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ANNOUCEMENT 

ICAGEORGIA SERVICE LEARNING PLAN  
“RAINBOW VILLAGE”  11/29-12/9 

To align with our school charter and mission, we invite all 
ICAGeorgia stakeholders to participate in a service 
learning endeavor for the holidays.  This holiday season, 
ICAGeorgia will partner with Rainbow Village, a 
residential program focused on ending homelessness 
through educational, support driven, compassionate 
programming that focuses on helping families. 
ICAGeorgia will help furnish apartments for families who 
are facing homelessness.  
 
RAINBOW VILLAGE (501(c)3 nonprofit)   
3427 Duluth Hwy, Duluth, GA 30096 

 Help: Focus on the Journey 
The paths that lead to experiencing homelessness 
vary greatly, but the commonality is that residents 
arrive in survival mode. Our programming guidelines 
for residents focuses on Family Stability, Well-being, 
Financial Management, Education & Training, and 
Employment & Career. 

 

 Mission 
To transform the lives of families experiencing 
homelessness by providing help, hope, housing and 
healing in order to instill initiative, self-development 
and accountability that will foster meaningful growth 
in the lives of all who encounter Rainbow Village. 

 

 Vision 
We strive to be change-makers who are moving the 
needle towards ending homelessness through 
educational, support driven, compassionate 
programming that embraces unique paths and 
sustainable progress. 
 

 
Continues to next page 

ICAジョージア・サービス・ラーニング・プラン 

『レインボー・ヴィレッジ』11/29-12/9 
ICAGeorgia の学校憲章とミッションに沿うべく、 

ICA ジョージア学校関係者みなさまに、今年のホリデー

シーズンのサービス・ラーニング・プロジェクトへ 

ご参加いただきます。今年のホリデー・シーズンは、

ICA ジョージアはレインボー・ヴィレッジと提携する 

こととなりました。レインボー・ヴィレッジは、 

教育的、支援的、そして思いやりのあるプログラムを 

通じ、ヘルプが必要なファミリーを助けることで 

ホームレスの状態を解消することを目的とした 

プ ロ グ ラ ム を 提 供 し て お り ま す 。 こ の 度 、 

ICA ジョージアはホームレスに直面しているファミリー

の た め の ア パ ー ト に て 使 わ れ る 生 活 用 品 を 

提供するサービス・ラーニング・プランを実行します。 
 

レインボー・ヴィレッジ概要 (501(c)3 非営利団体)  

住所：3427 Duluth Hwy, Duluth, GA 30096 

 Help: Focus on the Journey 

ホームレスになるまでの道のりはさまざまですが、

共通しているのは「サバイバルモード」である 

ということです。当施設の居住者向けプログラム・

ガイドラインは、「家族の安定」「幸福」 

「経済管理」「教育・トレーニング」「雇用・ 

キャリア」に焦点を当てています。 
 

 ミッション 

ホームレス状態にある家族へ援助、希望、住居、 

癒しを提供することで、生活を一変させ、 

レインボー・ヴィレッジにて出会う全ての人の人生

に意味のある成長をもたらすための自発性、 

自己啓発、責任感を植え付けます。 
 

 ヴィジョン 

ホームレス問題の解決に向けて、教育、サポート、

思いやりのあるプログラムを通して、独自の道を 

歩み、持続可能な進歩を目指すチェンジメーカーと

なることを目指しています。 

 

 
次のページへ続く 
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ICAGEORGIA SERVICE LEARNING PLAN  

“RAINBOW VILLAGE”  11/29-12/9 
 

HOW ICAGEORGIA WILL HELP 
RAINBOW VILLAGE 

 
Each grade level will participate and join our school 
community to bring in the item assigned beginning 
Monday, November 29- Thursday, December 9th. 
 
Please do not wrap the items. 

 Kindergarten: Paper Towels  

 First Grade: Zipper storage bags (all sizes) 

 Second Grade: 13 gallon trash can bags 

 Third Grade: Dish rack (any color, style) 

 Fourth Grade: Shower curtain with rings (any 
color, decoration, style) 

 Fifth Grade: Bath towels (any set size, color) 

 Teachers, Staff, Board Members: please 
contribute an item from the list 

 
If there are any questions, please contact Mrs. Varghese 
(a.varghese@internationalcharteracademy.org). 
 
If you are experiencing homelessness, our school can 
help!  Please contact Miki Ito, our local liaison, for more 
details.  Email: m.ito@internationalcharteracademy.org  
 

ICAジョージア・サービス・ラーニング・プラン 

『レインボー・ヴィレッジ』11/29-12/9 
 

ICA ジョージアの 

レインボー・ヴィレッジ支援方法 
 
11 月 29 日（月）から 12 月 9 日（木）まで、学校 

コミュニティー一団となり、学年ごとに指定した以下 

生活用品の寄付を学校へお持ちください。 
 

ラッピングはしないでください。 

 幼稚部：ペーパー・タオル  

 １年生：ジッパーバッグ（サイズ問わず） 

 ２年生：13 ガロンサイズ・ごみ袋 

 ３年生：水切りラック（色・形問わず） 

 ４年生：シャワーカーテン及びカーテンフック 

（色、柄、スタイル問わず）  

 ５年生：バスタオル（サイズ、色問わず） 

 教職員及び理事：上記リストから選んでください。 
 

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。 
 

現在、ホームレス状態にいる方は、当校でもヘルプして 

おります！詳細は、当校担当者（伊藤美貴）までご連絡 

ください。 

E メール：m.ito@internationalcharteracademy.org  

SHOUT-OUT: 2ND GRADE FAMILIES!! 
Thank you to the families in the 2nd grade class for providing a hearty and delicious breakfast for our teachers and staff. 
You’ve kept us fueled and energized to meet all of our goals for digital day! Thank you!  
2 年生クラスのファミリーのみなさま、教職員のために、心のこもった美味しい朝食をご用意いただき、ありがとう

ございました。みなさまのおかげで、教職員はデジタル・ラーニング・デーに予定されていたたくさんの目標を 

達成するために必要なエネルギー補給をすることができました！ありがとうございました！ 
 

 

mailto:a.varghese@internationalcharteracademy.org
mailto:m.ito@internationalcharteracademy.org
mailto:m.ito@internationalcharteracademy.org
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ICAGEORGIA’S HOLIDAY AMAZON WISHLIST DONATION – THANK YOU! 
Thank you to all the families that purchased  items from our Holiday Amazon list. All of the items have been purchased 
and we thank you!  The school has already received 90% of the items. 
当校アマゾン・ホリデー・ウィッシュリストより、ご購入いただいたファミリーのみなさま、どうもありがとうござ

いました。リストに載せた全ての商品をご購入いただくことができ、感謝しております！現時点で、90％の商品が

既に学校へ届いております。 

 

REMINDER - READING BUDDY DAY AND PAJAMA DAY! – THURSDAY 11/18 
All students will enjoy an enriching reading experience bilingually. Students are allowed to be out of uniform and wear 
pajamas to school. ICAGeorgia would love to treat our awesome students to donuts, muffins, and juice as they read with 
their peers. Please contact Mrs. Eyassu or Mrs. Michael, our parent ambassadors to support the students! : Mrs. Michael @ 
sumika.kan@gmail.com and Mrs. Eyassu @ abiniieyassu@gmail.com 

全ての児童がバイリンガルで豊かな読書体験を楽しめるイベントを企画しました。当日は、制服ではなく、 

パジャマで登校してください。イベントでは、児童たちは学年を超えた仲間と一緒に読書をする素晴らしい 

時間を過ごしますので、ICA ジョージアは、児童たちにドーナッツ、マフィン、ジュースでおもてなししたいと

思います。このイベントでお手伝いできる方は護者アンバサダーのイヤッスーさんとマイケルさんへご連絡 

ください！E メール先：マイケルさん（sumika.kan@gmail.com）、イヤッスーさん（abiniieyassu@gmail.com） 
 
 

REMINDER - 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。 

ANNOUCEMENT 

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。 

mailto:sumika.kan@gmail.com
mailto:abiniieyassu@gmail.com
mailto:abiniieyassu@gmail.com
https://www.laurasian.org/jleap-about
mailto:m.bush@internationalcharteracademy.org
https://www.laurasian.org/jleap-about
mailto:m.bush@internationalcharteracademy.org
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MARK YOUR CALENDAR 

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 

11/18 (Thu) Reading Buddy Day and Pajama Day リーディング・バディ・デー＆ 

パジャマデー 

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

11/29-12/9 ICAGeorgia Service Learning Plan – Donation 
collection dates for “Rainbow Bridge”  

ICAジョージア・サービス・ラーニン

グ・プラン：レインボー・ヴィレッジへ

の寄付受付期間 

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！ 

12/10 (Fri) ICAGeorgia Holiday Book Exchange for 
Students (Please bring the books by 12/6) 

ICAジョージア・ホリデー・シーズン 

絵本交換会（本は 12月 6日までに学校

へお届けください。） 

January 2022 (Date & 
Time TBD) 

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

タイトルワン・ミーティング 

（対象ファミリーのみ） 

January 2022 (Date & 
Time TBD) 

Intent-To-Return for the school year 2022-
2023 survey week 

2022－2023学年度、 

在籍希望アンケート実施週間 

1/5/2022 (Wed) Initial Application (Lotterease) opens for the 
school year 2022-2023 new prospective 
families 

2022－2023年度新入生ファミリー 

向け入学願書（ロッタイーズ）受付 

開始日 

 
 

REMINDER - ICAGEORGIA HOLIDAY BOOK EXCHANGE EVENT FOR STUDENTS 

Date:  December 10th (Fri) 
Place:  At ICAGeorgia 

Event: 
To improve bilingual literacy and create access to 
storybooks for all students, ICAGeorgia is going to have 
the Holiday Book Exchange for all students. 
What we need: 

 A new or gently used grade level book in English 
or Japanese 

 Wrap the book with a label indicating for what 
grade level and which language 

 Book can be dropped off now through December 
6th (Mon) 

Note: 
If a child cannot participate in this exchange, please 
email Mrs. Varghese by Friday, December 3 - 
a.varghese@internationalcharteracademy.org 

 

日にち：12 月 10 日（金） 

場所：ICA ジョージア 

イベント内容： 

バイリンガルでの読み書きを向上させるため、全ての

児童がバイリンガルの絵本にアクセスできるよう、 

ICA ジョージアは全ての児童を対象とした”ホリデー・

ブック・エクスチェンジ：ホリデー・シーズンの絵本

交換会”を実施します。 

必要な物： 

 英語または日本語の新品もしくはまだきれいな

古本（お子さまの学年向けの本） 

 本はラッピングをし、どの学年用か、どの言語

かを付箋などで明記してください。 

 12 月 6 日（月）までに本を学校へお届けくだ

さい。 

追記： 

お子さまがこのイベントに参加できない場合、 

ヴァ―ギース先生へ 12 月 3 日（金）までに E メール
(a.varghese@internationalcharteracademy.org) 

にてお伝えください。 

 

ANNOUCEMENT 
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RESOURCES FROM THE PAST PARENT BULLETIN 

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。 

 
 
 

CHILD TAX CREDIT - UPDATE 
Important changes to the Child Tax Credit are helping many families get advance payments of the credit.  Please visit the IRS 
website for more details. 

English Spanish Chinese Simplified Chinese Traditional Korean Russian Vietnamese Haitian-Creole 
Previous information: 
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. 

告知済のインフォメーション 
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。 

https://www.irs.gov/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://www.irs.gov/es/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://www.irs.gov/zh-hans/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://www.irs.gov/zh-hant/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://www.irs.gov/ko/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://www.irs.gov/ht/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
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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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 

RESOURCES FROM THE PAST PARENT BULLETIN 

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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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

