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UPCOMING EVENTS (August-September) 
8/31 at 11am Title I Family Invitation Only 

Building Parent Capacity Meeting 

タイトル・ワン・ファミリー対象 

ミーティング 

9/1 (Thu) Curriculum Night (Details coming soon) カリキュラム・ナイト（詳細は後日発表） 

9/5 (Mon) NO SCHOOL – Labor Day レイバーデー（休校日） 

9/6-9/7 COGAT Testing (Gifted Class) COGAT テスト（ギフテッドクラス） 

NEW DATE 
9/6 (Tue) 

Health Seminar (Grade 3-5 only) ヘルスセミナー（３年～５年生対象） 

9/13 (Tue) Digital Learning Day  
(Students work on assignments at home. 
Professional Development Day for 
teachers and staff) 

デジタル・ラーニング・デー 

（児童は自宅にて課題をしてください。 

 教職員は終日職員会議） 

9/15 (Thu) Title I Meeting (Invitation Only) タイトル・ワン・ミーティング 

（対象ファミリーのみ） 

9/17-9/18 JapanFest ジャパンフェスト 

 

  

ANNOUNCEMENT 

SCHOOL LUNCH UPDATE & REMINDERS 
Effective September 1st, the school will start charging lunch fees for students who do not bring their lunches. 
REMINDERS: 

• If you have any issues with Sign-In or ordering your child’s lunch, please call School Nutrition Services of 
Georgia directly at 404-300-9898 between 9:30 am to 3 pm, Monday through Friday. 

• The ordering time on the website has changed. Please order lunch 72hrs ahead of time, before 3pm.  

• If you forget to pack your child’s lunch, please call the school office by 10am.  Effective September 1st, the 
school will start charging lunch fees if the school is providing the lunch. (Ph: 770-604-0007) 

• Please click here on How-To create your account/place an order with School Nutrition Services of Georgia. 

• Free & Reduced Lunch Program Status:  We are still in the process of reviewing the applications.  If you are 
approved, we will send you a confirmation letter.  Until you receive the approval letter, please pack your child’s 
lunch or order lunch through school lunch program. 

9月１日より、ランチを忘れた児童につきましては、学校がランチを提供する場合、ランチ代を請求させていただき

ます。 

リマインダーを以下列記します 

• スクールランチのオーダーするアカウントのサインインもしくはオーダーするにあたり不具合が生じる 

場合、スクール・ニュートリション・サービス・オブ・ジョージアへ直接ご連絡ください。 

電話番号：404-300-9898（午前9時半～午後３時、月～金） 

• ウェブでのオーダーの締め切り時間が変更になりました。ランチのオーダーは、72時間前の午後３時までの

オーダーしてください。 

• お子さまのランチをお忘れになった場合、オフィスへ午前１０時までにご連絡ください。９月１日より、 

学校がランチを提供する場合は、料金が発生します。電話番号：770-604-0007 

• オーダーのアカウントの作り方やオーダー方法に関する情報は、こちらをご参照ください。 

• 無償・定額ランチ・プログラム：プログラムに承認されたファミリーへはコンファメーション・レターを 

お送りします。レターが届くまで、ランチを持たせるか、ランチ・カンパニーを通してオーダーして 

ください。 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1VAVsVxAss4cYK73w6qyy8-pNA_c1G1iZnpSBz7vCcg0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VAVsVxAss4cYK73w6qyy8-pNA_c1G1iZnpSBz7vCcg0/edit?usp=sharing
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REMINDER -- JAPANESE MATH 
Japanese Math and Advance Japanese Math Classes will begin after Labor Day. All students will be in the Japanese 
Math classes. Advance Japanese Math Classes will be taught for qualified students only. Parents will be notified if your 
child is qualified for the Advance Japanese Math. 
レイバー・デーの休日後に、日本語の算数クラスと上級レベル算数クラスが始まります。日本語の算数クラスは、 

全校児童が対象です。上級レベル算数の授業は、受講資格がある児童を対象に日本語で行われます。受講資格は、 

受講できる児童の保護者にお知らせが通達されます。 

 

ANNOUNCEMENT 
 VIRTUAL CURRICULUM NIGHT ON 9/1 

You will receive an invitation email for the virtual Curriculum Night from your child’s teachers soon.  The email will 
have the instructions on how to log in and join for Curriculum Night which takes place on September 1st.  Please look 
for an email from your child’s teacher soon. 
お子さまの先生より、オンライン・カリキュラム・ナイトへのお誘いに関する E メールがまもなく届きます。その 

E メールには、９月１日に開催するカリキュラム・ナイトへのログイン方法が含まれておりますので、担任の先生から

の E メールをチェックしてください。 

WATER BOTTLE 
To avoid/reduce spreading the viruses, our school’s water fountains remain closed.  Although the school has received 
the donations of water bottles and has been providing the water to the students without the water bottle, we would 
appreciate it if you could make sure that your child brings water bottle each day. 
ウイルス拡散を小規模にするにあたり、学校の水飲み場を引き続き閉鎖しております。オープンハウスの際に、 

ボトルウォーターの寄付をいただきましたので、水筒がない児童へボトルウォーターを提供していますが、毎日必ず

水筒を持たせていただけますようご協力をお願いします。 

 
 HEALTH SEMINAR FOR GRADES 3-5 
Please check your child’s folders this week and return the permission slips by September 2nd if you would like them to 
participate. 
３年生～５年生対象のヘルスセミナーにつきまして、今週、お子さまのバックパックに保護者許可書を配布しますの

で、ご確認ください。。お子さまがセミナーに参加する可否を許可書にご記入いただき、９月２日までに返送して  

ください。 

MIDDLE SCHOOL PROJECT 
The Board and school administration team have started the discussion of our Middle School Project!  This is just an 
early stage of the project and will be a couple of years before it opens.  We will give you the updates as soon as we have 
them. 
理事会及びアドミニストレーション・チームは、中学校設立プロジェクトのディスカッションを開始いたしました！

現時点では、まだ早期の段階であり、開校までには数年かかる予定です。詳細が入り次第、皆さまに追ってご連絡い

たします。 

STUDENT HANDBOOK ACKNOWLEGEMENT FORM  
The Student Handbook Acknowledgement Form has been distributed to the families who have not turned in the signed 
form yet.  Please read the Student Handbook, and turn in the signed form ASAP. 
スチューデント・ハンドブックの最後のページに、ご署名をいただいていないファミリーへ最後のページを 

配布させていただきました。スチューデント・ハンドブックをご一読いただき、至急、最後のページに 

ご署名いただき、学校へ返送してください。 
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ANNOUNCEMENT 
 

SCHOOL FUNDRAISERS 
We have some on-going School Fundraisers for this school year to share with you! 

今学年度の学校のファンドレイザーがいくつか始まりました！ 

SCHOOL STORE 
Please click here for the links in the letter. 

レターに記載しているリンクは、 

こちらをご参照ください。 

 

GEORGIA GIVES 
Our school has a profile page with Georgia Gives! 

Please check it out here. 
This is an ongoing donation site for our school. 
当校は、ジョージア・ギブのサイトと提携し、 

プロフィールページを作成しましたので、 

こちらからチェックしてください！ 

ジョージア・ギヴのサイトでは、当校への寄付を常に

受け付けております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 CANNED GOODS & JEANS DAY - MONTHLY 
Thank you for your donations at our first Canned Goods 
& Jeans Day on 8/25. We have raised $47 for the school, 
and collected lots of canned goods for our Food Pantry.  
Next month, this fundraiwer will take place on 9/20! 
8 月 25 日に開催した第一回缶詰チャリティー＆ 

ジ ーン ズ デ ーに て 、 ご 寄 付を あ り がと う ご ざ い 

ました。今月は、学校への寄付として 47 ドル頂戴し、

当校フードパントリーへのたくさんの缶詰の寄付が 

集まりました。来月は、9 月 20 日に開催します！ 

 

 

JAPANFEST TICKETS 
JapanFest is returning to In-Person event this year.  It will take place on 9/17-9/18.  One of JapanFest Corporate 
Sponsors, YKK Corporation of America, has kindly donated some tickets to ICAGeorgia!  If you would like a ticket, please 
fill out this survey by YKK. Deadline is September 15th.  An E-Ticket will be sent to you directly from YKK.  In order to 
use the ticket, you will need to download this app.  Thank you, YKK Corporation of America! 
今年、ジャパンフェストが対面式イベントとして復活します！日にちは、9 月 17 日～18 日です。ジャパン 

フェストの企業スポンサーの一社である YKK アメリカ社が ICA ジョージアのファミリーへチケットを寄付して 

くださることになりました！ご希望の方は、こちらの YKK によるアンケートにご記入ください。締め切りは、 

9 月 15 日です。ご記入いただいた方には、ＹＫＫ社から直接Ｅチケットが送信されます。また、E チケットを 

使用するにあたり、このアプリをダウンロードしてください。ＹＫＫアメリカさん、どうもありがとう 

ございます！ 

http://www.internationalcharteracademy.org/wp-content/uploads/2022/08/schoolstore-flyer.pdf
https://www.gagives.org/organization/Icageorgia
https://www.gagives.org/organization/Icageorgia
https://drive.google.com/file/d/1K5saruruOgJj-JM3lVP11Cw1gYM5jshR/view?usp=sharing
https://www.gassouthdistrict.com/events/axs-mobile-delivery
https://drive.google.com/file/d/1K5saruruOgJj-JM3lVP11Cw1gYM5jshR/view?usp=sharing
https://www.gassouthdistrict.com/events/axs-mobile-delivery
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ANNOUCEMENT FROM ICAGEORGIA BOARD 

ICAGEORGIA GOVERNING BOARD MEMBERS 2022-2023 
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 

 
Nobuko Usher 

 

 
Mellissa Takeuchi  

Trevin Dye 
 

Matthew Wagner 
 

Are you interested in volunteer your time with the Board? 
The Board is recruiting some parents to the Marketing Committee and Development Committee. If you are interested, 

please contact our board at board@internationalcharteracademy.org 
現在、理事会のマーケティング委員会や開発委員会にてお手伝いいただける保護者ボランティアを 

探しております。ご興味のある方は、理事会へ E メール（board@internationalcharteracademy.org）にて 

ご連絡ください。 

The Board also would like to encourage all parents to leave a Google review on our school Google site! 
 

ADVISORY BOARD NEXT BOARD MEETING 

 
Minako Ahearn 
Founding Chair 

• Dr. Gregory Barfield 

• Joe Gardner 

• Dogmar Snads 

• Kazuhiro Shimizu 

• Prof. Noriko Takeda 

• Dr. Tad Watanabe 

September 22nd (Thu) at 6:30pm-8:30pm 
Video Call Link: click here 

Or dial: (US) +1 352-888-6435 PIN: 936 648 998# 
 

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/
mailto:board@internationalcharteracademy.org
mailto:board@internationalcharteracademy.org
https://meet.google.com/fpy-ujry-gbb
https://www.internationalcharteracademy.org/governance/board-meetings/
https://drive.google.com/drive/folders/1acgQjZKHr-cADodNhnWXnl0U3avxbmtS

