
カレンダー

最新のイベント情報についてはガン高校のカレンダーとWebサイトを参照してください。

３月２９日

午後４時半　APテストタウンホール　保護者
午後７時半　ガン保護者クラフトサークル

３月３０日

午後６時　9年生保護者LindaKirschとのネットワーク会議
３月３１日

午後３時　シニアサイン配布

４月１日

午後１時半　特別PTSA Gneral Assoc.会議
午後３時　シニアサイン配布

午後７時半　11年生保護者ネットワークソーシャル
サマースクール登録最終日

４月２日

ミニマムデイ

４月３日

Grab-n-Go　RSVP期限
４月４−９日
春休み

＊イベントの日時は、この発行日現在のものであり変更される場合があります。最新の情報はガンカレンダーをご確認ください。カレ

ンダーの修正、または追加についてはMartha Elderonにお問い合わせください。

**NEW** 第３回目毎年行う家族サミットー2021年シリーズ
PAUSDはコミュニティーが一緒になって第３回目家族サミットーを開催するのをたのしみにしています！
今年のテーマは「学びを通して仲良くなろう」です。この大変な時期に三日間のサミットでみんなが一緒

に楽しめるような企画です。このサミットはすべてオンラインで行います。イベント当日の朝、キーノート

スピーカーとプレゼンテーションのリンクが開かれます。リンクがもらえるようにRSVPしてください。
詳細やお申し込みはこちら：www.pausdfamilies.org
開催イベント：力とは何か？

4月17日、土曜日2日目：学問を成功させるための平等　午前9時から午後12時45分
5月15日、土曜日3日目：未来のリーダーを作る　午前9時から午後12時45分

**NEW** 自然に優しい！春休み旅行
春は宗教や文化のお祝いごとが多い時期です、、、そしてその際一回きりで捨てるプラスチック容器も沢

山出てきます。プラスチックのデコレーションやギフトを生分解性や再利用可能なもの

に変えたりして自然に優しいものを使ってください。オーガニックの卵やお肉を買ってください。このよう

な行事ごとでも自然にいいものを使いましょう。過越 ホーリー祭 イースター

**NEW** パロアルトアートセンターにいる生徒さん達のためのアートクラス
学校帰りもしくわ土曜日にあるアート教室に来て生徒さんたちのアートの才能を開花させましょう。クラス

は６歳から１８歳で絵具、絵の描き方、ミックスドメディア、そしてセラミックを4月12日から教えます。クラ
スはPalo Alto Art Center (1313 Newell Road)の前とzoomでも行います。クラスのスケジュールと詳
細はオンラインカタログで見つかります。質問がある場合は Rebecca Passarello 650-617-3509
にコンタクトを取ってください。

**NEW** Class of 2022 - 11th Grade Parent Network Social

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscM8vSXwxOk8uWQg1znCkpJfPypGCW5SjTE_rbii855pzfelT2KTfUkT8yaiIWniqu_cbWR0T-pvjJwnYTmRz2EhDXeQZvp2_4ii2Rg5UbZus5RIdaPOng4E=&c=lYaCbFMkcDK0NdnXS1lKfYR_tGGRnsUa4rapLICOHxlH_BNJtSMjNg==&ch=wVspl7vzIkjNnfUZ_I4G-enouNpgjr0haay6fOajfFUlusNHIOWjAQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscGrqVKavi2cgbWESGt07CVQ4hV5zWhm5Mvrhh9WdT2_5aFok7oGXueKLzPypmxjkz0Ik3eqmujONicUBjrwm3FFiJKPyw-wloA==&c=lYaCbFMkcDK0NdnXS1lKfYR_tGGRnsUa4rapLICOHxlH_BNJtSMjNg==&ch=wVspl7vzIkjNnfUZ_I4G-enouNpgjr0haay6fOajfFUlusNHIOWjAQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscM8vSXwxOk8uWQg1znCkpJfPypGCW5SjTE_rbii855pzfelT2KTfUkT8yaiIWniqu_cbWR0T-pvjJwnYTmRz2EhDXeQZvp2_4ii2Rg5UbZus5RIdaPOng4E=&c=lYaCbFMkcDK0NdnXS1lKfYR_tGGRnsUa4rapLICOHxlH_BNJtSMjNg==&ch=wVspl7vzIkjNnfUZ_I4G-enouNpgjr0haay6fOajfFUlusNHIOWjAQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfsmmXvY71n2YG-TMkm4v5nmQPfUC_z3zTC9mVt4_NZNxcgS-fC-NBobYYmx1xpGPAM9VkdlNP60sFOGdHpNAC-jiehdwN1dRZw==&c=k90oe58L8et6BPdW-EWEZavoD4aGElGYVXo5OFwraHZMRFfpYSds3g==&ch=ZElqby-1RYcdFPhkvdtcMgcmim7eCYoI2FBhq6UQtWdl810VKviEug==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfsmmXvY71n2Yj2UpGv9KG4UmTnPQth4GghKbuHLHpm56bzvVubAJDJQ6cqkxoN9KGg43aYJgm1In0i1cHqZgHf9ZOI_a_8MlOw==&c=k90oe58L8et6BPdW-EWEZavoD4aGElGYVXo5OFwraHZMRFfpYSds3g==&ch=ZElqby-1RYcdFPhkvdtcMgcmim7eCYoI2FBhq6UQtWdl810VKviEug==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfsmmXvY71n2Y5-a1s-HwQxpbUu4r3FhjGUd7U_UDz58VwDfT3DIo4QXcOEKK5fkv6CphjR_XmBwC_qaDG5Z_Ewtn9aGjeDpFxNIVHVKT1rUOUhgaZx7HdxAlwtXP5FK4mjKajxoXHiJY&c=k90oe58L8et6BPdW-EWEZavoD4aGElGYVXo5OFwraHZMRFfpYSds3g==&ch=ZElqby-1RYcdFPhkvdtcMgcmim7eCYoI2FBhq6UQtWdl810VKviEug==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfsmmXvY71n2YAu20YL66xaOvY80oX9hfbKiBBoCq4SnPSxTcSM5-0L55IKO2VcMgJmnjYcFbcNrfAqILl9iws0eFfv5A2TyhYqvkNhoZN6Ph4NlkVOl4msHzX4AXyBb-vD9nI6ZzSIVYMD6xlmrK_kpk3V-kFSsqsaehTBn6PhBL&c=k90oe58L8et6BPdW-EWEZavoD4aGElGYVXo5OFwraHZMRFfpYSds3g==&ch=ZElqby-1RYcdFPhkvdtcMgcmim7eCYoI2FBhq6UQtWdl810VKviEug==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfsmmXvY71n2Y-BQ_yj6kwC23nSP-3ym80uXcnNnncH7ClK41ulwYT-xa9frSgCOpje0ibxyYFD7-cbP60SRiMFTAYtuk2REy7LRVEZ1vue7lgVqKUImLiVUHpp411km8yBbtBWwWLK_z&c=k90oe58L8et6BPdW-EWEZavoD4aGElGYVXo5OFwraHZMRFfpYSds3g==&ch=ZElqby-1RYcdFPhkvdtcMgcmim7eCYoI2FBhq6UQtWdl810VKviEug==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfsmmXvY71n2Yx-ovU9xw25uv_oXQnhkgly7NfdXLaj5TtxgcwmX1ZF_h5F_TeCHSi8RIWe1HzJ0gjpAjI7h6YSNEmIx2irNwvJ_oJlb_kuSSap3HsrK31iW541KYXBK-xA==&c=k90oe58L8et6BPdW-EWEZavoD4aGElGYVXo5OFwraHZMRFfpYSds3g==&ch=ZElqby-1RYcdFPhkvdtcMgcmim7eCYoI2FBhq6UQtWdl810VKviEug==


4月1日（木）午後7時30分
4月1日（木）午後7時30分からZoomで11年生の保護者ネットワーク交流会を開催します！議題は特に
ありません。他のジュニアの保護者の方と知り合いになり、オープンなディスカッションを楽しみましょう。

質問や共有したいことがあれば、何でもお持ちください。皆様のご参加をお待ちしております。イベントの

前日にZoomのリンクをメールでお知らせします。

**NEW** PTSA特別総会のご案内
4月1日（木）午後1時30分～2時00分
PTSA総会では、Global Cultures "Grab-and-Go" Tasting、全校Spirit Outreach Mailing、PTSA主導
の生徒のウェルネスとエンゲージメントプロジェクトの予算調整を学年ごとに配分して承認し、残りの年

度の資金を放出することになります。この臨時総会の通知に記載されているビジネスのみが取引されま

す。Zoomのリンクは会議の前日にメールでお知らせします。

**NEW** 12年生全員を対象としたシニアサイン配布のお知らせ
3月31日（水）、4月1日（木） 3:00 - 4:00PM
シニアサインが完成しました！皆さんの窓や前の芝生に飾ってください。3月31日（水）または4月1日
（木）の放課後、午後3時から4時の間に、車、自転車、または徒歩でサインを受け取り、ドーナツを食べ
てください。キャンパス内にいる方は帰りに寄っていただいても構いませんし、通信教育を受けている方

はキャンパス内を車や自転車、徒歩で移動していただき、"Hi "と言っていただくのも良いと思います。両
日の放課後、安全対策をしながらお手伝いいただけるボランティアを募集しています。ボランティアには

こちらからお申し込みください。このサインを誇らしげに飾って、私たちの素晴らしいシニアクラスを応援

してください。Go Titans!

** NEW ** 人種的暴力に対するパロアルトPTA評議会の見解
PTACは、アメリカ中の評議会と共にアジア系アメリカ人の連帯と支援を呼びかけ、いかなる人種的暴力
を認めません。 私たちは、すべての生徒、家庭、教職員が安全で、ともに支え合う学校環境を作り出せ
るよう、提携団体と協力しながら多様性・公平性・インクルージョンを改善していきます。アジア系アメリカ

人への暴力に対する米国PTAの声明はこちら。より詳しい資料はこちら。

**NEW** PTSA春表彰式 助成金
Gunn PTSAは秋に行われた Back -to-schoolキャンペーンで沢山の親御さんの支えのもと$36,000の
助成金をもらいました。この助成金は学校もっといい学びの環境にできるように使います。秋と冬の助成

金以外にもらった18個の表彰を見るにはこちら。この助成金は１クラスもしくは学校全体で行われる生
徒を楽しく教えるもしくはサポートするプログラムんい使われます。先生は何かを買う際地元の会社をサ

ポートする事を勧めています。

**NEW** APテストスケジュールに当たってのタウンホール
３月２９日（月）午前９時１５分（学生の場合）午後４時半（保護者の場合）

現在のAPテストスケジュールに関してのライブダイアログにガン管理チームと共に参加してください。３
月２９日（月）の午前９時１５分から生徒タウンホール会議を行い、生徒の質問や懸念に対応します。同

日の午後４時半からは保護者へ対しての質疑応答を行います。

** NEW **COVIDテスト；スタッフと学生のため

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfsmmXvY71n2YfxoDN8DKhEZETz7dOyRL-SNFRPnlMztnYYKr6Q9jqhPrD6pb2KD72_L0nurzrrhUBPC94Gt9hQKJ0D1xBGlApbt2rn6bolhbM4ZrIo8vCZcwOOiGAqpbGFhdBe8Dc4vb_GG1UiWe_F0diIOEywFQig91yfEGq9jl&c=k90oe58L8et6BPdW-EWEZavoD4aGElGYVXo5OFwraHZMRFfpYSds3g==&ch=ZElqby-1RYcdFPhkvdtcMgcmim7eCYoI2FBhq6UQtWdl810VKviEug==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfj9ZP9fJIawslN541WIcaRcu06bItH7EYFjLEklgQpMeDTzMWOLrNTaLLloDrj1tMuib8zbqi0AU-_ZlwfRYyW_V0cceBQmyRsAT7vFeYx4YpoI-fcQsRYM=&c=k90oe58L8et6BPdW-EWEZavoD4aGElGYVXo5OFwraHZMRFfpYSds3g==&ch=ZElqby-1RYcdFPhkvdtcMgcmim7eCYoI2FBhq6UQtWdl810VKviEug==


来週より、PAUSDはPredicine, Inc.と提携して、学生と教職員を対象にCOVID検査を提供します。検査
は以下ルールに沿って行われます。

● 健康診断プロトコルで症状ありと判断される学生、教職員

● 学校や職場でCOVID-19罹患者と接触した学生、教職員
● 感染が急拡大する状況では、可能性があるすべての学生、教職員を対象とする

● 無症候性の人を対象とした月2回のモニタリング検査を、対面授業を受ける中高生の25％に実
施する。（注：モニタリング検査は、無症候性の人でもCOVID-19の存在を検出する）

● 月/2回のPAEA Unit Member検査
● （現在のオレンジティアから）イエローティアに移行するまで、屋内スポーツに参加するアスリー

ト、コーチ、サポートスタッフを対象に週2-3回検査を行う。
注目：PAUSD / Predicine, Inc.を通じてCOVID検査を受けるには、検査を受けることへの同意が必要
です。同意書の署名、および検査プログラムへの参加は、COVID検査の結果をDistrict Nurseおよび/
またはHRディレクターへの共有に同意することとなります。同意書のコピーは事前に閲覧できます。印
刷した同意書は、リクエストに応じて学校で入手できます。

COVID検査トレーニング、Q＆A
Predicine社によるCOVID検査のバーチャルトレーニングのご案内です。高品質で公平なサービスを提
供するため、セッションは以下3種類の言語で行われ、時間を選んで参加できます。れます。プレゼン
テーションでは、検査の登録、リクエストフォーム、バーコード添付、鼻腔スワブを使った検体採取、パッ

ケージング、およびテスト結果について説明します。

3月29日（月）
午後5:30 PM - 6:00 PM：英語プレゼンテーション/ QA
午後6:00 PM - 6:30 PM：北京語のプレゼンテーション/ QA
午後6:30 PM - 7:00 PM：スペイン語のプレゼンテーション/ QA
ZoomMeetingリンク：
https://pausd.zoom.us/j/96612413547?from=addon　Meeting ID：966 1241 3547
One tap mobile + 16699006833,,96612413547＃US（サンノゼ）

9年生　 大学カウンセラーのLindaKieschと9年生の保護者ネットワーク会議
３月３０日（火）午後６時

9年生の保護者–　ガンの大学とキャリアセンターについて知りたい事全てについて、LindaKirschとの会
議にご参加ください。ZOOMのリンクは、イベントの前日にUpToUs経由でメールで送信されます。

**アップデート** The Gunn PTSA 春期スタッフ補助金
締め切り　4月15日
次回のスタッフ宛補助金は、校内およびリモート授業の再開に必要となる物資の購入に役立てられま

す。承認が下り次第、随時PTSAより連絡がきます。申請はここから
1. 非技術系の補助金は一回の申請毎に＄2,000まで: それ以上は都度検討します。

インストラクション付きの技術向補助金を新たに追加しました。PTSAはスタックが指導及び学習のため
に利用する技術系ライブラリの構築を目的とした、ハイブリッド式のインストラクション付きの試験的な技

術に補助金を出します。

**アップデート** 直近のZoom会議の記述内容と録画

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfsmmXvY71n2YdQajYM3JIKndGMAgaQ_WF3UbWyTal2i-oAh4p6L9NgazaIp7kYM2wpbkcNQ5jNruxtkLI1N-pPOglNyDn-I0_6I-LrXVhUsyFet2ftyjk6gRDsJeqqQkTw==&c=k90oe58L8et6BPdW-EWEZavoD4aGElGYVXo5OFwraHZMRFfpYSds3g==&ch=ZElqby-1RYcdFPhkvdtcMgcmim7eCYoI2FBhq6UQtWdl810VKviEug==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfpSXDRunY3y3flUQeFA30WQ1ueNMTkWoNTutPEcZzEYVvYIHpdqJULnnEdI-nP2MGddA7HmB2Ikwbju2tDaftleAn9ScfMsX_hKmGMHIg3a9&c=k90oe58L8et6BPdW-EWEZavoD4aGElGYVXo5OFwraHZMRFfpYSds3g==&ch=ZElqby-1RYcdFPhkvdtcMgcmim7eCYoI2FBhq6UQtWdl810VKviEug==


· 録画　3/16に行われたScott FriedとのParent Ed Night
· 録画 と スライド 3/8に行われたReturn-to-Campus Orientationウェビナー
· 3/3に行われた2022年度卒業生の為の録画 Naviance Presentation

録画 と記述内容 2/26に行われた校長先生による夏期講習について

**NEW** ガンのカウンセリング
アカデミック、出席と他の事情に基づいて選出されている生徒のために、ガンは1週間に４回、学校に行
けるようにします。もし、あなたの生徒が4日、学校のキャンパスに行くのに賛成の方は、下のフォーム
に記入してください。生徒のカウンセラーは許可をもらうのに推薦状を管理人に転送します。フォーム：

4-day In-Person form

**NEW** 「グラブアンドゴー」生徒のためのグローバル文化の試食バッグピッグアップは、4月24日に行
われます

4月3日までにお返事をください
多様性を促しながらガンのコミュニティの深い文化と興味を紹介するのに、PTSAは、インタナショナル
ウィークの代わりに生徒達のために4月24日にグローバル文化の試食バッグピックアップを設けます。コ
ロナ下のルールを守りながら開催されます。ボバティーキットや世界からのいろんなお菓子をもらえま

す。チャンスを逃さないで、サインアップしましょう！生徒は、このフォームを使って4月3日までに返事を
ください。もらった返事によって幾つ準備したらいいのか把握することができます。生徒のIDは、ピック
アップの時に必要です。キャンパスに行くのにいい機会です。

**NEW** 英語の本
返さないといけない本は、ありませんか？もうすぐ返却期限が過ぎる本ともう過ぎている本は、水曜日か

木曜日（午後3時ー午後4時15分）、英語のオフィスに返却してください。キャンパスにいる生徒は、来週
の昼休みか休み時間に返却できます。

物理的な英語の本のコピーはいりませんか？英語のクラスのための本をまだ取りに来ていない生徒

は、取りに行けます。来週の水曜日か火曜日、昼休みか放課後（午後3時ー午後4時15分）に英語のオ
フィスに来てください。

質問のある方は、英語の先生か英語のオフィスにいる Ms. Glover に連絡をしてください。
lglover@pausd.org

** NEW ** Breathe with MeがGunnにやってくる！
4月22日（木）〜25日（日）
世界的なアートプロジェクトBreathewith Meが4月22〜25日にガン高校にやって来ます。学生、
職員、家族の皆様など、ガン高校のコミュニティ全体が招待されています。ガン高校のサッカー場

を囲む長さ777フィートの帆布にウルトラマリンブルー色で「描く」ことになります。 Breathe with
Meは、パンデミックによる困難に関わりなく、人生、健康、コミュニティといった私たち全員を結び
つけるもの＝呼吸することを祝うものです。たくさんのボランティアを必要としています。支援にご

興味がおありでしたら、こちらのフォーム（ボランティア参加を義務付けるものではありません）に

記入してください。折返しご連絡いたします。ご支援いただきありがとうございます！

** NEW **ゴルフの練習は3月29日（月）に始まります
男子ゴルフチームのトライアウトは今週開催されます。興味のある方は、Marc Iglerコーチ（
migler@pausd.org）までご連絡ください。

** NEW **教育長のメッセージ

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfr8Qp7ENh4jxXSjnGyC4YWCsHSh8WLe9s0UqzmxRuc_11nt0uMWclV0mlb7ehQ8OndgprdNv2wXkgEGgTi9ZuzpluM4qoLvR5vc6t8bNIml9Z3VawsziUG-s_ydzyXTdtg==&c=k90oe58L8et6BPdW-EWEZavoD4aGElGYVXo5OFwraHZMRFfpYSds3g==&ch=ZElqby-1RYcdFPhkvdtcMgcmim7eCYoI2FBhq6UQtWdl810VKviEug==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfpSXDRunY3y3h9U5TUgpRu_Iyn2E8VK83cz_yr2-cP7w8H-tcTq543HqyrlXJIBwu8PF3pymZ2GAAj7NyZL1wLw7hxDwPtZheVFF3tbQDJg1aiRMm50zMEjDMgitBDeyeA==&c=k90oe58L8et6BPdW-EWEZavoD4aGElGYVXo5OFwraHZMRFfpYSds3g==&ch=ZElqby-1RYcdFPhkvdtcMgcmim7eCYoI2FBhq6UQtWdl810VKviEug==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfpSXDRunY3y39Rv_UdAtVhxhgf4jR1Rad55J1aMzFHNcHRrz30WWgZ161KGSZjyt8EybMitIOOFb34zxco91GJ1UW427sfQlZgQ8QIWTkoAdVYJU_ibOgwlhKvU6phgQOhln7NBjYn5iBglsxP2sPO5AgU_VTUgGkmW8qMUda4VDXj-sWlbPyQTjlgkl0UAc_zTp0h2egH23_8-GdbMELHVpMFJyhOrvfQ==&c=k90oe58L8et6BPdW-EWEZavoD4aGElGYVXo5OFwraHZMRFfpYSds3g==&ch=ZElqby-1RYcdFPhkvdtcMgcmim7eCYoI2FBhq6UQtWdl810VKviEug==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001M9RKEMWVQQSTrcc3w7EiVSUDQUnwrVm2rybI4lJ1gY_B5If7Dux3A836tzH1Fx1dHRZtB8QlfjTyFROLYvo5Qub_wqzQRt-8wUIBvBxekIoYZ2625uRhxZ-utYurO-LfQu9S0nenCe8ODyRi9doFlhs-xBZPE8aBrTLX1vN9IzedY-fdhkGnq_uo-ScTjxq9Oqy-VruEJuk=&c=qQPvjN1QYA3ILHCNanynquwU6MCOfjKTZox3sCMngQhwGXSRzD1w8A==&ch=vNVSyVqOgbIn4xyKXjkB4OL-XzaK-hWTm_UF58Inx_wjKYeFh2xuLQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfgcdtEW6DQa1FNzk82OaNcoiY-HvuCNhYHSZYThUcRnCt3OlVUyhDRvmyHKDbqDayx3Ox8gEtzyWqW88kCkaQZhDlNCVvH4HZRKCPQdJm4z56JKyWpARmVUwxY2tkqGnaBHklwWGEoWjHSQz7m6YGv32xHUEQZxZVk5MLxo49dEB8E1tdvkVTYo=&c=k90oe58L8et6BPdW-EWEZavoD4aGElGYVXo5OFwraHZMRFfpYSds3g==&ch=ZElqby-1RYcdFPhkvdtcMgcmim7eCYoI2FBhq6UQtWdl810VKviEug==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfgcdtEW6DQa1R1c25FUPOM5C8heEyLHJgiT9IfB4bjtBM_iPdKH8HkuKwftD56E09IBaAHRXWudMWUYZjcojSiyy2jPbgd1pmfMqUqjmK_JKgBNrSSDqnvFo_4LkUh6GGELEc3urO8nONuPhnYhhbfBnOpJddEmuXF7OWQk3f5iFF44fktL4kTU=&c=k90oe58L8et6BPdW-EWEZavoD4aGElGYVXo5OFwraHZMRFfpYSds3g==&ch=ZElqby-1RYcdFPhkvdtcMgcmim7eCYoI2FBhq6UQtWdl810VKviEug==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfsmmXvY71n2YSpPlO42ZHPk3g0d7UYwKmQo9XbQDMfrtaPocNiM3s4_kqlVy-pA4V7XYdM3-xqQtzSYldvZykTQ2ubch9ZegVGx50e4Kweg3zB1WvR73-AVfyecdhcvw4daE5HV-pWMmequytYmlwo0Vl8uo74bQ_Z2cywU44YGjFJQsKfcXZNDcEBjG-9UckroD_-HcRWrp&c=k90oe58L8et6BPdW-EWEZavoD4aGElGYVXo5OFwraHZMRFfpYSds3g==&ch=ZElqby-1RYcdFPhkvdtcMgcmim7eCYoI2FBhq6UQtWdl810VKviEug==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfsmmXvY71n2Ybh81jfJLahlCvw33cfCB7Tj4-8qbFQnApltoFqA2S4AdiwUtpWL39id4hZ9P1Te3k3_YTwcMpUdrsSiZqQ4B6rZnZm0zzSgJSyZtASokb7Omk5WEszPzv6105TcfOMB51tdS4F6L4Vxs_z3a2yRd-5VvVlbGWXbgm874qbX7NI2If2_rNOn-5QS9YuPfGecpaDkKHkHI6qpMMYuyKpRwoIikGW5TazJQjyP_DlZIk7fwoZbARyKdDgn5urLmgLPh&c=k90oe58L8et6BPdW-EWEZavoD4aGElGYVXo5OFwraHZMRFfpYSds3g==&ch=ZElqby-1RYcdFPhkvdtcMgcmim7eCYoI2FBhq6UQtWdl810VKviEug==
mailto:lglover@pausd.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfsmmXvY71n2Y5WT30q8l7D-mutXjRxFwHUV_3Ay3b6hzb53zmA0BQ7fLZYRQXSEHHyTW5LHKtmxnFIuwcdxmD8DgH00W1c_9CW43mJs81PBJ_Y30tOL67cWbyHKlPLNDSCGnYmpeKXqr4daQM7ci3fIFGbJQgBl4vwbVx9KzXKJs9Xt63HGrqL5M__GtHx5s4Tj3NOdJqRP7&c=k90oe58L8et6BPdW-EWEZavoD4aGElGYVXo5OFwraHZMRFfpYSds3g==&ch=ZElqby-1RYcdFPhkvdtcMgcmim7eCYoI2FBhq6UQtWdl810VKviEug==
mailto:migler@pausd.org


ここで教育長の3/26メッセージを読んでください。

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001M9RKEMWVQQSTrcc3w7EiVSUDQUnwrVm2rybI4lJ1gY_B5If7Dux3A5QAkrexc2RMVGcDgnrOU9-Ba-KJ9iwb_NEeF2cVncJju00Mm03HNLWAIvnQm3wrToeikHZG8ds752uYamv1LgJ47V-htZr_UdERjl_IjplzejsZlTsQTCzKYrQzKHxHG7TUqopgQ3DZ&c=qQPvjN1QYA3ILHCNanynquwU6MCOfjKTZox3sCMngQhwGXSRzD1w8A==&ch=vNVSyVqOgbIn4xyKXjkB4OL-XzaK-hWTm_UF58Inx_wjKYeFh2xuLQ==

