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

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 

9/20 (Tue) 
At 11am 

Tea with Principal Tucker-Jones  
(Limited to 10 seats, Please sign-up here) 

タッカー＝ジョーンズ校長とのお茶会 

（10 名まで。こちらから予約） 

9/20 (Tue) Canned Goods & Jeans Day 缶詰チャリティー＆ジーンズデー 

9/22 (Thu) ICAGeorgia Board Meeting  
6:30pm-8:30pm (For details, please see 
the Board page) 

ICA ジョージア理事会 

午後６時半～午後８時半（詳細は、理事会の 

ページをご確認ください。） 

Date & Time 
Coming Soon 

Free Seminar for ICAGeorgia Parents  
“How to Have Hard Conversations With 
Your Children presented by CHA 
(Children's Healthcare of Atlanta)” 

ICA ジョージア保護者さまへの無料セミナー 

アトランタ子供医療センター主催『子供と 

難しい話をするコミュニケーション方法』 

 

  

ANNOUNCEMENT 

SPECIAL ANNOUCEMENT 
 

   

It’s official! 
International Charter Academy of Georgia is now a COGNIA-accredited school! 

Accredited with the North Central Association of Colleges and Schools (NCA CASI),  
the Northwest Accreditation Commission (NWAC) and  

the Southern Association of Colleges and Schools Council on Accreditation and School 
Improvement (SACS CASI). 

正式に、ジョージア・チャーター学院はコグニア・グローバル・コミッションによる 

学校認定（アクレディテーション）を取得いたしました！ 

この学校認定取得により当校は、 

北中部大学学校協会 (NCA CASI), 北西部認定委員会 (NWAC), そして 南部大学学校協会 (SACS CASI)の

認定校となります。 

https://forms.gle/1gCbR5jECV9AAZgT8
https://forms.gle/1gCbR5jECV9AAZgT8


ICAGeorgia Parent Bulletin: SY22-23             9/7/2022 
Regular School Hours M-R 8:10am to 2:45pm / Fri 8:10am to 2pm Office Hours 7:45am to 3:30pm M-Fri 

 

2 
International Charter Academy of Georgia: 3705 Engineering Drive, Peachtree Corners, GA 30092 

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

  
ANNOUNCEMENT 

 

ICAGEORGIA-ATL HAWKS NIGHT - SURVEY 
ICAGeorgia families! Our school plans to have an ICAG-ATL Hawks Night to cheer on our city's NBA Team as a school 
group in January 2023.  First, we need your vote on selecting the Game Day in January 2023.  Please take this short 
survey.  Due: 9/23/2022 
ICA ジョージア・ファミリーのみなさん！2023 年 1 月、当校では ICAG-ATL ホークス・ナイトと題し、アトランタの NBA

チームであるホークスの試合を学校グループで観戦する企画をしております。まず、1 月のどの試合を観戦するかを決

めるにあたり、みなさまからの投票を集めたいと思います。こちらから簡単なアンケートにご参加ください。 

締め切り日：９月２３日 

 

REMINDER--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。 

 
 

PARENT VOLUNTEER OPPORTUNITY – INTERPRETER/TRANSLATOR  
Our multilingual families need you!  If you are interested in volunteering as an interpreter or translator of any language, 
especially Spanish, please contact our office via email (info@internationalcharteracademy.org)  Thank you! 
多言語を話すファミリーのために、ボランティアをしませんか。当校では、様々な言語の通訳及び翻訳ボランティア 

（ 特 に ス ペ イ ン 語 ） を 探 し て お り ま す 。 ご 興 味 の あ る 方 は 、 オ フ ィ ス へ E メ ー ル

（info@internationalcharteracademy.org）にてご連絡ください。よろしくお願いいたします！ 

FCC’S AFFORDABLE CONNECTIVITY PROGRAM 
The FCC’s Affordable Connectivity Program (ACP) allows qualifying households to reduce their internet costs by up to 
$30/month ($75/month on Tribal lands). Getinternet.gov is a simple, easy-to-use website with details on how 
households can sign up for ACP and find participating providers in their area. Several companies additionally committed 
to offer ACP-eligible families at least one high-speed plan for $30/month or less, with no additional fees and no data 
caps. This means that if households apply their ACP benefit to one of these plans, they would have no out-of-pocket 
cost for internet. 
米国連邦通信委員会(FCC) の Affordable Connectivity Program (ACP)は、対象となる世帯のインターネット料金を最大月額

30 ドル（アメリカ先住民の居留地では月額 75 ドル）削減するプログラムを提供しております。Getinternet.gov の 

ホームページでは、ACP のプログラムへの登録方法や、地域で参加しているプロバイダーの検索方法などの詳細が記載

されています。さらにプロバイダー数社は、ACP 対象となるご家庭へ追加料金やデータ上限がない月額 30 ドル以下の

高速通信プランを少なくとも 1 つ提供することを発表しました。つまり、ACP の給付金をこれらのプランに適用する

と、インターネット料金にかかる自己負担はゼロになります。 

DIGITAL LEARNING DAY – CHROMEBOOK RENTAL 
Next Tuesday (9/13) is Digital Learning Day.  Students work on the assignments at home as teachers and staff will have 
professional development day.  If you need to rent a Chromebook to work on the assignments on the digital learning 
day, please fill out this form and turn it in to the office by this Friday, September 9th.  
来週火曜日（9 月 13 日）はデジタル・ラーニング・デーです。児童は自宅にて課題をしていただき、教職員は終日研

修をいたします。課題をするにあたり、クロムブックを借りる必要がある場合は、こちらの用紙にご記入いただき、

オフィスへ今週金曜日（9 月 9 日）までに提出してください。 

https://forms.gle/VyZdoUvhZVaaHKM97
https://forms.gle/VyZdoUvhZVaaHKM97
mailto:info@internationalcharteracademy.org
mailto:info@internationalcharteracademy.org
https://gadoe.us16.list-manage.com/track/click?u=e8d756a791f3ba058d0320dbb&id=fc52fbfc3a&e=35e11506d7
https://drive.google.com/file/d/1q8hX3rWlRPNSr5YLOpBkatSxNOa1_rm4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q8hX3rWlRPNSr5YLOpBkatSxNOa1_rm4/view?usp=sharing
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ANNOUNCEMENT 
 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！ 

COMMUNITY INFORMATION 
 

 
ICAGeorgia’s parents, Ms. Ansari & Ms. Oshima, will perform “Jazz Piano X Japanese Calligraphy” at the JapanFest this year.  
If you plan on going to the JapanFest, please see this special performance! 

ICA ジョージアの保護者であり書道家のアンサリさんとジャズピアニストの大島さんが、今年のジャパン 

フェストにて書道とジャズピアノのコラボレーションをします。ジャパンフェストへ行かれるご予定のある 

方は、ぜひこの特別パフォーマンスをご覧ください！ 
 

Oto to Fude (Sound x Brush) 
Japanese Calligraphy and Jazz piano collaboration One time only at Japan Fest Atlanta! 

Saturday, 9/17 
12:30-1pm @Main stage 

https://drive.google.com/file/d/1K5saruruOgJj-JM3lVP11Cw1gYM5jshR/view?usp=sharing
https://forms.office.com/r/ke3rnZVYhR
https://www.gassouthdistrict.com/events/axs-mobile-delivery
https://drive.google.com/file/d/1K5saruruOgJj-JM3lVP11Cw1gYM5jshR/view?usp=sharing
https://forms.office.com/r/ke3rnZVYhR
https://www.gassouthdistrict.com/events/axs-mobile-delivery
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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 
This month will take place on 9/20! 
今月は、9 月 20 日に開催します！ 

 

 

http://www.internationalcharteracademy.org/wp-content/uploads/2022/08/schoolstore-flyer.pdf
https://www.gagives.org/organization/Icageorgia
https://www.gagives.org/organization/Icageorgia
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REMINDERS 

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。 

SCHOOL LUNCH 
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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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

