Gunn Connection(4/13/2018)
Calendar
4月13日（金）
午後8時、スタッフラウンジでソフモアペアレンツネットワーク
4月14日（土）
午後７時半、プロム
4月16日（月）
午前8時半、図書館で献血と骨髄バンク
4月18日（水）
午前８時半、スタッフラウンジでシニアペアレンツネットワーク
午後7時、図書館でコミュニティーカレッジインフォメーションの会
4月19日（木）
お昼ご飯の時間に、インターナショナルバフェット
4月20日（金）
午前８時１５分、スタッフラウンジでシニアペアレンツネットワーク
4月25日（水）
午後6時半、図書館でジュニアペアレントインフォメーションの会
Fri, Apr 13
Sophomore Parents Network, 8 AM, Staff Lounge
Sat, Apr 14
Prom, 7:30 PM
Mon, Apr 16
Blood Donation & Bone Marrow Drive, 8:30 AM, Library
Wed, Apr 18
Junior Parents Network, 8:30 AM, Staff Lounge
Community College Info Night, 7 PM, Library
Thu, Apr 19
International Buffet, lunchtime
Fri, Apr 20
Senior Parents Network, 8:15 AM, Staff Lounge
Wed, Apr 25
Junior Parent Information Night, 6:30 PM, Library

Gunn
献血と
骨髄バンクの登録
4月16日（月）午前8時半〜午後2時半、図書館
ガンのiMed Club とYSC Interact はStanford Blood Centerと協力して
献血をしています。16〜17歳の
ドナーは
親の承諾書が必要です（メインオフィスにもあります）。
オンラインで申し込んでくださ
い。協力をしてくださった方にはバスキンロビンスから１パイントのアイスクリームがもらえます。
骨髄登録はそれを必要としている人の役に立ちます。Asian American Donor ProgramとBe the
Match
と協力しているのでぜひ参加してください。あなたは他の人の人生を救うことができるかもし
れま
せん。
Blood Drive and Registration for Bone Marrow Donation

Mon, Apr 16, 8:30 AM-2:30 PM, Gunn Library
The Gunn iMed Club and YCS Interact are working with Stanford Blood Center to bring back the
blood drive!! 16-17-year-old donors need to turn in a parental consent form(hard copy available in the
main office). Register onlineto make your appointment. All donors will receive a certificate for a FREE
pint of Baskin Robbins ice cream! Bone Marrow Donor Registration helps identify matches for people
who are in desperate need! Join us as we partner with the Asian American Donor Programand Be the
Matchto register donors. It's as easy as a cheek swab--and you could help save a life.
インタナショナルランチー親のボランティア
４月１９日（木）、シフト
あと５０人の親のボランティアが今週の木曜日のために必要です。sign upレジの仕事をしたり、後
片付けをしたりすることになります。チケットは月曜日から＄５です。PTSA までキャッシュか
チェックでも大丈夫です。インフォメーションはこちらGunnPTSA@gmail.com
インターナショナルメニュー:
-イタリアンベジタリアンペストパスタ
- イタリアンベジタリアンマリナラパスタ
- フレンチベジタリアンマッシュルームキーシュ
- フレンチベジタリアンほうれん草キーシュ
- ロシアのペレ二ダンプリング
- 地中海ベジタリアンフムス（グルテンフリー）
- 地中海ベジタリアンピタブレッド
- 中国のオレンジチキン
- 中国のベジタリアン麺
- 中国のベジタリアンスプリングロール
- 中国のベジタリアン野菜
- 韓国のガラス麺
- 韓国寿司
- インドのバターチキン
-インドのベジタリアンナン
- インドのベジタリアンライス
- インドのベジタリアンチックピーズ
- アメリカンホットドッグ
- メキシコビーフ、チキン、ポークタコス
- ハワイアンむすび
- フルーツポップス
- 果物
- サラダ
Parent Volunteers Needed to Help International Lunch Buffet
Thu, Apr 19, various shifts
Need about 50 more parent volunteers to sign upto help at the Annual Gunn PTSA International
Lunch Buffet on Thursday, April 19. Need mostly help setting up, cashier, serving and clean up.
Tickets go on sale on Monday for $5. Cash or check payable to: Gunn PTSA. More information,
please contact the Gunn PTSA: GunnPTSA@gmail.com.
International menu:
- Italian Vegetarian Pesto Pasta
- Italian Vegetarian Pasta Marinara
- French Vegetarian Mushroom quiche
- French Vegetarian Spinach quiche
- Russian Meat Pelmeni Dumplings

- Mediterranean Vegetarian Hummus (Gluten Free)
- Mediterranean Vegetarian Pita Bread
- Chinese Orange Chicken
- Chinese Vegetarian Chow Mein
- Chinese Vegetarian Egg Rolls
- Chinese Vegetarian Mixed Vegetables (Gluten Free)
- Korean Glass Noodles
- Korean Sushi
- Indian Butter Chicken
- Indian Vegetarian Naan
- Indian Vegetarian Rice
- Indian Vegetarian Chick Peas
- American Grilled Hot Dogs
- Mexican Beef, Chicken and Pork Tacos
- Hawaiian Spam Musubi Sushi
- Mango, Strawberry and Chocolate Frozen Fruit Pops (Vegan and Gluten Free)
- Oranges, Apples, Bananas
- Green Garden Salad (Gluten Free)
Site Council Parent Representative Election Resultsサイト評議会選挙結果
Glynn EdwardsとMudita Jainがめでたく２０１８年から２０２０年までの代表者になることになりま
した。Jane DickとLiz Milnerと共に代表します。Jade Chao はサイト評議会の代理になっています。
代理人は誰かがやめた場合に入ります。
Site Council Parent Representative Election Results
We are pleased to announce that Glynn Edwards and Mudita Jain were the two top vote recipients
and have been elected to a 2-year term (2018-2020) on the Gunn Site Council. They join Jane Dick
and Liz Milner representing Gunn parents on Site Council for 2018-2020. Jade Chao is the Site
Council Parent Alternate for 2018-19. The parent alternate serves on Site Council for one year in case
one of the four parents must leave his/her position before his/her term is up, or if one of them cannot
attend a meeting.
前回の記事より：
PiE 親のインプット
インボックスの中の年次親アンケートを見てください。毎年春に出しています。この情報はそれぞれ
の校長のインプットと共に来年のPiEからのドネーションを決め流ために使われます。あなたが大切
にしていることを教えてください。
PiE Seeking Parent Input
Please check your inbox for the Partners In Education (PiE) annual parent survey! Every spring, PiE
collects input from the parent community. This information, coupled with input from each principal,
determines where PiE dollars are spent in our schools the following year. Please complete the brief
survey to give PiE feedback and communicate what is most important to you.
保護者ボランティア：２０１８年度シニアピクニックと卒業パーティーであなたの助けが必要です
5月30日水曜日、シニアピクニック
5月31日木曜日、卒業パーティー
毎年恒例のシニアピクニックと卒業パーティーがあなたの助けを必要としています！サインアップは
10年生、11年生、12年生の保護者に公開しています。ほとんどのお仕事はほんの数時間しかかかり
ません。これに加え、一夜越しでバスの付き添いが必要です。一夜越して、Ｇunnに戻るのは5：
30AMに帰ります。これは保護者達が学校の伝統を知るいい機会です。ボランティアサインアップは
こちら
から。質問：gunn.seniorparty@gmail.com
Parent Volunteers: Your Time is Needed for the 2018 Senior Picnic and Grad Night Party

PTA Kids Go Free (Online):Visit www.LEGOLAND.com/ptadiscount to purchase one full paid adult
admission to LEGOLAND California and SEA LIFE Aquarium and receive one free child admission.
Enter discount code 15031.
PTA Kids Go Free (Flier):Visit www.LEGOLAND.com/ptaflyerto print your own flier and bring it to a
LEGOLAND California ticket booth to receive one free child with one full paid adult admission to
LEGOLAND California and SEA LIFE Aquarium.
**NEW**PAUSDで行われるサマーキャンプ
PAUSD学区内で行われるサマーキャンプをお探しですか？PTACのウェブサイト
https://ptac.paloaltopta.org/2018-summer-camps/からご覧になることができます。この上に記載され
ているキャンプ開催者がこのイベントをコーディネートして、レンタル費用を払っています。この費
用は学校運営費を負担するとともに、地元の子供達に機会を与えるために使われています。PTA
Councilはどのキャンプの肩を持っているわけではありません。このサービスは保護者の方達に単純
に情報を与えるためだけ始められました。PTAC Webmasterに連絡して提案をしてください。
Summer Camps Held at PAUSD Sites
Looking for a summer camp in your neighborhood or at one of our Palo Alto Unified school sites? Now
you can find it at the PTAC website at https://ptac.paloaltopta.org/2018-summer-camps/. Camp
providers listed on this page host activities/summer camps at PAUSD Schools, and pay rental fees to
our district. These rental fees help to defray the cost of running our schools while providing local
opportunities for our kids. PTA Council does not endorse one camp over another. This service is
offered to give parents an easy way to find out what is being offered and where. Please contact the
PTAC Webmasterto recommend updates to this information. There is no charge to providers to be
listed.

Community
Krassi Harwellとマインドフル母親ヨガ
４月１０日−６月１２日（火）, 12-1:30 PM, 67 Encina Ave, Palo Alto
母親たちみんなでヨガや瞑想をしましょう。このグループは母親みんなウェルカムです。みんなで話
しながら運動しましょう。Registrationしなければいけません。これはパロアルトメディカルファン
デーションとパートナーになっています。
Mindful Moms Yoga Class with Krassi Harwell
Tuesdays, Apr 10-Jun 12, 12-1:30 PM, 67 Encina Ave, Palo Alto
Join our community of wise and caring moms as we navigate the rich and rewarding journey of raising
kids into adults. We will practice yoga, meditate, and tap into the healing power of togetherness as we
share stories, strength and support. This ongoing group is for moms who have kids of all
ages--particularly helpful for moms who have toddlers thru teens! Registrationis required for this
group offered by Mind Body Moms, in partnership with the Palo Alto Medical Foundation.
自分のこととして考えてみましょう:ご両親のための魅力的なプロジェクト・コーナーストーン
日時：４月１１日（水）〜 ５月９日（水）午後６時３０分〜８時
場所：Jordan Middle School, MP Rm (4/11, 4/18, 4/25); 図書館(5/2, 5/9)
強い家族というのは最高の子供の成功の予測者ぇす。この5週間のワークショップを通してお子さん
とさらに強い関係を作る方法を発見してみましょう。それぞれの週に私たちはケアリングの表現の仕
方、サポートの仕方、バウンダリーの設定方法、そして学校や人生において成功を手助けする強い繋
がりの構築の仕方を学び実践していきます。これに参加するうえで、ジョーダンのご父兄でなくては
いけないという決まりはなく、子供のますますのご活躍をサポートしたいと思っている大人の方なら
だれでも大歓迎です！ワークショップはPAUSDによって支払われています。ワークブックとその他
の材料のための寄付、20ドルをぜひよろしくお願いいたします。お申し込みはこちらからです。
https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/60b0945aba72d6-take
Take It Personally: Project Cornerstone's Engaging Workshop for Parents and Caregivers

Wednesdays, Apr 11-May 9 (5 weeks), 6:30-8 PM, Jordan Middle School, MP Rm (4/11, 4/18, 4/25);
Library (5/2, 5/9)
A strong family is the best predictor of children's success. Join us to discover tools for strengthening
your relationship with your children in this 5-week workshop. Each week we will discuss and practice
ways to show caring, giving support, setting boundaries, and building strong relationships that help
youth succeed in school and life! You do not need to be a parent from Jordan, just an adult who cares
about helping kids thrive. Workshop paid for by PAUSD. Suggested donation for workbook and
materials: $20. Sign uptoday.
無料女性ウェルネスワークショップ:春
日時：４月１３日（金）午前１０時〜１１時
場所：Blossom Birth, 505 Barron Ave, Palo Alto
この無料のワークショップでは、Jalene Salus氏がIntegrative Nutritionの入門的なことを簡単な心、
身体、そして精神を育む方法を教えていただきながら学べます。あなたやあなたの家族の健康を支え
る食べものについてのディスカッションの間には春の美味しい食材をお楽しみいただけます。Jalene
氏はあなたに他のたくさんの知識を持っている賢明な女性と実際に話す機会を提供し、どのように自
分自身のケアと季節のリズムを上手に調和させて女性の健康の道への手引きを教えてくださいます。
数に限りがございますのでお申し込みが必須となっております。どうぞよろしくお願いします。
http://mindbodymoms.com/wellness-groups/
FREE Women's Wellness Workshop: A Taste of the Season with Jalene Salus
Fri, Apr 13, 10-11 AM, Blossom Birth, 505 Barron Ave, Palo Alto
In this FREE workshop, Jalene Salus will offer an introductory taste of Integrative Nutrition as she
shows you some sweet and simple ways to nourish your mind, body and spirit. Enjoy a little taste of
some seasonal spring bites while you discuss foods to support your unique body--and your
family--this spring. Jalene will show you how aligning your self-care with the rhythm of the season can
guide you on your path of women's wellness as she engages you in fulfilling dialogue with other
thoughtful, wise women. Registrationis required for this FREE workshop as space is limited!
地球の日に電気自動車に乗ってみよう！
日時：４月１４日（土）午前１０時〜午後１時
場所：1900 Geng Rd, Palo Alto
何か地球にいいことをしたいと思ったことはありませんか？Earth Day (地球の日)に電気自動車の試
乗をしてなぜEVが地球に良くてさらには運転するのが楽しいのか知ってみましょう！ぜひイベント
に来て試乗をし、質問をし、モデルも見て、さらにはどんなことができるのかを実際にご覧くださ
い。地球に優しくてできて電気自動車の良さも知れてwin-winです！
Take a spin in an electric vehicle for Earth Day!
Sat, Apr 14, 10 AM-1 PM, 1900 Geng Rd, Palo Alto
Want to do something nice for the planet? Take a demo ride in an electric vehicle for Earth Day, and
discover why EVs not only fight climate change, but are also fun to drive! Come to get your demo ride,
ask questions, and view the many makes and models on display. Honor the earth and check out an
EV for Earth Day--a win win!
パロアルトチェンバーオーケストラ(PACO) オーディションについて
日時：４月１５日・４月２９日
場所：Mitchel park Community Center
PACOは弦楽器を演奏される小学校から高校の生徒をお招きして２０１８年ー２０１９年のシーズン
のオーディションを開催します。詳細とオーディションの日程につきましてはこちら
をご覧くださ
い。ご質問はメールまたはお電話でお問い合わせください。
メール: 
info@pacomusic.org 電話：(650) 856-3848
Palo Alto Chamber Orchestra (PACO) Auditions for New Members
Sun, Apr 15 & 29, by appt, Mitchell Park Community Center

PACO invites young string musicians (elementary through high school age) to audition for the
2018-19 season. For more information and to schedule an audition, please visit
www.pacomusic.org/auditions/. Email info@pacomusic.org, or call (650) 856-3848 for questions.
iSingシリコンバレー：女の子は楽しみたいだけ（５K/２・５K）
４月２１日土曜日 午前９時 B
 edwell Bayfront Park, 1600 Marsh Rd, Menlo Park
iSingシリコンバレー少女合唱団が送る、８０年台の歌と曲を楽しんでいきませんか？ドイツ、チェ
コ、そしてオーストラリア旅行のための資金を集めるため、沢山の賞を受賞してき合唱団が楽しい音
楽をお届けします。娯楽、賞品、そして沢山のニオンを楽しみましょう。前払い申込値段は１２歳以
下の子様が１０ドル、１３−１７歳の子供は１５ドル、そして成人は２０ドルです。（当日料金は２
５ドルです。）12歳以下のお子様は成人者の付き添いが必要です。13-17歳のお子様はペアが必要で
す。申込、もしくは募金は個々まで：here
iSing Silicon Valley: Girls Just Wanna Have Fun Run! (5K/2.5K)
Sat, Apr 21, 9 AM, Bedwell Bayfront Park, 1600 Marsh Rd, Menlo Park
Come join the fun at this 80's-themed run/walk benefiting singers from iSing Silicon Valley girls choir
as they fundraise for their upcoming tour of Germany, Czech Republic, and Austria. All proceeds
directly benefit the girls in this award-winning choir! There will be entertainment, prizes, and plenty of
neon. Pre-event registration fees are: $10 for kids 12 and under, $15 for teens aged 13-17, and $20
for adults (adult registration price increases to $25 at the event). Note: children 12 and under need to
attend with a parent or adult; youth 13 to 17 need to run/walk with a buddy. Register or donate online
here
.
毎年恒例パロアルト交友看護学校ファンドレイザーとサイレントオークションショーフェスティバル
4月21日土曜日 午前11時から午後2時 F
 riend's Nursery School, 957 Colorado Ave (between Louis
& Greer), Palo Alto
パロアルト交友看護学校ファンドレイザーとパントマイムショーフェスティバルが4月21日土曜日午
前11時から午後2時まで行われます。ゲーム、クラフト体験、フェイスペインティング、食べ物、風
船、音楽、サイレントオークション、ベイクセール、賞品、そしてパロアルトキッズシアターのパ
フォーマンスなどがあります。入場料は無料ですが、ベイクセール、サイレントオークション、食べ
物、ゲームなどにお金を持ってきてください。どんな家族でも歓迎です。集まった資金は幼稚園の奨
学金として贈呈されます。
Palo Alto Friends Nursery School's Annual Fiesta Carnival Fundraiser and Silent Auction
Sat, Apr 21, 11 AM-2 PM, Friend's Nursery School, 957 Colorado Ave (between Louis & Greer), Palo
Alto
Palo Alto Friends Nursery School's Annual Fiesta Carnival Fundraiser and Silent Auction is on
Saturday, April 21st from 11 AM-2 PM. The Fiesta Carnival and Silent Auction will have games, crafts,
face painting, food, balloon animals, music, silent auction, bake sale, prizes, and special interactive
performances from the Palo Alto Children's Theatre. Admission is free, but please bring money for the
bake sale, silent auction, food, and games. It is a fun-filled day for the whole family. All proceeds go to
our scholarship fund to help provide quality preschool for all children.
お母さんアーティストの展示会
4月21日土曜日 午後2時から6時 Mitchell Park Community Center, El Palo Alto Rm, Palo Alto
お母さんアーティストの展示会は無料のイベントです。この展示会は我らが女性が強い意志と情熱を
持って制作されたアートワークを公共の場で紹介することが目的です。この展示会では35人の母親兼
アーティストの方々たちが83個の美しい作品を展示しますので、是非おこさまや友人をお連れしてく
ださい。詳細、ご質問などはinfo@simplestepscc.orgまで。
I am an Artist and a Mom Exhibition
Sat, Apr 21, 2-6 PM, Mitchell Park Community Center, El Palo Alto Rm, Palo Alto
I am an Artist and a Mom Exhibition is a free event open to the public. This exhibition aims to shine a
light on our community of women and demonstrate their strong will and passion through artwork

created by artist moms. In this exhibition, 35 artist moms will present 83 pieces of beautiful artwork.
Please feel free to bring your children and friends. For further information or questions, please email
info@simplestepscc.org.
プロジェクトセイフティーネット（PSN）コミュニティーミーティング：ティーンの精神の健康と付
き合い方
4月25日水曜日 午後3時半から5時半 R
 inconada Library, Embarcadero Rm, 1213 Newell Rd
PSNにてコミュニティーエンゲージメント監督Mary Hofstedtによるパートナーインアクションプレ
ゼンテーションに参加してください。「なぜ挑戦は成功を導くのか？生徒の健康と素行について」と
いうタイトルのプレゼンテーションで、Hofstedtさんが挑戦、成功の2つが学校、家族、コミュニ
ティーで役に立ち、生徒の健康状態を向上することについて学びましょう。更に、世界調査で生徒の
バランスやエンゲージメントについて分かったこともお話します。生徒にはボランティアしていただ
くこともできます。
参加する場合は、事前にご登録ください。RSVP here
Project Safety Net (PSN) Community Meeting: Innovating Approaches to Youth Well-Being
Wed, Apr 25, 3:30-5:30 PM, Rinconada Library, Embarcadero Rm, 1213 Newell Rd
Please join PSN for an informative Partner-In-Action presentation by Mary Hofstedt, Community
Engagement Director of Challenge Success. Ms. Hofstedt's presentation is entitled "Why Challenge
Success? Changing the Conversation to Support Student Well-being and Engagement." She will
provide an overview of how Challenge Success works with schools, families, and communities to
support change toward greater well-being. Ms. Hofstedt will also share national research findings
about student engagement and lack of balance. As always, volunteer/service hours are available to
students attending PSN meetings. RSVP here
.
楽しく家族とすごず日ー幼稚園/小学校無料イベント
4月29日 午前11時から午後2時半 200 Channing Ave, Palo Alto
楽しく家族と過ごす日を家族と共に祝いましょう！歩き始めた子供が楽しめるブース、楽しい音楽、
おいしい食事サンプル、そして周りの保護者様提供の様々な子供用アクティビティテーブルなどで一
緒に楽しい日を過ごしましょう。そしてお子様が遊んでる間に、保護者様は子育てのエキスパートの
方々から20分のワークショップの様々な秘訣を学んでいただけます。ご登録はこちらまで：
Register
here
Project Safety Net (PSN) Community Meeting: Innovating Approaches to Youth Well-Being
Wed, Apr 25, 3:30-5:30 PM, Rinconada Library, Embarcadero Rm, 1213 Newell Rd
Please join PSN for an informative Partner-In-Action presentation by Mary Hofstedt, Community
Engagement Director of Challenge Success. Ms. Hofstedt's presentation is entitled "Why Challenge
Success? Changing the Conversation to Support Student Well-being and Engagement." She will
provide an overview of how Challenge Success works with schools, families, and communities to
support change toward greater well-being. Ms. Hofstedt will also share national research findings
about student engagement and lack of balance. As always, volunteer/service hours are available to
students attending PSN meetings. RSVP here
.
Grace Lutheran 幼稚園BBQとサイレントオークション
4月29日（土曜日）
4-7 PM, Grace Lutheran Church, 3149 Waverley St, Palo Alto
私たちとともに昔懐かしいバーベQとZuc's Frontyard BBQ、飛び跳ねる馬、フェイスペイント、サ
イレントオークションなどを家族全員で楽しみましょう。Grace Lutheran 幼稚園奨学金とGrace
Lutheran青年教会グループへの協力を続けましょう。事前にチケットを
こちらからご購入ください。
大人：＄１５ １０歳以下：＄１０。質問：(650) 493-8942
Grace Lutheran Preschool Community BBQ and Silent Auction
Sun, Apr 29, 4-7 PM, Grace Lutheran Church, 3149 Waverley St, Palo Alto
Join us for an evening of old-fashioned BBQ and fun with Zuc's Frontyard BBQ, a jumpy house, face
painting, and a silent auction with offerings for the whole family. Proceeds support the Grace Lutheran

Preschool scholarship fund and Grace Lutheran Church Youth Group. Purchase tickets in advance at
gracepre.org. $15 for adults/$10 for children under 10.
Questions? (650) 493-8942
ガールスカウトについて学びましょう
4月30日（月曜日）
7-8 PM, Girl Scout House (in Rinconada Park near the Junior Museum), 1120
Hopkins Ave, Palo Alto
ガールスカウトのことを学ぶと共にゲーム、歌、活動などを楽しみましょう。どのようにしてグルー
プが作られたのか、登録方法、他の家族達と会いましょう。女の子は歓迎ですが、必須ではありませ
ん。もしこのイベントに参加できなくても、質問などがあればこちらまで：
ddrummond@girlscoutsnorcal.org.
Learn about Girl Scouts
Mon, Apr 30, 7-8 PM, Girl Scout House (in Rinconada Park near the Junior Museum), 1120 Hopkins
Ave, Palo Alto
Come learn about Girl Scouts while having fun with games, songs, and activities. Learn how troops
are formed, how to register, and meet with other interested families. Girls are welcome but not
required. If you are unable to attend but would like more information, please contact
ddrummond@girlscoutsnorcal.org.
LGBTQ+ コミュニティーアンケート
6月1日までに返事
LBGTQ+ コミュニティーの体験と必要性を測るために、Human Relations Commission (HRC) of the
City of Palo Altoがアンケートを作成しました。友達、家族などもアンケートに参加することは可能で
す。HRCはLGBTQ+コミュニティーのサポートの仕方と将来のプロジェクトのアイデアを求めていま
す。アンケートはこちらから。締め切りは6月1日です。質問：Minka van der Zwaag, Human
Services Manager、minka.vanderzwaag@cityofpaloalto.org・(650) 463-4953.
LGBTQ+ Community Survey
Respond by Fri, Jun 1
In order to better gauge the experiences and needs of the LBGTQ+ community, the Human Relations
Commission (HRC) of the City of Palo Alto has created a survey. Friends, family members and allies
are also welcome to complete the survey. The HRC wants to learn what it can do to better support the
LGBTQ+ community in Palo Alto and establish priorities for future projects and initiatives. Click hereto
take the survey. The deadline to respond is June 1, 2018. If you have any questions, please contact
Minka van der Zwaag, Human Services Manager at minka.vanderzwaag@cityofpaloalto.org, or (650)
463-4953.
パロアルト音楽の日2018ー１０周年
6月17日（日曜日）
3-7:30 PM, on University Ave, from Webster to High St（歩行者天国）、ダウンタ
ウンパロアルト
演奏者、ボランティアが必要です！パロアルト市は6月17日を世界音楽の日と定めました。世界音楽
の日は世界各地で行われる楽しい、ユニークなイベントです。パロアルトは今年１０周年を記念し
て、５０人のプロ、アマチュア演奏者が集まり、JAZZ、ポップ、ロック、クラシック、海外の曲、
コーラスmダンスなどの音楽を披露してくれます。全ての演奏は無料です。詳細は
www.pamusicday.orgもしくは
info@pamusicday.org
まで。ボランティアをしたい場合は
こちら
。
世界音楽の日はStanford Federal Credit Union 、Palo Alto Recreation Foundationによって開催されま
す。スポンサー：he City of Palo Alto, the Palo Alto Weekly, Palo Alto Online, the Palo Alto Chamber
of Commerce, the Palo Alto Downtown Business and Professional Association, Live SV, and News for
Chinese.
Palo Alto World Music Day 2018--10th Anniversary
Sun, Jun 17, 3-7:30 PM, on University Ave, from Webster to High St (closed to traffic and open for
pedestrians), downtown Palo Alto

Save the Date! Musicians and Volunteers Wanted! The City of Palo Alto has declared Sunday, June
17th as World Music Day! World Music Day is a fun, free and unique music festival that takes place in
cities around the world every year close to the Summer Solstice. Now, for the 10th year in Palo Alto,
50 professional and amateur musical groups will perform a wide variety of musical genres: jazz, pop,
rock, classical, world music, choral, dances and more! All performances are FREEand open to the
public. For more information please visit www.pamusicday.orgor email info@pamusicday.org. To
volunteer please click here. World Music Day is presented by the Stanford Federal Credit Union and
organized by the Palo Alto Recreation Foundation. Event sponsors include: the City of Palo Alto, the
Palo Alto Weekly, Palo Alto Online, the Palo Alto Chamber of Commerce, the Palo Alto Downtown
Business and Professional Association, Live SV, and News for Chinese.
ボランティアが必要です！
ベイエリアに来る交換留学生のためのホストファミリーが必要です。現在、
FLAG、USに本拠を置く
NPO交換留学団体です。この団体は25年以上の歴史があり、ベイエリアに住むホストファミリーを
探しています。こちらまでご連絡ください： (408) 505-2353 詳細は：
https://www.flag-intl.org/host.html
Volunteers Needed!
Host families needed for exchange students in the Bay Area. Currently, FLAG, a US-based nonprofit
international exchange organization with more than a 25 year history, is seeking host families in the
Bay Area. Please contact Janine at (408) 505-2353 for more information or visit:
https://www.flag-intl.org/host.html
学校が個別指導を必要としています
月曜日〜金曜日、1日あたり４ー⒍５時間
PAUSD特別支援局は個別で授業中特別な支援を必要としている生徒達の監督をしてくださる方を探
しています。もし時間、興味がある場合はこちら
まで。もしくはAnne Le, PAUSD Classified HRの
(650) 329-3957 まで。
One on One Aides Needed at School Sites
Mon-Fri, 4-6.5 hours per day at a number of our schools
The PAUSD Special Ed Department has a critical need for Student Attendants (one on one Aides) to
provide classroom support to students with learning and behavioral needs for the remainder of this
school year. If you have some extra time, and would be interested in working in the schools, apply
online
. You may also call Anne Le, PAUSD Classified HR, (650) 329-3957 for more information.
前回の記事より：
MFTのDanielle Seybold様と共に未成年の健康の会
４月１４日から５月１２日 各土曜日 午後３時から５時4966 El Camino Real, Ste #115, Los Altos
中高生のための精神、社会、そして美術に触れ合う会が設けられます。ウォームアップ、感覚の認
識、創造的なアート、そして中高生が日々戦っているストレスの原因など様々な分野を紹介します。
中高生はこの会で実践的で簡単な反発力を高めるテクニックを学びます。
http://mindbodymoms.com/event/teen_wellness_spring_2018/
話をしませんか？
４月１６日月曜日 午後七時から九時 L
 os Altos Library, 13 S. San Antonio Rd, Los Altos
IEP, 504他、発達障害について保護者様と質問しあい、学び、お互いをサポートしあいましょう。ど
んな方でも歓迎しておりますが、お互いを尊重し合うようにしてください。SELPA 1 CACの提供よ
り
http://www.selpa1cac.org/.
女性限定ヨガ
４月１７日火曜日 午後７時４５分から９時１５分まで B
 lossom Birth, 505 Barron Ave, Palo Alto

この６週間の中で、ユニークなヨガやメディテーション、自己愛日記及びに周りの方とお茶をしたい
女性を募集しております。自分の時間を育て、自分の健康を良くすることで、エネルギーと自己愛を
広めて行きませんか？６週間限定なので、定員数がございます。お早めにご登録願います。
https://www.blossombirth.org/wildflower-yoga-womens-circle.html
自分を大切にしましょう：マインドフルネスと子育て
日時：４月１８日（水）午後７時〜９時
場所：Santa Rita Elementary School, 700 Los Altos Rd, Los Altos
子供精神科医のLinda Lotspeich先生をお招きてイベントを開催します。障害のあるお子さまの子育て
をする中で困難にぶつかったりストレスを感じてしまったりすることがありませんか？このイベント
ではメディエーション、ストレスの軽減法、自尊心の発達、またそれらの感情をコントロールする方
法を含んだ「マインドフルネス」を学ぶことができます。未来を計画しながら、今をもっと意味のあ
る日にする方法を見つけましょう！
SELPA 1 CAC提供 (http://www.selpa1cac.org/)
春：女性健康グループ Jalene Salus先生
日時：４月２０日（金）〜 ６月１５日 午前９時１５分〜１１時１５分
場所：Blossom Birth, 505 Barron Ave, Palo Alto
このグループでは、Jalene Salus氏が素晴らしくてなおかつ簡単な心身を養う方法を彼女のヘルス
コーチ(Integraive Nutrition)の知識をシェアしながら教えてくださいます。今冬はオーガニックで地域
の季節の食材を食べながらあなたのユニークな身体、さらにはあなたの家族の健康をサポートする方
法を話し合っていきます。Jalene氏はあなたに他のたくさんの知識を持っている賢明な女性と実際に
話す機会を提供し、どのように自分自身のケアと季節のリズムを上手に調和させて女性の健康の道へ
の手引きを教えてくださいます。数に限りがございますのでお申し込みが必須となっております。ど
うぞよろしくお願いします。
http://mindbodymoms.com/wellness-groups/
パロアルト スピーチ・ディベートキャンプ
期間：６月４日〜８日 / ６月１１日〜１５日
これまでの１４年間、Palo Alto スピーチ・ディベートキャンプを経験していった生徒たちはパブ
リック・スピーキング、リサーチスキル、*クリティカル・シンキング（批判的思考）、そして高い
自信を身につけてきました。Palyの全米的に有名なディベートチームが考えたこのキャンプは生徒４
人に対しカウンセラーが１人つくので、それぞれの学生がしっかりとした個別のサポートを得ること
ができます。このキャンプに参加するのが初めてでまだ人前で話すことに少し抵抗を感じているかた
も、ベテランの方も、PASDCのスタッフが基本のレベルから応用のレベルまでの豊富なクラスの中
から一人一人にあったカリキュラムをご用意します。お申し込みと詳細はpasdc.comまでお願いしま
す。
*批判的思考：あらゆる物事の問題を特定して、適切に分析することのよって最適解にたどり着くた
めの思考方法 (Wikipediaより
)
Teen Wellness Group with Danielle Seybold, Associate MFT
Saturdays, Apr 14-May 12, 3-5 PM, 4966 El Camino Real, Ste #115, Los Altos
Teens will have the opportunity to explore a fulfilling mixture of mindfulness, community, and
expressive arts activities. Activities include gentle movement warm-ups, sensory-awareness
mindfulness practices, creative arts and a dialogue about common sources of stress to help normalize
the challenges teens face. Teens will also learn practical, simple andstraightforward techniques to
increase resilience during challenging times.
http://mindbodymoms.com/event/teen_wellness_spring_2018/
Let's Talk
Mon, Apr 16, 7-9 PM, Los Altos Library, 13 S. San Antonio Rd, Los Altos

A chance to ask questions and share ideas, resources, and support with other parents of students
with IEPs, 504s, learning differences, mental health challenges, etc. All are welcome, participants
must respect confidentiality. Organized by SELPA 1 CAC http://www.selpa1cac.org/.
Wildflower Yoga Women's Circle at Blossom
Tue, Apr 17, 7:45-9:15 PM, Blossom Birth, 505 Barron Ave, Palo Alto
This 6 week series invites women of all ages to treat yourself to a unique offering of vitalizing yoga,
inspiring meditation, self-love journaling followed by a sharing circle nourishing your soul and body
with laughter, tea and divine treats. By making the time to nourish yourself and cultivate your own
wellbeing, you will plant joyful seeds of more self-care and regain more energy and inspiration to
nourish your loved ones. Register now for this 6 week series as space is limited!
https://www.blossombirth.org/wildflower-yoga-womens-circle.html
Taking Care of You: Mindfulness and Parenting with Challenges
Wed, Apr 18, 7-9 PM, Santa Rita Elementary School, 700 Los Altos Rd, Los Altos
With Dr. Linda Lotspeich, Child Psychiatrist and Clinical Professor. Parenting a child with disabilities
can lead to difficult emotions and stress. The practice of mindfulness, including meditation, can
reduce stress, improve self-esteem and allow you to better manage these emotions. Learn to move
from coping to living a more meaningful life in the present moment, while still planning for the future.
Organized by SELPA 1 CAC http://www.selpa1cac.org/.
Spring Women's Wellness Group with Jalene Salus
Fridays, Apr 20-Jun 15, 9:15-11:15 AM, Blossom Birth, 505 Barron Ave, Palo Alto
In this nourishing group, Jalene Salus will share the wisdom of Integrative Nutrition as she introduces
sweet and simple ways to nourish your mind, body and spirit. Enjoy a little taste of organic, local,
seasonal winter bites while you discuss foods to support your unique body -- and your family's health
-- this winter. Jalene will show you how aligning your self care with the rhythm of the season can
guide you on your path of women's wellness as she engages you in fulfilling dialogue with other
thoughtful, wise women. Registration is required as space is limited!
http://mindbodymoms.com/wellness-groups/
Palo Alto Speech and Debate Camp
June 4-8 and June 11-15
For the past 14 years, students have left Palo Alto Speech and Debate Camp with improved public
speaking, research skills, critical thinking abilities, and self-confidence. Taught by Paly's nationally
ranked speech and debate team, the camp offers an unmatchable 4:1 student-to-counselor ratio that
provides students with individualized support. Whether a student is a first-time camper with a fear of
public speaking or a seasoned competitor, PASDC offers customized curriculum for students of all
experience levels with our basic and advanced tracts. Register or learn more at pasdc.com.
For older Community announcements, see Recent Issues of the Gunn Connection.

