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MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

3/7 
 Service Learning 

Plan Donation 
Collection 

 サービス・ 

ラーニング・プラン

寄付物品回収 

 

3/8 
 Service Learning 

Plan Donation 
Collection 

 サービス・ 

ラーニング・プラン

寄付物品回収 

 

3/9 
 At 6pm Special 

“Online” 
Presentation by 
ICAGeorgia Board  

 ICA ジョージア 

理事会による 

オンライン 

特別講演会＠ 

午後 6 時 
 

 Service Learning 
Plan Donation 
Collection 

 サービス・ 

ラーニング・プラ

ン寄付物品回収 

 

3/10 
 International Career 

Day 
 キャリアデー 
 

 Service Learning Plan 
Donation Collection 

 サービス・ 

ラーニング・プラン

寄付物品回収 
 

3/11 
 Term 3 ends 
 3 学期最終日 

 
 Service Learning 

Plan Donation 
Collection 

 サービス・ 

ラーニング・プラン

寄付物品回収 

 

UPCOMING 
1. 3/14 (Mon) at 9am: Lottery Day for new prospective families including new ICAGeorgia siblings 
2. 3/15 (Tue) at 11am: Online Tea Time with Principal Tucker-Jones (Reservation required, Maximum of 10 guests) 
3. 3/16 (Wed): Term 3 Progress Report Distribution 
4. 3/17-3/18: Parent-Teacher Conference (Early Dismissal at 12:15pm) 
5. 3/17 (Thu) at 2pm: Open House & School Tour for new prospective families 
6. 3/21 (Mon): Chromebook Rental Day for DLD #6 
7. 3/22 (Tue): Digital Learning Day #6 
8. 3/23 (Wed): Chromebook Return Day for DLD #6 
9. 3/24 (Thu) 7pm-9pm: ICAGeorgia Board Meeting 
10. 4/14: Georgia Milestone Testing starts for Grades 3-5 
 

1. 3/14 (月) 午前 9 時：新入生ファミリー（ICA ジョージアの兄弟姉妹含む）入学抽選日 

2. 3/15 (火) 11 時開始：オンライン・タッカー=ジョーンズ校長とのお茶会（事前予約要、最大 10 名まで） 

3. 3/16 (水)：3 学期プログレスレポート配布日 

4. 3/17-3/18: 二者面談（早下校＠午後 12 時 15 分） 

5. 3/17 (木) 午後 2 時：新入生ファミリー向け学校説明会＆見学会 

6. 3/21 (月)：DLD 用クロムブック・レンタル日 

7. 3/22 (火)：デジタル・ラーニングデー（DLD）♯6 

8. 3/23 (水)：DLD 用クロムブック返却日 

9. 3/24 (木) 午後 7 時～午後 9 時：ICA ジョージア理事会 

10. 4/14：ジョージア州規定学年末テスト『ジョージア・マイルストーン』3 年生から 5 年生対象、開始日 

 

 

  

SCHEDULE AT-A-GLANCE 3/7-3/11/2022 
 

https://forms.gle/TM5RGABNMeJeesaBA
https://forms.gle/TM5RGABNMeJeesaBA
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ANNOUCEMENT 

SPRING SCHOOL PICTURE “CLASS PICTURES” – LATE PURCHASE INSTRUCTIONS 
Class picture order has already closed.  Based on number of requests from parents, our school will take an order for 
the Class pictures.  If you would like to place an order of Class picture, please bring your Class Picture Order Form 
and the payment in the form of personal check or money order to the main office.  The school will send all of your 
orders for you. 

 Deadline is next Monday March 14th.   

 If you need an order form, please come to the office as we have extra forms.   

 Please note that it will take as long as 4 weeks for the pictures to arrive at school after placing an order. 

 Lifetouch continues to take orders of Individual Pictures online 
クラス写真のオーダーは、終了しましたが、保護者のリクエストに応じ、クラス写真のオーダーを特別に受け

入れることになりました。ご希望の方は、クラス写真のオーダー用紙と小切手もしくはマネーオーダーでの支

払いをオフィスへお持ちください。学校がまとめてオーダーをします。 

 締め切りは、来週月曜日（3/14）です。 

 オーダー用紙が必要な方は、オフィスに予備がありますので、オフィスへお越しください。 

 オーダー後、写真が学校に届くまでに 4 週間ぐらいかかる可能性があります。 

 個人写真につきましては、引き続き、ライフタッチ社のホームページよりオーダーいただけます。 

THANK YOU, KINDERGARTEN FAMILIES, FOR BREAKFAST! 
 
Thank you to the Kindergarten families for providing  
a delicious breakfast for our teachers and staff!  
We appreciate your kindness and generosity! 
幼稚部ファミリーのみなさん、先日のデジタル・ 

ラーニングデーでの教職員への朝食をご提供いただき、 

ありがとうございました！大変おいしくいただきました。 

みなさまのご好意に感謝いたします！ 
 

 

ICAGEORGIA YEARBOOK PERMISSION SLIP 
Permission slips for publicity consent are sent home today. Please sign and return to Ms. Varghese by 3/18/2022.  

 We are in need of 5 committee members who are interested in putting together the ICAG yearbook! If you are 
interested, please contact Ms. Varghese. 

 There will be an art contest using “Peace” as our theme to design the cover of the yearbook. The student who is 
chosen as the winner will receive a free yearbook!  

Please email Ms. Varghese at a.varghese@internationalcharteracademy.org  if there are any questions. 

本日、イヤーブック作成に際しお子さまの写真を取り扱うにあたり、保護者承諾書を配布いたします。2022年 3

月 18 日までにご署名いただき、ヴァ―ギース先生へ返送してください。 

 ICA ジョージア・イヤーブックの作成にお手伝いいただける委員会メンバーを５名募集します！ご興味の

ある方は、ヴァ―ギース先生へご連絡ください。 

 イヤーブックのカバー表紙のデザインコンテストを行います。今年度のデザインは”平和”をテーマが 

となります。コンテストの優勝者には、無料でイヤーブックを提供します！ 

ご質問などありましたら、ヴァ―ギース先生（a.varghese@internationalcharteracademy.org）へご連絡ください。 

mailto:a.varghese@internationalcharteracademy.org
mailto:a.varghese@internationalcharteracademy.org
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ANNOUCEMENT 

INFORMATION FOR NEW FAMILIES / NEW SIBLINGS! 
LOTTERY DAY FOR THE 2022-2023 SCHOOL YEAR – MARCH 14TH  

Lottery Day for the 2022-2023 school year is next Monday, March 14th!  We have a group of new ICAGeorgia siblings 
and families and friends already registered through our Lotterease page.  Thank you, and we are so excited to 
welcome new students soon!  Just a reminder…. 

 After the lottery is run at 9am on March 14th, please check your emails for the notifications from ICAGeorgia 
Lotterease.  If you do not see any emails, please also check Junk inbox. 

 If you received a “Pending Confirmation” email, it is important to click “Confirm” to secure your seat within 3 
days in the email.  If you do not secure your seat within 3 days, your entry will be moved to the waitlist. 

 [[NEW]] After confirming your seat, you will be directed to our online registration page “Enrollease”.  Our 
registration forms are now online!  You can fill out the enrollment forms online and upload the additional 
documents on the same page! 

Upcoming events for the new families: 

 3/14 (Mon) at 9am: Lottery 

 3/16 (Wed) at 3:30pm: ICAG JR Event with Ms. Sommer 

 3/17 (Thu) at 2pm: Open House & School Tour at ICAGeorgia 
 

2022-2023 学年度の新入生ファミリー向け、ロッテリー（抽選日）が来週月曜日の 3 月 14 日へと迫ってきまし

た！既に、ICA ジョージアの新しい兄弟姉妹、そしてご友人・ご親戚がロッタイーズにご登録いただいておりま

す。新入生ファミリーをもうまもなくお迎えできることを楽しみにしております！いくつかのリマインダーを

以下お送りします。 

 3 月 14 日の午前 9 時に抽選を行った後、自動的に ICA ジョージア・ロッタイーズからお知らせの E メー

ルが届きます。もし届いていない場合は、Junk ボックスをご確認ください。 

 もし、Pending Confirmation の E メールが届いている場合、届いてから 3 日以内に E メール内にあるコン

ファームのリンクをクリックし、席を確保してください。3 日以内にコンファームをしないと、ウエイ

ティングリストへ移動されます。 

 [[最新情報]] 当校の入学手続き書類がオンラインになりました！席を確保した後、自動的にオンライン入

学手続き書類のページ『Enrollease』へ移動します。Enrollease のページから、必要事項をご記入いただ

き、追加書類などをアップロードしてください！ 

新入生ファミリー向けイベント 

 3 月 14 日（月）午前 9 時：抽選日 

 3 月 16 日（水）午後 3 時半：サマー先生との ICAG ジュニア・イベント 

 3 月 17 日（木）午後 2 時：学校説明会及び見学会（場所：ICA ジョージア） 
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ATLANTA NBA HAWKS JAPANESE COMMUNITY NIGHT – 4/6/2022 
On April 6th, 2022, an Atlanta’s NBA Team Hawks will have a Japanese Community Night.  They have great ticket packages! 
It is Spring Break night!  Here is the flyer.  Please click here to check out their website for more details. 

2022 年 4 月 6 日、アトランタの NBA チームであるホークスが、日本人コミュニティー・ナイトを行うにあた

り、特別チケット・パッケージを販売しています。試合当日は、春休みでもありますので、ぜひこちらの 

インフォメーションをご覧ください！チケットの購入などの詳細は、アトランタ・ホークスのこちら 

イベント・ホームページをご確認ください。 
 

COMMUNITY FUNDRASING PAGE FOR ICAGEORGIA 
Do you shop at Kroger, Publix, Schoolstore.com or purchase Coca-Cola products?  Did you know that a portion of your 
purchases will be donated to ICAGeorgia?  Please check out our fundraising page here on how to register for these 
programs! 

クロ―ガーやパブリックス、Schoolstore.com でお買い物、もしくはコカ・コーラ製品を購入しますか？ 

その場合、購入金額の一部が ICA ジョージアに寄付されているのをご存知ですか？登録方法は、こちらの当校 

ファンドレイジングに関するホームページをご確認ください！ 
 

REMINDER - ONLINE EVENT “TEA TIME WITH PRINCIPAL TUCKER-JONES” ON 3/15 
Hello parents! We had a successful first Tea Time with Principal Tucker-Jones last month.  Next Tea Time with 
Principal Tucker-Jones is going to be online on March 15th from 11am to 12pm!  We are looking forward to meeting 
more parents and getting feedback from you on the direction of ICAGeorgia.  The event requires an advance 
reservation and is limited to 10 guests.  We encourage the parents who have never attended the Tea Time with 
Principal Tucker-Jones to particiate in the event.  Please click on the link below to sign up. 
保護者のみなさま、こんにちは！先月開催された第一回タッカー＝ジョーンズ校長とのお茶会は、成功に終わ

りました。次のタッカー＝ジョーンズ校長とのお茶会は、オンラインにて、3 月 15 日の午前 11 時から午後 12

時まで開催します！より多くの保護者さまとお会いし、ICA ジョージアの方向性について皆さまからご意見をい

ただけることを楽しみにしております。事前予約が必要となり、最大 10 名さままでご参加いただけます。まだ

タッカー＝ジョーンズ校長とのお茶会に参加したことがない方にぜひご参加いただきたいです。以下リンクを

クリックして予約をしてください。どうぞよろしくお願いいたします。 
 

Link to: Reservation for Tea Time with Principal Tucker-Jones 3/15 at 11am 

 
 

 

ANNOUCEMENT 

https://drive.google.com/file/d/1ufUWqxTZxjoYyj5cHdjme2x9pFRMS5tN/view?usp=sharing
https://atlantahawks.spinzo.com/hawks-vs-wizards-2022-04-06-HSKHV?group=japanese-community-night-vuw6
https://drive.google.com/file/d/1ufUWqxTZxjoYyj5cHdjme2x9pFRMS5tN/view?usp=sharing
https://atlantahawks.spinzo.com/hawks-vs-wizards-2022-04-06-HSKHV?group=japanese-community-night-vuw6
https://www.internationalcharteracademy.org/fundraising/
https://www.internationalcharteracademy.org/fundraising/
https://forms.gle/NYerSC3LPuZ5o4Qk7
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REMINDER -- SERVICE LEARNING PLAN #2 

ICAGEORGIA SERVICE LEARNING PLAN #2 
As part of the ICAGeorgia Charter Agreement, ICAGeorgia 
stakeholders (students, teachers & staff, families, board 
members) will participate in donating items for the 
Norcross Cooperative Ministries Food Bank. 
 
Neighborhood Cooperative Ministries (NCM) is a non-profit 
organization dedicated to providing emergency assistance 
to families in Norcross, Peachtree Corners, Doraville and 
Tucker, Georgia of Gwinnett County. Last year alone, NCM 
distributed 36,771 bags of groceries. The need is great and 
now is the time to do something for our community!  
 
Collection Period will be the ICAG school site beginning 
Monday, March 7- Friday, March 18 
 
Each stakeholder will donate one of the items listed. These 
are the critical items that are most in need for families. 

ICAジョージア・チャーター同意書に基づき、ICAジョー

ジア学校関係者（児童、教職員、ファミリー、理事）

は、ノークロス・コープ・ミニストリー・フードバンク

への寄付にご参加いただきます。 
 

ネイバーフッド・コープ・ミニストリー（NCM）は、ジ

ョージア州グイネット・カウンティ―にあるノークロ

ス、ピーチツリー・コーナーズ、ドラビル、タッカーに

在住のファミリーを対象に緊急支援を行う非営利団体で

す。昨年だけで、NCM は 36,771 袋の食料品を配布しま

した。今こそ、地域コミュニティーのためにヘルプをす

る時です！ 
 

寄付の回収は、当校にて 3 月 7 日（月）～3 月 18 日

（金）に行います。 
 

関係者のみなさまは、以下リストに記載されている項目

のうち１つ寄付してください。以下リストの物品は、家

庭で最も必要とされている重要なアイテムです。 

Kindergarten: 
幼稚部 

Canned peas and carrots 
グリーンピースや人参の缶詰 

Third Grade: 
3 年生 

Cereal 
シリアル 

First Grade: 
1 年生 

Mac and Cheese (dry) 
マック・アンド・チーズ（乾物） 

Fourth Grade: 
4 年生 

Canned fruit  
フルーツの缶詰 

Second Grade: 
2 年生 

Pasta and pasta sauce 
パスタやパスタソース 

 

Fifth Grade and 
ICAG Teachers & Staff,  
ICAG Board Members : 
5 年生及び ICAG 教職員、

ICAG 理事 

Personal care items such as: 
Soap (body wash), 
Deodorant, Shampoo, 
Toothbrushes and 
toothpaste 

日用品： 

石鹸、ボディー・ソープ、

デオドラント（制汗剤）、

シャンプー、歯ブラシ、 

歯磨き粉 

 
If you have questions regarding this event, if your place of work wants to become a partner with ICAG and donate to 
NCM, please contact Annie Varghese a.varghese@internationalcharteracademy.org. 
 
このイベントに関するご質問がある方、また、ICAG のパートナーとしてこの寄付に参加をご希望の企業さまがいまし

たら、アニー・ヴァ―ギースへ E メール（a.varghese@internationalcharteracademy.org）にてご連絡ください。 
 

  
 

mailto:a.varghese@internationalcharteracademy.org
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ICAGeorgia’s First Career Day is here, Thursday, March 10, 2022!!!! ICAGeorgia is so proud to have parents, who are 
professionals working on a global level and are willing to do presentations about their careers for our children.  Thank 
you very much to our speakers for this wonderful opportunity for our students!! 
ICA ジョージアの第一回キャリア・デーを 2022 年 3 月 10 日に開催します！！ICA ジョージアは、世界レベルでご活躍す

るプロフェッショナルな保護者さまが、当校児童たちのためにプレゼンテーションしてくださることをとても誇りに思っ

ています。演者のみなさま、当校児童のために貴重な機会をくださり、どうもありがとうございます！ 

 

REMINDER – INTERNATIONAL CAREER DAY 2022 
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ANNOUCEMENT FROM ICAGEORGIA BOARD 

ICAGEORGIA BOARD 
  

GOVERNING BOARD MEMBERS 
International Charter Academy of Georgia would like to recognize our school Board for their leadership and 
commitment to our school.  These professionals volunteer their time not only to meet at the monthly Board Meeting 
but they dedicate their time and expertise to lead ICAGeorgia into the best Japanese-English Dual Immersion State 
Charter School in Georgia throughout the year.  We appreciate you very much! 
 
To find more about each board member, please click here for their bios on our school website. 
 
ジョージア・チャーター学院は、当校へのリーダーシップとコミットメントを持つ各理事へ感謝したいと 

思います。様々な分野で活躍するこのプロフェショナルたちは、毎月の理事会に参加するだけではなく、 

年間を通じてボランティアとして、 ICA ジョージアをジョージア州で最高の日本語と英語のデュアル・ 

イマージョン教育を提供する州立チャータースクールへと導くために、時間と専門知識を捧げています。 

理事のみなさん、どうもありがとうございます！ 

 

各理事の経歴は、こちらをクリックしていただき、当校ホームページにてご確認ください。 

 

 
Robert Johnson 

Board Chair 

 
Lai Ying Floria 

Whitcomb 
Vice Chair & 

Treasurer 

 
Jessica Cork 

Secretary 

 
Deborah Grant 

 
Nobuko Usher 

 
Mellissa Takeuchi 

(Newest Board 
Member) 

 
ADVISORY BOARD NEXT BOARD MEETING 

 
Minako Ahearn 
Founding Chair 

 Dr. Gregory Barfield 

 Joe Gardner 

 Dogmar Snads 

 Kazuhiro Shimizu 

 Prof. Noriko Takeda 

 Dr. Tad Watanabe 

March 24th (Thu) at 7pm-9pm 
Video Call Link: click here 

Or dial: (US) +1 314-474-2051 PIN: 117 297 470# 
 

For more Board Meeting Schedules: please click here 
 

Meeting Agenda & Minutes 
Please click here 

 
 

  

 
 

 

https://www.internationalcharteracademy.org/governance/board-members/
https://www.internationalcharteracademy.org/governance/board-members/
https://meet.google.com/teh-obbe-vyr
https://www.internationalcharteracademy.org/governance/board-meetings/
https://drive.google.com/drive/folders/1acgQjZKHr-cADodNhnWXnl0U3avxbmtS
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ANNOUCEMENT FROM ICAGEORGIA BOARD 

SPECIAL “ONLINE” PRESENTATION BY THE ICAGEORGIA BOARD FOR ICAGEORGIA PARENTS AND STAKEHOLDERS  
ICAGEORGIA MONEY MATTERS – UNDERSTANDING ICAG’S REVENUE SOURCES INCLUDING  

STATE AND FEDERAL FUNDING AND MORE! – MARCH 9TH AT 6PM 
 

MEETING ACCESS LINK・ミーティングへのアクセス情報 
ICAGeorgia Board and SCSF Presentation 

Wednesday, March 9 from 6:00pm to 7:00pm 

Google Meet joining info・グーグルミート 
Video call link: https://meet.google.com/yvt-syfs-vsp  

Or dial: (US) +1 256-733-1244 PIN: 637 877 922# 

  
The ICAGeorgia Board has invited Ms. Michele Neely, President of the State Charter Schools Foundation of Georgia 
(SCSF), to meet with our ICAGeorgia community virtually to help us all understand the state, federal, and private 
funding of ICAGeorgia and other state charter schools.  The SCSF supports high-quality state charter schools like 
ICAGeorgia by leveraging resources to help schools build capacity and grow. She is one of Georgia’s top experts on this 
subject. Our Board Chair Mr. Johnson will also briefly explain how the Board members are organized to oversee the 
operations of ICAGeorgia—including issues involving  Governance, Public Relations, Development (Fundraising) and 
Financial Management.  
  
We promise it will be a most enlightening and presentation! In fact, to make this meeting even more fun, every 
ICAGeorgia family represented in the meeting will have the chance to win a $50 VISA Gift Card, which can be used 
at places such as Gohan Market for Japanese groceries or at Nakato Restaurant for authentic Japanese food and 
more—so you won’t want to miss this presentation. There will be drawings for 10 winners—so the chances of winning 
will be very high!  Finally, Mr.  Johnson is also going to sing a short ICAGeorgia MINYO song (Japanese folk song) that 
he wrote!  You won’t want to miss this opportunity!  Please use the link above to access the Meeting via Google Meet. 
See you on Wednesday! 
 
 ICA ジョージア理事会は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）の社長である 

ミッシェル・ニーリー氏をお招きし、ICA ジョージア・コミュニティーのみなさまへ ICA ジョージアや他の州立 

チャータースクールの運営費について、州・連邦・民間からのファンディングに関しての理解を高めていただける 

ようオンラインにて特別講座を行うこととなりました。 SCSF は、 ICA ジョージアのような質の高い州立 

チャータースクールの能力向上と成長を支援するためにリソースを提供する団体です。ニーリー氏は、ジョージア州

の中でもこの学校へのファンディングに関する分野に長けている方のお一人です。また、当校理事長のジョンソン 

より、学校運営管理、広報、資金集め（ファンドレイジング）、財務管理など、ICA ジョージアの運営を統括する 

理事会の構成について簡単にご説明させていただきます。 
 

みなさまにとって有意義なプレゼンテーションになるよう企画しております。このミーティングをより楽しくする 

ために、参加者の中から抽選で 50 ドル相当の VISA ギフトカードが当たるチャンスがあります！ギフトカードで、

GOHAN マーケットさんお買い物をしたり、中藤レストランにておいしい日本食を食べたり、使用方法は様々です！ 

ぜひご参加ください！ギフト券は抽選で 10 名さまへプレゼントしますので、当選確率は非常に高いかと思います！ 

ミーティングの最後には、この度ジョンソン氏が作詞した ICA ジョージアの民謡をご披露します。みなさまに 

オンラインにてお会いできるのを楽しみにしております！ミーティングへのアクセス情報は、 

上記グーグルミートへのリンクをご使用ください。！今週水曜日にお会いしましょう！ 

  
 
 

 

https://meet.google.com/yvt-syfs-vsp
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REMINDER - A HOST FAMILY NEEDED FOR JAPANESE ASSISTANT TEACHER FROM JAPAN 

We are still accepting the host family request.  If you are interested or have any questions, please contact Ms. Saito-
Bush at m.bush@internationalcharteracademy.org  

ホストファミリーのリクエストを引き続き、受け付けております。ご興味のある方、ご質問などありまし

たら、斎藤先生へ E メール（m.bush@internationalcharteracademy.org）にてご連絡ください。 
 

ABOUT ISECE PROGRAM 
ICAGeorgia will also apply for the ISECE program as a host school.  We need host families for assistant teachers for the next school 
year. For more information about the ISECE program, please visit their website (http://www.isece.jp/program/) 

ICA ジョージアではホストスクールとしてもう一つ日本語教師派遣プログラム『 ISECE プログラム』に 

申請します。ISECE プログラムから派遣される日本語教師のホストファミリーを募集します。ISECE プログラムの

詳細は、ホームページ(http://www.isece.jp/program/)をご確認ください。 
 

ISECE PROGRAM ICAGOERGIA PAGE 
For Your information, ISECE Program has started the application process in Japan for the Japanese assistant 
teachers to be sent to ICAGeorgia for the next school year.  Although the website is all in Japanese, we 
would like to share it with you.  Please click here to visit their application page for ICAGeorgia. 
ISECE プログラムは、日本にて来学年度 ICA ジョージアへ派遣される教員の募集を開始いたしました。 

ICA ジョージアへの派遣教員募集ページはこちらからご覧ください。 

 
 

UPDATE ABOUT J-LEAP PROGRAM 
We have a sad news to share with you.  Unfortunately, our application was denied for the 2022-2024 school year.  The 
Laurasian Institute informed us that the competitiveness changes yearly based on the number of applicants and the number 
of host school slots available.  This year was particularly competitive because of these two factors making it difficult.  We 
will try applying again for the 2024-2026 school year. 

残念なお知らせです。残念ながら、2022～2024 学年度の当校の申請は却下されました。ローラシアン・ 

インスティテュートによりますと、応募数と受け入れ校の数により、毎年競争率が変わります。今回は、 

特にその競争率が高かったとのことです。次回の 2024～2024 年度のプログラムへ再度申請する予定です。 
 
 

REMINDERS 

mailto:m.bush@internationalcharteracademy.org
mailto:m.bush@internationalcharteracademy.org
http://www.isece.jp/program/
http://www.isece.jp/program/
http://www.isece.jp/program/georgia/
http://www.isece.jp/program/georgia/
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REMINDER 

REMINDER -- ORDER AT-HOME COVID-19 TEST KITS 
State Charter Schools Foundation of Georgia (SCSF) and Global Health Crisis Coordination Center (GHC3) shared the 
information about ordering free at-home COVID-19 test kits as follows: 
 Ordering for free at-home COVID-19 tests is now open. When you click on the order button below, you will be 

asked for your zip code. Ordering today will be available to zip codes with the highest vulnerability to COVID-
19. Starting tomorrow (January 19), ordering for free at-home COVID-19 tests through this program will be 
open to everyone.  

  
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）及びグローバル・ヘルス・クライシス・ 

コーディネーション・センター（GHC3）より、新型コロナウイルス自宅検査キットの無料配布に関する 

情報を以下シェアさせていただきます。 

 新型コロナウイルス自宅検査キット（無料）のオーダーが開始になりました。以下リンクをクリックして

いただくと、お住まいのジップコードを聞かれます。本日は、新型コロナウイルスの感染率が高い 

ジップコードのエリアにお住まいの方たちのオーダーを受け付けます。それ以外のエリアにお住まいの 

方たちは、明日（1/19）からオーダーを受け付けます。 

 
Click here: CHW and Partner Access to Free COVID-19 At-home Rapid Tests – NACHW 

Each household can receive one free package of four COVID-19 tests. 

新型コロナウイルス検査キットは、1世帯につき 1パック（4回分）を無料で提供します。 
 

 

https://nachw.org/covidtests/


ICAGeorgia Parent Bulletin: SY21-22             3/7/2022 

11 
International Charter Academy of Georgia: 3705 Engineering Drive, Peachtree Corners, GA 30092 

PH: 770-604-0007:  info@internationalcharteracademy.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 UPDATES - REMINDER 

CDC GUIDELINE UPDATES ON ISOLATION & QUARANTINE RECOMMENDATIONS 
As you might already be aware, CDC has updated its COVID-19 isolation & quarantine recommendations. 
既にご存知かと思いますが、CDC は新型コロナウイルス感染の隔離に関するガイドラインを以下の通り、 

アップデートいたしました。 

新型コロナウイルス検査にて陽性反応が出た場合 

（ワクチン接種状況に関わらず） 

1～5 日目 

自宅にて安静に 

してください。 

6～10 日目 

症状がない場合、もしくは 

症状が改善されている場合、 

外出しても大丈夫ですが、 

他の人と接する際にはマスクを

着用してください。 

熱がある場合は、熱が下がるまで 

自宅にて安静にしてください。 
 

 

新型コロナウイルスに濃厚接触した。 

ワクチンはブースターまで接種している場合 

1 日目 5 日目 10 日目 

10 日間は、他の人と接触する際にはマスクを着用してください。 

また、可能であれば、5 日目に検査を受けてください。 

症状がでた場合には検査を受け、 

自宅にて安静にしてください。 
 

 

 
 
 
 

新型コロナウイルスに濃厚接触した。 

 ワクチンは接種していない、もしくは 

 6か月以内にファイザーもしくはモデルナのワクチンを接種、 

もしくは 

 2か月以内にジョンソン＆ジョンソンのワクチンを接種 

1～5 日目 5 日目 6～10 日目 

自宅にて安静に 

してください。 

可能であれば、 

検査を受けて 

ください。 

他の人と接触する際には 

マスクを着用して 

ください。 

隔離できない場合*、10日間は必ずマスクを着用してください。 

症状が出た場合には検査を受け、自宅にて安静にしてください。 

*Per ICAGeorgia’s policy, students must stay home at least 5 days. 
*ICA ジョージアのポリシーに基づき、児童は最低 5 日間、自宅待機して
ください。 

 

 

 

 

* 
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COVID-19 UPDATES - REMINDER 

COVID-19 VACCINATION CERTIFICATE 
In order for us to have data regarding how many of our students are vaccinated, please send a copy of the vaccination 
certificate to our school nurse (v.lewis@internationalcharteracademy.org).  Many of you have already sent us the 
certificates and thank you for sending us the certificates.  This is just for data purposes, and not by any means a 
mandate. Thank you. 
ICA ジョージアでは、何名の児童が新型コロナウイルスのワクチン接種に関するデータを収集するにあたり、 

ワクチンを接種した児童のワクチン記録をスクールナース（ v.lewis@internationalcharteracademy.org)へお送り 

いただけますようお願いいたします。既に、たくさんのみなさまから接種記録をお送りいただき、 

感謝いたします。まだお送りいただいていない方は、これはあくまでもデータ収集の目的であり、決して強制では 

ありませんので、ご協力いただける方はお送りいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。 

 

   
    
    
 

COVID-19 PROTOCOLS 
As a reminder, if your child is sick with COVID-19, please keep your child at home and send an email to the following 
address as well as filling out the Parent COVID-19 Reporting form. 

リマインダーですが、お子さまが新型コロナウイルス関連の病気になった場合、自宅にて安静にさせて、

以下 Eメールアドレスへご連絡いただき、また保護者報告書をご記入ください。 

School COVID-19 Email: ReportCovid19@internationalcharteracademy.org 

Parent Reporting Form: Click Here 

   
    
    
 

ICAGEORGIA COVID-19 INFORMATION CENTRAL SY2021-2022 
As a reminder, our school website has all the information regarding COVID-19.  Please visit our website 
(www.internationalcharteracademy.org) for the following information. 

リマインダーですが、当校ホームページ（www.internationalcharteracademy.org）には新型コロナウイルス

に関する以下情報を掲載しておりますので、ぜひご確認ください。 

 ICAGeorgia COVID-19 Daily Cases 

 Parent COVID-19 Reporting Form 

 ICAGeorgia COVID-19 Protocols 

 ICAGeorgia COVID-19 FAQs 

 Return to In-Person instruction Plan 

 COVID-19 Onsite Testing FAQs (English) 

 COVID-19 Resources for ICAGeorgia families 

 ICAジョージア・新型コロナウイルス感染状況 

 新型コロナウイルス保護者報告書 

 ICAジョージア・新型コロナウイルス手順 

 ICAジョージア・新型コロナウイルスのよくある質問 

 対面式授業再開に関するプラン 

 新型コロナウイルス：学校での検査に関するよくある 

質問（英語） 

 新型コロナウイルス：ICA ジョージア・ファミリー向け

情報 

 

   
    
    
 

mailto:v.lewis@internationalcharteracademy.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbpSqFaXNgpB4HNCS6Xuw2YOHjUsgz_QE7VULGBcWaiWaQ0w/viewform
http://www.internationalcharteracademy.org/
http://www.internationalcharteracademy.org/
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SCHOOL YEAR 2022-2023 NEW STUDENT RECRUITMENT 

REMINDER 
ICAG FLYER FOR 2022-2023 / SOCIAL MEDIA SHARING / GOOGLE REVIEW / FACEBOOK REVIEW 

We have a new flyer for the School Year 2022-2023 new student recruitment!  When you meet or talk to your new 
friends/neighbors (let’s try 5 people!) who are interested in enrolling a child at ICAGeorgia, please share this flyer with 
them!  Also, many of prospective families find our school via Google Search or Facebook.  We would truly appreciate 
it if you can leave us the Google and/or Facebook review.  Thank you so much! 
2022-2023 年度、新入生ファミリー向けのフライヤーができました！新しく出会うお知り合いやご親戚、ご近所

の方など、当校への入学のご興味を持つ方がいましたら、このフライヤーをシェアしてください（5 ファミリー

へのシェアを目標にしましょう）！また、たくさんの新入生ファミリーは、グーグルやフェイスブックにて 

当校を見つけているようです。よろしければ、グーグル・サーチやフェイスブックにてレビュー（日本語も 

歓迎）を記入してください！どうぞよろしくお願いいたします！ 

Click here for Flyer Download・フライヤーのダウンロードはこちらをクリック 

 

 

   
    
    
 

http://www.internationalcharteracademy.org/wp-content/uploads/2021/11/2022-Enrollment-Flyer.pdf
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RESOURCES FROM THE PAST PARENT BULLETIN 

IMPORTANT - MASK POLICY  UPDATE 
Last Friday, February 25, 2022, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) updated its guidance and the 
prevention steps that should be taken based on the spread of COVID-19 in communities. As part of the changes announced, 
the CDC is dropping its recommendation for universal school masking and instead will recommend masking only in 
communities at a high level of risk. 
 
As you are aware, International Charter Academy of Georgia is located in Gwinnett County.  According to the CDC, Gwinnett 
County is currently in a “Low” level of community spread. At this level, individuals are encouraged to stay up to date with 

COVID-19 vaccines and to get tested if they have symptoms.  In light of this updated guidance and Gwinnett County’s 
designation in the “Low” level of community spread, International Charter Academy of Georgia will transition from 
requiring masks to OPTIONAL use of masks in its facilities for all students, teachers and staff starting this Thursday, 
March 3rd, 2022. 
  

 In the coming days, the administrative team will be reviewing the ICAGeorgia’ Return to In-Person Instruction Plan 
and update the Plan according to the CDC most recent updates.  

 The administrative team will continue monitoring the COVID-19 Community Level for major counties where 
ICAGeorgia students reside in Georgia.  When the level goes up to a high level of risk, the mask policy will be revised 
and will be announced to ICAGeorgia community accordingly. 

 ICAGeorgia’s mitigation strategies such as temperature checks will remain in effect. 

 A weekly on-site COVID-19 testing will continue taking place at ICAGeorgia. 
 
We thank you for your patience and understanding of keeping our school, students and staff safe as the COVID-19 situation 
remains fluid.  
 
先週金曜日（2022 年 2 月 25 日）、米国疾病対策予防センター（CDC）は、地域における新型コロナウイルス 

感染者数に基づき、プランと予防策を更新しました。今回発表された更新の一つとして、CDC は学校での 

マスク着用の推奨を取りやめ、代わりに感染リスクの高い地域のみでのマスク着用を推奨すると更新しました。 

 

みなさまご存知のように、ジョージア・チャーター学院はグイネット・カウンティ―に所在します。 

CDC によりますと、現在グイネット・カウンティ―の地域感染者数は低いレベルを保っています。このレベルの 

場合、新型コロナウイルス・ワクチンの接種を継続し、症状がある場合は検査を受けることが推奨されています。

CDC の最新の情報そしてグイネット・カウンティ―の地域感染レベルが低レベルであることを考慮し、 

ジョージア・チャーター学院は、2022 年 3 月３日より校舎内でのマスク着用に関して全児童、教職員の 

マスク着用義務から、マスク着用の有無は選択制となります。 

 

 これから、当校アドミニストレーション・チームは ICA ジョージアの対面式授業再開プランを見直し、 

CDC の最新のアップデートに従いプランを更新する予定です。 

 アドミニストレーション・チームは、 ICA ジョージアの児童が在住するジョージア州の主要な郡に 

ついて、新型コロナウイルス地域感染レベルのモニタリングを継続します。地域感染レベルが上がり 

危険度が高くなった場合は、マスクポリシーを改訂し、それに応じて ICA ジョージア・コミュニティーへ 

お知らせします。 

 当校での体温チェックなどの緩和策は、引き続き行います。 

 ICA ジョージアでは、週１回の新型コロナウイルス検査を継続して実施します。 

 

新型コロナウイルスの状況がまだ流動的でありますが、学校や児童そして教職員の安全を第一に考え、保護者の 

みなさまには引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。 
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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 

SCHOOLHOUSE.WORLD MATH HOMEWORK HELP SITE 

As your optional educational resource, Schoolhouse.world, a free peer tutoring platform founded by Sal Khan of Khan 
Academy, has partnered with State Charter Schools Foundation of Georgia to offer free, live math homework help 
every weekday from 8 to 10pm ET.  Students can log on with a question, and a live certified tutor will guide them 
through the process to reach an answer or clear up any confusion. They will not do the problem and give the answer. 

カーン・アカデミーの設立者であるサル・カーン氏が無料の個別指導プラットフォーム『Schoolhouse.world』を 

立ち上げました。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）と提携し、平日の午後 8 時～ 

10 時（米国東部標準時間）の間、算数の宿題ヘルプを無料で提供します。宿題ヘルプが必要な児童は、ログインする

と、資格を持つチューターが、答えにたどり着くまで、もしくはわかるまで児童をヘルプします。チューターが問題

を解いてあげたり、回答を出すことはなく、あくまでも児童が答えを出せるように指導します。  

Link: schoolhouse.world/live-help 

 
 

RESOURCES FROM THE PAST PARENT BULLETIN 

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://schoolhouse.world/live-help
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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。 

 
 
 

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://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

