitation to Open House & School Tour 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QrtZzGet6lIy9HEE3eWLtTTAuwq1FN2DzQU92lp9kCI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F6RkitvjIBhHDkF-JFkknpesPTcNnFGv/view?usp=sharing
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ANNOUNCEMENT 

STUDENT LEADERSHIP TEAM FOR THE 2021-2022 SCHOOL YEAR  
We would like to make an announcement of our new Student Leadership Team for the 2021-2022 school year! 
The student leadership team includes students in grades 3-5. The students completed an application form and wrote 
an essay on how they meet the qualifications and the five core values of ICAG. Only 2 students per grade level were 
chosen, therefore a strong essay had to be written with valid representation of how they can benefit ICAGeorgia. The 
team meets twice a month to discuss service learning projects and the implementation thereof and is mentored by 
Ms. Varghese. And today was their first meeting! 
今学年度（2021—2022 年度）の新しいスチューデント・リーダーシップ・チームが発足いたしましたので、 

ご紹介します！スチューデント・リーダーチップ・チームは、3 年生～5 年生の児童が選ばれます。立候補した 

児童は申請書を記入するほか、どのようにリーダーとしての資格を満たしているか、そして ICA ジョージアの５つの

基本的価値観をどのように満たしているかについて、エッセイを書きました。選ばれたのは各学年 2 名のみのため、

リーダーとして ICA ジョージアにどのような利益をもたらすかを有効に表現した内容のエッセイを書きました。 

チームは月に 2 回、ヴァ―ギース先生の指導のもと、サービスラーニングのプロジェクトとその実施について 

話し合います。今日が第一回目のミーティングでした！ 

   

ICAGEORGIA PARENT AMBASSADORS FOR THE 2021-2022 SCHOOL YEAR 
ICAG is proud to announce the 2 Parent Ambassadors! Mrs. Eyassu and Mrs. Michael will help support our school by 
gathering help from parents and working directly with administration to improve school culture programs, service 
learning projects, and to support teachers.  Thank you to these 2 parents for stepping out and working within school 
community! 
ICA ジョージアでは、ペアレント・アンバサダー（保護者アンバサダー）を二名発表します！イヤッスーさんと 

マイケルさんが今年度の当校保護者アンバサダーとして、保護者みなさまの協力を得て、学校文化プログラムや 

サービス・ラーニング・プロジェクトの改善、教員のサポートなどを通して学校をサポートしていただけることに 

なりました。このお二方には、保護者代表として学校コミュニティーをサポートしていただけること、 

感謝いたします。 

   
Mrs. Eyassu     Mrs. Michael 
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REMINDER - A HOST FAMILY NEEDED FOR J-LEAP ASSISTANT TEACHER FROM JAPAN 
ICAGeorgia will apply for the program, which sends a native Japanese teacher from Japan, to a host school in the U.S. through 
J-LEAP (the Japanese Language Education Assistant Program).  J-LEAP is made possible through a partnership between Japan 
Foundation and Laurasian Institution.  In order to participate in this program, ICAGeorgia needs a host family to host an 
assistant teacher for the first 3 month (August to October 2021) of their 2-year program.  For more information about J-
LEAP, please visit their website (https://www.laurasian.org/jleap-about). 
If you are interested in becoming a host family, please contact Ms. Saito-Bush via email 
(m.bush@internationalcharteracademy.org)  
ICA ジョージアは、日本語教員アシスタント・プログラム（J-LEAP）を通じて日本からの日本語教師を米国のホスト 

スクールに派遣するプログラムに応募します。J-LEAP は、国際交流基金（ジャパン・ファウンデーション）及び 

ローラシアン・インスティテューションのパートナーシップにより実現しています。このプログラムに応募するに 

あたり、２年間プログラム開始日から最初の 3 か月間（2021 年 8 月～10 月）、当校からホストファミリーを提供する

必要があります。J-LEAP に関する詳細は、プログラムのホームページ（https://www.laurasian.org/jleap-about）を 

ご 参 照 く だ さ い 。 ホス ト フ ァ ミ リ ー を して い た だ け る フ ァ ミリ ー は 、 斎 藤 先 生へ E メ ール

（m.bush@internationalcharteracademy.org）にてご連絡ください。 

REMINDERS 

REMINDER - STUDENTS’ FRIST! EXTENDED DAY PROGRAM FOR KINDERGARTEN STUDENTS (JAPANESE SUBJECTS) 
Kindergarten families: If you received a letter regarding the Students First! Extended Day Program, we are providing 
an informative meeting on Tuesday, November 9th at 6:00pm. 
幼稚部ファミリーへ：スチューデント・ファースト！放課後プログラムに関するレターをお受け取りになった 

ファミリー向けにインフォメーション・セッションを 11 月 9 日（火）の午後 6 時から行いますので、ご参加 

ください。 

Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/81277899213?pwd=TDJMUUpSeEh3a2RSVE9BNGJDNEh0dz09 

Meeting ID: 812 7789 9213          Passcode: students 

REMINDER - SCSF’S DONUTS FOR SCHOOL TEACHERS & STAFF FUNDRAISER! 
Give our hardworking state charter school teachers and staff a sweet treat! Through the SCSF's Donuts for Teachers 
fundraiser, you can purchase "digital dozen" certificates for Krispy Kreme donuts. When you give, schools will receive 
certificates that they can redeem to treat their teachers and staff. Designate a school or let us choose! Treat yourself 
too, and receive certificates to redeem for donuts at your local Krispy Kreme. Purchase 10 dozen, get 1 dozen free! 
Schools without a nearby Krispy Kreme will receive certificates to another bakery. All proceeds will benefit the SCSF's 
work to support state charter schools. Deadline extended! Available now through November 5th. 
ジョージア州チャーター・スクールでがんばっている先生やスタッフにスイーツのプレゼントを！ 

ジョージア州チャーター・スクール・ファウンデーション（SCSF）のドーナッツ・フォー・ティーチャーズ・ 

ファンドレイザーを通して、クリスピー・クリーム・ドーナッツ１ダースのオンライン・ギフト券を購入すると、 

オンライン・ギフト券が学校の教職員へ届きます。購入時に、お子さんの学校を指定していただくか、学校のご指定

がない場合は、SCSF が選んだ学校へギフト券が送られます。ギフト券は、学校近辺のクリスピー・クリームにて 

使用可能です。そして、10 ダース購入すると、１ダース無料です！クリスピー・クリームが学校の側にない 

場合は、他のベーカリーのギフト券が送られます。このファンドレイザーの全ての収益は、SCSF のジョージア州 

チャータースクールを支援する活動に役立てられます。締め切りは、11月 5日まで延長されました！ 

BUY DONUTS HERE 
You will see some familiar faces in the pictures.  

 (On the website, please click “Buy Donuts!” button.) 
（ホームページ内にある”Buy Donuts!”ボタンをクリックしてください。） 

 

https://www.laurasian.org/jleap-about
mailto:m.bush@internationalcharteracademy.org
https://www.laurasian.org/jleap-about
mailto:m.bush@internationalcharteracademy.org
https://scsfga.org/
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MARK YOUR CALENDAR 

11/4 (Thu) at 6pm Academic Committee Meeting (details 
coming soon) 

アカデミック委員会ミーティング（詳細

は近日中にお知らせします） 

11/9 (Tue) Digital Learning Day #2 デジタル・ラーニング・デー＃３ 

11/9 (Tue) at 8:30am Open House & School Tour for the 
prospective families SY22-23 

2022～2023年度新入生向け 

学校説明会＆見学会 

11/9 (Tue) at 6pm Information Session for Kindergarten’s 
Students First! Extended Program (Japanese 
subject) 

幼稚部スチューデント・ファースト！ 

放課後プログラム（教科：日本語） 

インフォメーション・セッション 

11/17 (Wed) Fall School Picture Re-take day  秋季スクールピクチャー取り直し日 

11/22-11/26 Thanksgiving Holiday (No School) サンクスギビングホリデー（休校） 

COMING SOON 

12/9 (Thu) at Time TBD Winter Concert  
(Location: at ICAGeorgia & online) 
Details coming soon! 

ウィンターコンサート 

（場所：ICAジョージア＆オンライン） 

詳細は近日中に発表します！ 

January 2022 (Date & 
Time TBD) 

Title I Meeting for qualified families 
(invitation will be sent to qualified families) 

 

 
 

ANNOUCEMENT 

DONATION NEEDED FOR THE NURSE ROOM  
Nurse Room is in need of underwear donation for boys and girls (Size  5T-8T).  If you can donate, please bring them 
by the office.  Thank you! 

保健室にて、子供用の下着パンツが不足しております。子供用（男女）の下着パンツ、5T－8T サイズの

下着パンツの寄付をしていただける方は、オフィスへお持ちください。よろしくお願いいたします！ 
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RESOURCES FROM THE PAST PARENT BULLETIN 

ICAGEORGIA COVID-19 INFORMATION CENTRAL LAUNCH 
As mentioned in the Principal’s News (English / Japanese), which was emailed to you ON Friday (8/20), we have created the 
ICAGeorgia’s COVID-19 Information Central SY2021-2022 on the front page of our website 
(www.internationalcharteracademy.org)  In this section, you will be able to view current COVID-19 cases at ICAGeorgia, parents 
can report COVID-19 cases or potential exposures, view protocols, FAQs and the Return-to-In Person Procedures.  Please visit the 
website and become familiarize with this page. 

8 月 20 日（金）に送信した校長便り（英語・日本語）にも記載いたしましたが、 ICA ジョージア新型コロナ 

ウイルス情報セントラルを当校ホームページ（www.internationalcharteracademy.org）のトップページに作成いたし 

ました。ここでは、ICA ジョージアでの新型コロナウイルスの現在の症例数の確認や、新型コロナウイルス感染及び

接触の可能性の報告、手順やよくある質問の確認、そして対面式授業のスクールポリシーをご覧いただけます。 

ぜひ一度、このページをご確認ください。 

COVID-RELATED CASE REPORTING 
In the ICAGeorgia’s COVID-19 Information Central of our website, there is button to report the COVID-19 cases.  If your child has  
(1) a confirmed positive case of COVID-19 (2) a pending COVID-19 test result (regardless of the reason for the testing) and (3) a 
direct contact with a person who is COVID-19 positive, please report it on the survey here.  And also email us to 
reportcovid19@internationalcharteracademy.org  Thank you. 

当校ホームページの新型コロナウイルス情報セントラルでは、新型コロナウイルスに関する報告をしていただける 

ボタンがあります。もしお子さまが、(1) 新型コロナウイルスの陽性が確認された場合、(2) 新型コロナウイルスの 

検査結果が保留の場合（検査の理由に関わらず）、(3) 新型コロナウイルス陽性者と直接接触した場合、このリンクを

クリックして報告してください。また、Ｅメール（ reportcovid19@internationalcharteracademy.org）へもご連絡 

ください。 

CAMPUS PARENT PORTAL IS HERE! 
We are launching the “Campus Parent Portal by Infinite Campus”! Our school utilizes the Student Information System 
called Infinite Campus. Infinite Campus has a useful portal for our parents to access/view your child’s academic 
information, and it is called Campus Parent Portal. Through Campus Parent Portal (on PC or app), parents/guardians 
can check your child’s current grade, assignments, attendance, make a payment for fees, etc. In order to gain the 
access, please read and sign this User Agreement by parent/guardian and send it back to the office 
(info@internationalcharteracademy.org). Each parent has their own unique log-in, therefore, each parent wishing to 
gain the access must sign the User Agreement. Upon verifying the parent/guardian status, our office will send you the 
further instructions.  
『キャンパス・ペアレント・ポータル』公開 ！当校では、児童の情報データシステム『インフィネート・ キャンパ

ス』を使用しており、このインフィネート・キャンパスは、保護者さまがお子さまの学業に関する情報を アクセスで

きる『キャンパス・ペアレント・ポータル』というサイトを提供しております。キャンパス・ ペアレント・ポータル

を通して、保護者さまはお子さまの現在の成績、アサイメントの状況、出欠をチェックできるほか、学校への支払い

などをすることができる大変便利なツールです。アクセス権を得るには、こちらのユーザー 規約をご一読いただき、

ご署名後、オフィスへEメール（info@internationalcharteracademy.org）にて返送して ください。アクセスを必要とす

るぞれぞれの保護者さまからのご署名が必要です。ご署名を受け取り後、保護者さまであることを確認の上、アクセ

ス方法に関する情報をお送りします。  

More About Campus Parent Portal・キャンパス・ペアレント・ポータルについて 

User Agreement・ユーザー規約 

http://www.internationalcharteracademy.org/wp-content/uploads/2021/08/International-Charter-Academy-of-Georgia-Principals-News-1.pdf
http://www.internationalcharteracademy.org/wp-content/uploads/2021/08/International-Charter-Academy-of-Georgia-Principals-News_JP-1.pdf
http://www.internationalcharteracademy.org/
http://www.internationalcharteracademy.org/wp-content/uploads/2021/08/International-Charter-Academy-of-Georgia-Principals-News-1.pdf
http://www.internationalcharteracademy.org/wp-content/uploads/2021/08/International-Charter-Academy-of-Georgia-Principals-News_JP-1.pdf
http://www.internationalcharteracademy.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbpSqFaXNgpB4HNCS6Xuw2YOHjUsgz_QE7VULGBcWaiWaQ0w/viewform
mailto:reportcovid19@internationalcharteracademy.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbpSqFaXNgpB4HNCS6Xuw2YOHjUsgz_QE7VULGBcWaiWaQ0w/viewform
mailto:reportcovid19@internationalcharteracademy.org
https://www.infinitecampus.com/video/campus-parent-campus-student
https://www.infinitecampus.com/video/campus-parent-campus-student
https://drive.google.com/file/d/1KCdufoaDgJmPlEg1Pthbw1tdoYCXB5-d/view
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CHILD TAX CREDIT 
As you may already be aware, the American Rescue Plan Act has expanded the child tax credit for tax year 2021. The maximum 
credit amount has increased to $3,000 per qualifying child between ages 6 and 17 and $3,600 per qualifying child under age 6.  For 
more details, please access the links below. 

既にご存知かもしれませんが、米国救済計画法では、2021 年の税金年度から子供の税額控除額が拡大されました。 

控除額の上限は、6 歳から 17 歳までの資格のある子供 1 人につき 3,000 ドル、6 歳未満の資格のある子供 1 人につき

3,600 ドルです。詳細は、以下リンクをクリックしてください。 

 How the expanded 2021 Child Tax Credit can help your family  English | Spanish  

 New IRS tool can help you figure out if your family qualifies for advance child tax credit payments (English | Spanish) 

 Pub-5534-D, The 2021 Child Tax Credit: Three Steps to Getting Your Advance Payments  
English | Spanish |Chinese (Simplified) | Chinese (Traditional)  | Korean | Russian | Vietnamese | Haitian-Creole 

SCHOOL COUNSELOR PARENT FORM 
We have a new School Counselor/Social Worker, Ms. Camille Wiggins, visiting our school every Wednesdays.  Our parents and 
students can submit the Counselor Form to meet or speak with Ms. Wiggins.  Forms can be accessed here for Students and For 
Parents.  Upon completion, please email the form to c.wiggins@internationalcharteracademy.org  

新しくスクールカウンセラー兼ソーシャルワーカーのカミーユ・ウィギンス先生をお迎えしました。ウィギンス先生

は、毎週水曜日に当校におります。スクールカウンセリングやソーシャルワーカー関連の件でウィギンス先生と 

お話ししたい方は、カウンセラー用紙にご記入ください。用紙は、児童用そして保護者用があります。ご記入後、 

Ｅメール（c.wiggins@internationalcharteracademy.org）へ送信してください。 

RESOURCES FROM THE PAST PARENT BULLETIN 

https://www.irs.gov/newsroom/how-the-expanded-2021-child-tax-credit-can-help-your-family
https://www.irs.gov/es/newsroom/how-the-expanded-2021-child-tax-credit-can-help-your-family
https://www.irs.gov/newsroom/new-irs-tool-can-help-you-figure-out-if-your-family-qualifies-for-advance-child-tax-credit-payments
https://www.irs.gov/es/newsroom/new-irs-tool-can-help-you-figure-out-if-your-family-qualifies-for-advance-child-tax-credit-payments
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5534d.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5534dsp.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5534dzs.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5534dzt.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5534dko.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5534dru.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5534dve.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5534dht.pdf
https://drive.google.com/file/d/187EHnQn5CNXJYmqF58U8BFZZYhWjIjkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TyllUEU71uUE-zRzycmdhnGKssgnQ5Rp/view?usp=sharing
mailto:c.wiggins@internationalcharteracademy.org
https://drive.google.com/file/d/187EHnQn5CNXJYmqF58U8BFZZYhWjIjkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TyllUEU71uUE-zRzycmdhnGKssgnQ5Rp/view?usp=sharing
mailto:c.wiggins@internationalcharteracademy.org
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COVID-19 RESOURCES FOR ICAGEORGIA FAMILIES 

 

(1) FOOD PANTRY / フードパントリー 

Find your local Food Pantry through the Georgia Food Bank association by clicking on the links below. 

以下のリンクは、ジョージア州フードバンク協会を通じてお近くのフードパントリーを検索できるサイトです。 

https://www.freefood.org/s/georgia 

https://www.dca.ga.gov/safe-affordable-housing/homeless-special-needs-housing/covid-19-resources/food 

 

(2) COVID TESTING / 新型コロナウイルス検査 

Free COVID testing is available to all Georgians.  The links below provides information by county for testing sites near you.  Drive 
through testing is also offered by CVS Minute Clinic, Walgreens and Rite aid.  Follow the links below for more information. 

新型コロナウイルス検査は、ジョージア州在住者は誰でも無料で受けることができます。 以下のリンクは、お近くの

検査会場を郡ごとに検索できます。また、ドラッグストアの CVS Minute Clinic、Walgreens、Rite aid では、ドライブ 

スルー検査も行っています。 詳細は以下のリンクをご覧ください。 

https://dph.georgia.gov/covid-19-testingdirect-patient-lines 

https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing 

https://www.walgreens.com/findcare/covid19/testing?ban=covid_vanity_testing 

https://www.riteaid.com/pharmacy/services/covid-19-testing 

 

(3) MENTAL HEALTH ・メンタルヘルス 

We all need mental health therapy at some point in our lives.  Below are a few links to help you to find the help you need.  
However, if you or your child/children are experiencing a crisis, please call The Georgia Crisis & Access Line (GCAL) 1-800-715-
4225 immediately. 

私たちは皆、人生のどこかでメンタルヘルス・セラピーを必要としています。  以下リンクでは、メンタルヘルスに 

関するお役立ち情報を掲載しています。必要としている分野を以下リンクをクリックして検索してください。但し、

あなたやあなたのお子さんが危機的な状況にある場合は、すぐに The Georgia Crisis & Access Line (GCAL) 1-800-715-4225

に電話してください。 

https://www.opencounseling.com/public-mental-health-ga 

https://www.rtor.org/directory/mental-health-resources-in-georgia/ 

https://mhttcnetwork.org/centers/southeast-mhttc/georgia-state-mental-health-resources 

 

https://www.freefood.org/s/georgia
https://www.dca.ga.gov/safe-affordable-housing/homeless-special-needs-housing/covid-19-resources/food
https://dph.georgia.gov/covid-19-testingdirect-patient-lines
https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing
https://www.walgreens.com/findcare/covid19/testing?ban=covid_vanity_testing
https://www.riteaid.com/pharmacy/services/covid-19-testing
https://www.opencounseling.com/public-mental-health-ga
https://www.rtor.org/directory/mental-health-resources-in-georgia/
https://mhttcnetwork.org/centers/southeast-mhttc/georgia-state-mental-health-resources

