



In this packet you will find all of the necessary forms to become a PTA member, be part of the Dooley
directory, order lunches, treat cards, yearbooks and spiritwear.
この資料内には、PTA 会員申込書・名簿登録申込書・ランチ事前注文書・トリートカード、イヤー
ブック、スピリットウェア申込書等の必要書類が含まれています。
Forms are DUE FRIDAY AUGUST 31st

締め切り：8 月 31 日（金）



One check per family to “Dooley PTA” is acceptable, complete & return receipt at bottom
小切手は 1 家族につき１枚を宛先“Dooley PTA”でお願いします。



Please make sure there is one form per student for any lunch orders
ランチの注文票は生徒 1 人につき１枚ご記入ください。



Return all forms & money via your child’s backpack in an envelope labeled “Dooley PTA”
提出書類は、封筒に“Dooley PTA”と記入しお子さんに持たせてください。



Note that pizza lunch, Obento, Oyanokai and milk are NOT part of the PTA and should be paid separately.
ピザランチ・お弁当・親の会関連・牛乳注文は PTA の活動ではありませんので、別途ご注文くださ
い。

Family Name（氏名）:
Homeroom Teacher（担任名）:
Email（Email アドレス）:
Check Number（小切手番号）:
Directory 名簿記載申請
Membership ($10)
PTA 会費支払($10)
Fun Lunch
ファンランチ申込総額
Wellness Lunch
ウェルネスランチ申込総額
Treat Card ($5 each)
トリートカード申込額 (1 枚$5)
Spiritwear
スピリットウェア申込総額
TOTAL（合計） =

Yes（はい、記載します） or No
$
$
$
$
$
$

（いいえ）

** Please include a form for each item ordered.各オーダー表を本書と同封ください。
*** Yearbooks should be ordered and paid for separately. イヤーブックは別途注文支払いになります。

What is the PTA?
The acronym, PTA, stands for Parent-Teacher Association.
It is a partnership between school staff and parents to help make every child’s potential a reality.
The PTA here at Dooley works to support literacy, foster community and show appreciation to staff and
students. The fundraising we do makes all of this possible.
PTA とは Parent-Teacher Association の略で、全ての生徒が各々の能力を十分に発揮できるよう支援して
いくために、学校関係者と保護者が助け合う協力体制をさします。Dooley の PTA は、学業の支援・コ
ミュニティーを強める支援・学校関係者と生徒が感謝し尊重しあって生活できるため活動しており、
それらは寄付運動（ファンドレージング）により成就します。

How can you get involved?

Dooley’s PTA has more than 40 committees that plan events and raise money. Maybe you can find one that suits
you! You can contact Dooley PTA President Liz Spandiary at dooleyptapres1@gmail.com to volunteer or attend
a PTA meeting.
ドゥーリーPTA では、40 を超える係を設け、寄付金集めや様々な活動を提供しています。興味があるもの
を PTA 会長 Liz Spandiary（dooleyptapres1@gmail.com）にお知らせください。月例 PTA ミーティングにて
詳細報告あり。
日本語は岡田亜希子(akiko@okadanet.net)までどうぞ。

These committees work to foster a
sense of community.

These committees
literacy.

ドゥーリーをとりまく地域への貢献目的の活
動
Directory /名簿作成
Donuts with Dad /パパとドーナツの日
Daddy/Daughter Dance /パパと私のダンスパー
ティ
End of the Year Celebration /年度末お祝い会
Fun Fair /ファンフェア
Holiday Gift Shop /ホリデーギフトショップ
Muffins with Mom /ママとマフィンの日
Membership /メンバーシップ
Room Representatives /学級代表会
Spirit Wear /スピリットウェア販売
Yearbook /イヤーブック販売

生徒の学習をサポートする活動
Assignment notebooks /スケジュール帳配布
Birthday book Club /バースディブッククラブ
Book Fair /ブックフェア
Reflections /リフレクションズ
Reading recognition /読書奨励
Science Fair /サイエンスフェア

These committees do the fundraising
that makes everything possible.
予算増加にかかわる活動
Audit /監査
Auction Baskets /オークションバスケット作成
Box tops /ボックストップス収集

These committees
students and staff.

help

help

support

support

生徒・スタッフの学校生活の向上をサポート
する活動
Elementary Scholarship /小学生奨学金
Fun Lunch /ファンランチ
Health and Safety /健康と安全
Treat Day /トリートディ
Wellness Lunch /ウェルネスランチ
School Pictures /ピクチャーディ
Teacher/staff Appreciation / 教 職 員 感 謝 週

