Gunn Connection
カレンダー
10月5日（金）
休校日
10月8日（月）〜10月12日（金）
校時変更（カレンダーを見てください）
10月8日（月）
午後４時、スタッフラウンジでサイトカウンセル
午後６時、タイタンジムとボウジムでカレッジフェアー
10月10日（水）
PSATとアセンブリ、午後12時に学校が終わります。
10月11日（木）
午前8時45分、スタッフラウンジでPTSAミーティング
10月12日（金）
午前8時、図書館で献血バンク
午後4時半、フレッシュマンとソフモアのフットボールゲーム
午後7時、バーセチーのフットボールゲーム
10月16日（火）
午後7時、図書館で"Colleges That Change Lives"
10月17日（水）
午後6時半、図書館で「Sources of Strength」ペアレントナイト
10月18日（木）
午後7時、JLSのカフェトリアムでJLSのバンドとガンのウインドアンサンブルのコ
ンサート
10月19日（金）
午後7時半、パリーのヘイマーケットシアターでジャズコンサート
Fri, Oct 5
NO SCHOOL - Staff Development Day
Mon-Fri, Oct 8-12
Alternate Schedules (see Calendar)
Mon, Oct 8

Site Council, 4 PM, Staff Lounge
College Fair, 6 PM, Titan & Bow Gyms
Wed, Oct 10
PSAT/Grade Level Assemblies - 12:00 PM Dismissal
Thu, Oct 11
PTSA Meeting, 8:45 AM, Staff Lounge
Fri, Oct 12
Blood Donation Drive, 8 AM, Library
Football vs. Saratoga, 4:30 PM Frosh/Soph, 7 PM Varsity, Football Field
Tue, Oct 16
"Colleges That Change Lives," 7 PM, Library
Wed, Oct 17
Sources of Strength Parent Night, 6:30 PM, Library
Thu, Oct 18
JLS Band & Gunn Wind Ensemble Concert, 7 PM, JLS Cafetorium
Small Ensemble Concert, 7 PM, Spangenberg
Fri, Oct 19
Fall Jazz Concert, 7:30 PM, Paly Haymarket Theater

Gunn
イヤーブックだけのシニアーポートレート
10月8日（月）予約がある方はスタッフラウンジに来てください。
10月8日（月）に「
Now & Forever Studios」がガンにきます。イヤーブックに出た
いけど、ポートレートを買いたくない方は予約してきてください。リンクはこれで
す。ポートレートは2019年の1月までにスケジュールしてください。
2018年パロアルトカレッジフェア(PACF)
10月8日（月）午後6時〜8時、ボウとタイタンジムにて
150以上の大学の代表者がきます。大学のことをもっと知りたければ、いいチャン
スです。大学のエッセー（午後6時半）とファイナンシャルエード（午後7時）につ
いて話します。
午後6時〜6時半：ガンとパリーの生徒だけ(IDを持って来てください）
午後6時半〜7時：保護者以外の方が入れます。
午後7時〜8時半：誰でも来れます。
もっと知りたければ、このリンクをクリックしてください。
パロアルトカレッジフェアのボランティアが必要
10月8日午前11〜午後9時半ボウとタイタンジムにて
サインアップ：http://signup.com/go/PfirQhw
パロアルトカレッジフェアはボランティアが必要です。午後4時から6時に駐車場を
見てくれると人が二人入ります。ボランティアしてくれた生徒たちは、コミュニ
ティサービスアワーズをもらえます。質問があれば、Donna Pioppiさんを連絡して
ください。（dpioppi41@yahoo.com）
手伝い: Measure Z

10月9日（火）, 6-8:30 PM, Coldwell Banker, 630 Ramona St, Palo Alto
サインアップ: Measure Z October 9 Phone Bank Volunteers
Measure Zはガン高校のPTSAが立てているプログラムです。みんなに教えるために一人ずつ先生方がふっぉん
バンクで伝えます。ガンのボランティアのイベントは10月9日、６PM から８:３０PMまでです。できれば20人
のボランティアが必要です。電話リスト、スクリプト、や飲み物も用意してあります。上にあるリンクでサイン
アップしてください。

Measure Zの大切さについて。これはPAUSDをよくして、クラスルームをアップグレードしたりす
るためです。例えば
● l車いすの生徒たちにフレンドリーな学校にするため
● 地震などに強い校舎
● リペアするため
● 学校を安全にするため
● 新しいクラスルームやテクノロジーを買うため
● アートプログラムをたもてるため
ガン高校献血運動
10月12日（金）, 8 AM-2 PM, Library
サインアップ: D
 onation Appointments
献血運動で命を救おう！１パイントをドネーションしてアイスクリームのクーポンをもらえます。15
分の予約席を８AMから２PMまで取れます。ガンYCSとスタンダード献血センターが立てているプロ
グラムです。
Sources of Strengthについて
10月17日（水）, 6:30-8:30 PM, 図書館
予約: S
 ources of Strength Parent Night
ガンのSources of Strengthsチームが親や先生方のためにイベントを立てます。今度はいじめや自殺
について話します。もっと良い、強いコミュニティーをともに作るようにしましょう。このプログラ
ム興味ある人はぜひ来てください。Dr. Shashankも話しに来ます。スタンダードのプロフェッサーで
す。みんなにコミュニティーの大切さについて教えます。学校と家をもっとポジティブな場所にしま
しょう。予約は上のリンクでやってください。
ガンニュースについて
がん高校についてしりたいですか？毎日ガンのウェブサイトからTitan Broadcasting Network (TBN)
が生放送しているので是非見てください。８:25AMに放送しています。そのほかにDaily Bulletinを毎
週読むことができます。これもウェブサイトにあります。がんの新聞のThe Oracle も一か月に一回
ぐらいありますので見てみてください。
ガンビデオプロダクションにボートを
Vote here: https://ord.scoe.net/CDE_Video_contest/

ガン高校の生徒がビデオプロダクションの大会に勝てるためにボートしてください。カリ
フォルニアの教育デパートメントがこの前生徒のためのビデオコンテストを立てました。
28このチームが戦っていますのでガンが勝つようにサポートをお願いします。今はあと６
チームです。これはAARとCareer Educationがスポンサーしています。
前回の記事より：
生徒仕事フェア
10月18日（木）, 12-12:45 PM, Amphitheatre Behind Little Theatre
PAUSDからあなたの仕事についてガン生徒たちに教えてください。テーブル、いす、や仕事につい
てのサインもこちらでもらえます。皆さんに感謝しています。インフォメーションなどはLeticia
Martinezまで。メールアドレスと電話番号は lmartinez@pausd.orgと(650) 868-9333 です。

ガンアカデミックセンターのチューター
この科目にチューターできればお願いします
AP Bio
AP English Lit/Comp
AP CHEM
AP Physics 1
IAC
Analysis H

学校の後にこの科目に特異な人、時間がある人はぜひアカデミックセンターにサインアップ
してください。コミュニティーサービスのアワーズももらえます。ボランティアありがとう
ございます！インフォメーションはこちら
psteward@pausd.org

Yearbook-Only Portraits for Seniors
Mon, Oct 8, by appointment, Staff Lounge
Now & Forever Studios will be holding a Yearbook Only portrait session Monday, October 8th in the
Staff Lounge. This is for students who do not want the printed portrait package, but do wish to appear
in the Yearbook. Contact www.nowandforeverstudio.comto schedule a time for Monday. All regular
portrait sessions must be scheduled by January 2019.
2018 Palo Alto College Fair (PACF)
Mon, Oct 8, 6-8:30 PM, Bow and Titan Gyms
Meet over 150 representatives from independent California colleges, out-of-state public and private
institutions, and international colleges. This is a great opportunity for seniors, juniors, and parents to
meet college representatives and receive general information and answers to specific college
questions. Two additional presentations on College Admissions Essay (6:30 PM) and Financial Aid
(7:00 PM) will be held separately. There will be limited parking so we strongly suggest carpool,
walking, or biking.
6:00-6:30 PM: Gunn & Palo Alto High students ONLY
(with student ID)
6:30-7:00 PM: All other high school students (no parents)
7:00-8:30 PM: Parents and the public are admitted
For more information, please see the College & Career Center website at
https://gunn.pausd.org/wellness-counseling/college-and-careerunder the "Palo Alto College Fair
2018" tab.
URGENTNeed for Volunteers for Palo Alto College Fair
Mon, Oct 8, shifts available 11 AM-9:30 PM, Bow and Titan Gyms
Sign Up: h
 ttp://signup.com/go/PfirQhw
The Palo Alto College Fair which will take place at Gunn High School on Monday, October 8th needs
volunteer help for the day of the event. Parents and students are welcome for all slots. We are in need
of volunteers to set up during the day from 11 AM-3 PM, as well as volunteers for small volunteer
assignments during the event. The greatest need is for two (2) additional volunteers to monitor
the parking lot from 4-6 PM.Other volunteer jobs include student runners to help admissions reps
carry materials from 4-6 PM and in wellness and hospitality. Students who volunteer will receive
community service hours. Students are welcome during the day as long as they volunteer during a
prep period or lunch and they are especially welcome during the afternoon after school. Questions?
Please contact Donna Pioppi at dpioppi41@yahoo.com. Please sign up at the link above.

We Need Your Help: Measure Z
Tue, Oct 9, 6-8:30 PM, Coldwell Banker, 630 Ramona St, Palo Alto
Sign Up: M
 easure Z October 9 Phone Bank Volunteers
The Gunn PTSA has endorsed Measure Z. Schools are taking turns staffing phone banks to get the
word out that this is an important measure for PAUSD. In order to increase awareness and support for
Measure Z, Gunn will be staffing a phone bank for direct outreach to the Palo Alto voter community.
Local realtors have generously provided space for our phone banking efforts. The Gunn volunteer
evening is on October 9th from 6 PM to 8:30 PM at Coldwell Banker, 630 Ramona St, Palo Alto. We
are asked to provide 20 volunteers. Phone lists, an outreach script and food/drinks will all be provided. It is a
fun way to Get Out The Vote! 
Pleasesign up at the link above.
Why is Measure Z important?Measure Z funds will continue PAUSD facility improvements by
enhancing school security and upgrading classrooms and labs to meet 21st-century instructional
standards. If approved by 55% of voters, this measure would provide locally-controlled funding for
school improvements, including:
● Ensuring school facilities are accessible for students with disabilities and equitable for all
● Upgrading schools to current seismic safety standards to help keep students safe in the
event of an earthquake
● Completing needed repairs at school facilities
● Increasing school safety and security, such as fire alarms, door locks and emergency
communication systems to bring security systems up to current standards
● Providing classrooms and labs to support up-to-date science, technology, engineering and
robotics instruction
● Providing up-to-date facilities to maintain outstanding performing and visual arts programs
Gunn Blood Donation Drive
Fri, Oct 12, 8 AM-2 PM, Library
Sign Up: D
 onation Appointments
Help save lives by donating blood! Donate a pint, get coupon for a free pint of ice cream! Choose a
15-minute appointment any time between 8 AM and 2 PM at the link above. Hosted by Gunn YCS and
Stanford Blood Center.
Sources of Strength Information Night
Wed, Oct 17, 6:30-8:30 PM, Library
Register: Sources of Strength Parent Night
Gunn's Sources of Strength team will be hosting an event focused on how parents, educators, and
students can work together at home and in our schools to prevent the epidemics of bullying and
suicide. Research has shown we can do this by creating a preventative culture in our community--one
that fosters an epidemic of Hope, Help, and Strength. The evening will provide an overview of the
Sources of Strength program and give attendees an opportunity to learn more about a few specific
aspects of the Sources of Strength wheel. Dr. Shashank Joshi (Stanford Associate Professor of Child
& Adolescent Psychiatry) will be in attendance as well as student and staff leaders helping to spread
positive messages to their peers. Key to the success of the Sources of Strength program is
developing awareness and a shared vocabulary at home and in our community so that families can
support the work we are doing in our schools. Please register for the event ahead of time at the above
link.
Tune In to Gunn News
Want to find out what is happening at Gunn daily? You can watch the Titan Broadcast Network daily
news show called "The G." Access from the Gunn Website (www.Gunn.pausd.org) from the
"Connecting" tab and select "Titan Broadcasting Network (TBN)." The show starts at 8:25 AM each

day. The news program is from instructor Ed Corpuz of the Gunn Multimedia Journalism
program...You can also read the Daily Bulletinfrom the Gunn Website. Choose the "Connecting" link
and select "Daily Bulletin"...See what's trending at Gunn in the newspaper, "The Oracle." Access the
newspaper from the Gunn Website from the "Connecting" link and select "The Oracle".
VOTE for Gunn Video Production!
Vote here: https://ord.scoe.net/CDE_Video_contest/
Please, help us help our students win! Please share the link to get more votes. The California
Department of Education launched a video contest, "For Kids, By Kids." During this contest, teams
from schools across the state were challenged to come up with creative and engaging ways to
encourage students to "do their best on the test." Following guidelines from the CDE, 28 teams
submitted entries. Those entries were narrowed down to 6 including Gunn student production. This
project was led by AAR& Career EducationTOSA, Ed Corpuz. Congratulations to Ed and his
students!

PAUSD & PTAC
初めての２０１８−２０１９PAUSD生徒栄養サービス新聞
今年からPAUSD生徒栄養サービス科から初めて新聞が配られることになりました。生徒栄養サービ
ス科の新しいイベントとして、１０月に毎年恒例テイスティングウィーク提供で、AtoZサラダバーを
開催します。生徒は、フルーツ、野菜などAからZまで２５種類試す事ができます。１１月は選挙が
あります。生徒は選挙で投票する権利があり、更に付け足したい種類も提供することができます。新
聞はスペイン語と中国語の２ヶ国語があります。
First PAUSD Student Nutrition Services Newsletter for the 2018-19 School Year
The PAUSD Student Nutrition Services Department shared the first newsletterof the 2018-19 school
year. One of the upcoming events for Student Nutrition Services in October is the Annual Tasting
Week featuring the A-Z Salad Bars. Students will have the opportunity to try fruits and vegetables
representing every letter of the alphabet. In November, it's election time, and students will have the
opportunity to vote for their favorite entrees and share the entrées they would like to see added to our
menu selection. Check out some of the great things that are happening in Student Nutrition Services.
Newsletter also available in Spanish and Mandarin (same link above).
メジャーZに投票することは学校の地区の安全、そしてセキュリティーにとってとても大事なことで
す。
メジャーZはPAUSD設備の学校セキュリティーやクラスルームの改善に貢献するため、投資を行って
います。もし５５％の投票者に認定された場合は、メジャーZは以下の項目にて投資したいと考えて
います。
● 障害を患う生徒などに平等な教育を与えること
● 生徒の安全のため、地震などの災害の対策の強化（火災警報、とびらのロック、緊急時の連
絡など）
● 現在のテクノロジーやエンジニアリング、ロボットなどのクラスや実験所の提供
● 美術プログラムのサポート
皆さんができること
1. PHONEBANKにサインアップする。
2. 地域紹介に参加（１０月６日、１０月２０日、そして１１月３日）する。
https://yes-on-z.org/measure-z-palo-alto-get-involved/.
3. サインを芝生などに置く。 https://yes-on-z.org/measure-z-palo-alto-get-involved/.
4. 投票日（１１月６日）に投票場所に行く。もしくは、賛成の手紙を送る。すべての参加する
投票者には１０月８日の週に投票が届くのでそれを１１月６日までに送る。

Voting YES on Measure Z is Crucial for our School District Facility's Safety and Security and
for 21st Century Learning Standards
Measure Z funds will continue PAUSD facility improvements by enhancing school security and
upgrading classrooms and labs to meet 21st-century instructional standards. If approved by 55% of
voters, this measure would provide locally-controlled funding for school improvements, including:
● Ensuring school facilities are accessible for students with disabilities and equitable for all
● Upgrading schools to current seismic safety standards to help keep students safe in the
event of an earthquake
● Completing needed repairs at school facilities
● Increasing school safety and security, such as fire alarms, door locks and emergency
communication systems to bring security systems up to current standards
● Providing classrooms and labs to support up-to-date science, technology, engineering and
robotics instruction
● Providing up-to-date facilities to maintain outstanding performing and visual arts programs
HOW YOU CAN HELP:
1. Sign up to PHONE BANK with your school
2. Participate in a precinct walk Oct 6, Oct 20 and Nov 3. Visit
https://yes-on-z.org/measure-z-palo-alto-get-involved/.
3. Display a lawn sign! Visit https://yes-on-z.org/measure-z-palo-alto-get-involved/.
4. Go to your polling place on Election Day, November 6, or mail in your yes vote as soon as
your mail-in ballot arrives. All registered voters will receive a ballot the week of October 8
and ballots must be postmarked by Election Day, November 6, to be counted.

インターネットでのいじめについて 保護者会
１０月４日、１１日、１８日、２５日木曜日 午後７時から８時
Microsoft Store, Stanford
Shopping Center

Greene中学校７年生保護者さまたちからなる、インターネットでのいじめについての会を
やります。特に、どういじめがインターネットで始まるのか、そしてどうやったら未然に防
ぐことができるのかということについて講義します。PAUSD保護者全員参加可能です。
＊子供が色々な方法でいじめに関わる可能性
＊インターネットいじめの影響
＊保護者としてのいじめの防ぎ方
＊Windows１０、Xboxなどでのプライバシー保護のしかた
などについてお話します。
この説明会は無料ですが、必ず申請してください。
Parent Network Workshops: Cyberbullying Prevention
Thursdays, Oct 4, 11, 18 and 25, 7-8 PM, Microsoft Store, Stanford Shopping Center
Please join the Greene Middle School 7th Grade Parent Network to learn what is cyberbullying, how it
occurs and how to prevent it to enhance academic achievement and social/emotional wellbeing. This
invitation is open to all PAUSD parents. Topics covered:
* Different ways kids participate in cyberbullying
* Impact of cyberbullying
* How to prevent cyberbullying
* How to set privacy settings on Windows 10 and Xbox
These workshops are FREE but please RSVP
.

パロアルト高校１００周年記念
日時：１０月７日（日）午後２時〜３時半
場所：Palo Alto High School Performing Arts Center

パロアルト高校は２０１８・２０１９年度に現在の校舎でコミュニティー支援による公立教
育の１００年記念をお祝いします。
今年はパロアルト市で最初の公立高校ができて１２５年という節目の年です。パロアルト高
校の設立１００年を記念してみなさんを素晴らしいパフォーミングアートセンターにご招待
いたします。著名な卒業生によるプレミアムな歌声、演劇舞台、そしてスペシャルイベント
もお楽しみいただけます。イベントは無料ですが
こちらをクリックして一般入場チケットの
ご用意をお願いいたします。チケットは窓口でもご購入が可能です。チケット窓口は１時３
０分からのオープンです。https://paly.net/centennia
Paly Centennial Celebration
Sun, Oct 7, 2-3:30 PM, Palo Alto High School Performing Arts Center
50 Embarcadero Rd, Palo Alto
Palo Alto High School celebrates 100 years of community-supported public education on its current
campus during the 2018/2019 school year. This year also marks 125 years since the founding of the
first public school in Palo Alto. Everyone is invited to Paly's spectacular new Performing Arts Center to
celebrate Paly's 100th birthday with world premier vocal and theatrical performances and special
dedications presented by notable Paly alumni. The event is FREE but click herefor general admission
tickets. Tickets will also be available at the door. Box Office opens at 1:30 PM.
https://paly.net/centennial
PTAC ミーティング
１０月１０日 午前９時から午前１０時４５分 PAUSDオフィスBoard Rm, 25 Churchill Ave
１０月のPTACミーティングに是非参加してください。小さなおもてなしのお菓子があります。委員
会ミーティングがPTACミーティングに続きあります。
**NEW** PTAC General Meeting
Wed, Oct 10, 9 AM-10:45 AM, PAUSD Office, Board Rm, 25 Churchill Ave
Please attend October's PTAC General Meeting. Hear what PTAC has been up to. Light refreshments
provided. Executive Board Meeting immediately following.
PAUSDーー保護者様とデジタルについて
１０月１１日木曜日 午後６時半から７時半 PAUSDオフィスSDC Rm, 25 Churchill Ave
Forsell先生がデジタル端末と時間制限について教えます。メディアをきちんと使う方法、子供にテク
ノロジーの制限をどこまでするかなどについてお話します。更に、子供にいつスマートフォンをもた
せるかの議論の時間も設ける予定です。
＊無料でオムツが取れた子供を預けるサービスを行っております。
＊中国語、スペイン語の翻訳が用意されています。
＊小さなスナックもあります。
**NEW** PAUSD--Parenting In A Digital World
Thu, Oct 11, 6:30-7:30 PM, PAUSD Office, SDC Rm, 25 Churchill Ave
Dr. Forsell will address the use of digital devices and screentime in the home. She will share ways to
use media thoughtfully and how to set technology boundaries with your children. There will also be
time to discuss whether your child is ready for a smart phone.
***Free Childcare of potty-trained children.
***Interpretation in Mandarin and Spanish
***Light snacks provided

学校委員会会議の日程
１０月２日火曜日 午後６時４５分 PAUSD District Office Board Room, 25 Churchill Ave, Palo
Alto-小学校教育について

１０月１４日 午後４時から６時 Greene Middle School MP Room, 750 Calififornia Ave, Palo Alto
- 教育の平等性について：特別教育と達成度
１０月２０日土曜日午後４時から６時 JLS Middle School MP Room, 480 E Meadow Dr, Palo Alto中学校教育について
PAUSD学校委員会にて２人分の空席に６人の立候補者が挙がっており、是非皆さんに公開討論会に
参加し、６人の立候補者の話を聞いてみてください。スペイン語、中国語の通訳があります。子供も
預けることが可能です。詳細や質問はChristina Schmidt: evp@paloaltopta.com; Kimberly Eng Lee:
paloaltocac@gmail.comまで。
**NEW** Upcoming School Board Candidate Forum
Sun, Oct 14, 4-6 PM, Greene Middle School, MP Rm, 750 N. California Ave; focus is on Educational
Equity & Access: Achievement Gap and Special Education
Sat, Oct 20, 4-6 PM, JLS Middle School, MP Rm, 480 E. Meadow Dr; focus is on Secondary
Education (6th-12th grades)
There are six candidates who are running for the two open seats of our PAUSD School Board. Please
try to attend these very informative evenings where you can meet and hear from all the candidates.
Open to public. Spanish and Mandarin translation available. Childcare available. Information or
questions: Christina Schmidt, evp@paloaltopta.com, or Kimberly Eng Lee, paloaltocac@gmail.com.
The video of the Thursday, September 27th Forum can be viewed here:
https://youtu.be/FCkRvQxK8Ic.

”新たな”成功 -- 達成しました！
パロアルトPTA議会からClick My CauseTwo-Tap Appで２０１８年カリフォルニア法案モ
バイルアラートを押してくださったみなさんに大きな感謝を申し上げます。私たちの案件は
全カリフォルニア議会、上院議会を通過し、知事が法案にサインをしました。
● 自殺防止
● 大人の裁判所で青少年犯罪者を裁くことを禁止
● 家族の関わりを高める
私たちの生徒たちのために声をあげ、変化を起こそうとしてくださった全てのかた、本当に
ありがとうございました。
**NEW** Success--We Did It!
Huge thanks from your Palo Alto PTA Council for tapping on our 2018 CA legislation mobile alerts, on
the 
Click My CauseTwo-Tap App. Our bills passed all CA Assembly and Senate committees, and the
Governor signed our bills:
● Suicide prevention
● Prohibit trying our youth offenders in adult court
● Increase Family Engagement, a proven model for student success
Thank you for speaking up for our students and making a difference.

コミュニティー
パロアルト教育委員会候補者のフォーラム (提供：PACPC ・AACI)
日時：１０月５日（金）午後７時〜９時
場所：Channing House Auditorium

Channing Houseにお住まいでない方：
ご予約はこちらから
パロアルト中国父兄の会(PACPC)とアジア系アメリカ人地域活性会(AACI)がパロアルト教
育委員会の候補者の方のためのフォーラムを開催します。通訳のアシスタントをつけること
も可能です。今回のフォーラムの目的はPAUSD理事会の候補者と地域社会のステークホル
ダー(利害関係者)との対話を促進することです。これは候補者の方にとって自身のキャン
ペーンメッセージをパロアルトコミュニティーに伝えるとともに、アジア人の市民の方たち
から彼らの悩みや提案を直接聞くことのできる素晴らしい機会になることでしょう。それぞ
れの候補者の方は各自５分間の大まかなスピーチを行い、それに続いて質疑応答が行われま
す。
司会：Lydia Kou (パロアルト市会)
プログラムコーディネーター：Jingjing Xu (パロアルトCPC) ・Eimi Okano (AACI)
Channing Houseにお住まいでない方：上記にありますリンクからご予約をお願いします。
予想される大勢の方のご参加と必要な椅子の数の見積もりのためにもご参加の前にご予約を
していただきたく思います。みなさまのご理解とご協力に感謝いたします。また、お時間が
ありましたらイベント前にいくつかの質問
に答えていただけたら幸いです。
寄付/購入 Palyフリーマーケットハロウィンコスチューム
日時：１０月１３日（土）午前９時〜午後２時
場所：Palo Alto High School 駐車場
ハロウィンのコスチュームを寄付する場所をお探しですか？いい値段、状態の中古のコス
チュームをお探しですか？Palyフリーマーケットで行われる初のハロウィンコスチューム
セールにいらしてください！ビンテージのメガネ、ローカルのはちみつ、かっこいい洋服の
ショッピング、さらには生徒が準備をした美味しい食事とPalyの器楽プログラムをお楽しみ
ください。フリーマーケットは約３０年前に音楽プログラムの資金集めのために始まりまし
たが今では１００以上ものお店が並ぶ地域イベントへとなりました。駐車は無料です。
パロアルト市会スタッフとお茶
日時：１０月１６日（火）午前１１時〜１２時 / １０月１８日（木）午後６時〜７時
場所：Rinconada Pool, 777 Embarcadero Rd, Palo Alto
この度、市は2019年1月1日に全市の水産事業のために発効する契約を締結すること

にしました。パロアルト市会と歓談をしながら私たちのプログラムや契約について
学んでみませんか？質問がありましたらStephanie(650-329-2107)までご連絡くださ
い。
ボランティア：Barron Park Garba-Dandiya Night
日時：１０月２０日（土）
場所：Barron Park Elementary, 800 Barron Ave
サインアップ：
http://signup.com/go/WhtPFCB
Barron Park Garba-Dandiya Nightは１０月２０日にBarron Park小学校で行われます。この
イベントは１０人の高校生のゲートのチェックイン、食べ物のボックスの運搬などのための
ボランティアが必要です。ボランティアをしてくれた生徒の方はコミュニティーサービスア
ワーがもらえます。上記のリンクからボランティアにサインアップしてください。
特別支援学級と"SMART"IEPゴールのワークショップ
11月3日（土曜日）
9 AM-12 PM, JLS Middle School, Cafetorium, 480 East Meadow Dr
RSVP: h
 ttps://tinyurl.com/2018IEP

無料！このワークショップは特別教育テストのシステムとSMART IEP のゴールを理解するた
めのものです。テストは生徒の学習能力と特別教育を受ける資格があるかどうかを決めるものです。
SMART（明確な、測れる、実効的な言葉を使う、現実的な、時間制限のある）ゴールは適切な教育
をするための基本です。このワークショップで学校がどのように生徒たちの能力を測っているのかを
知りましょう。 Palo Alto CACの支援, PHP (Parents Helping Parents)
による発表, a PAUSD, PTAC
の共同支援とSELPA1-CAC. 上記のリンクでRSVPをしてください。

11月6日選挙と
MidPen 医療センター
11月6日の投票についてもっと知りたいですか？MidPen 医療センターがビデオを用意しました。
9
月27日（木曜日）PAUSD立候補者の公開討論会
も含みます。
あなたにとってパロアルトで家族を養うというのはどういうことですか？
アンケート：https://tinyurl.com/Palo-Alto-Family-Survey
パロアルト市とPalo Alto Advisory Committee on Early Care and Education がパロアルトで家族を養
うということについて、あなたの意見が聞きたいです。上記のリンクからアンケートに答えて、$75
Visaギフトカードを獲得するチャンスを掴みましょう。質問はMinka van der Zwaag、 (650)
463-4953まで。
あなたの今日ろくに感謝します。
前回の記事より：

パロアルト高校へのマーチング：１００周年記念式典
日時：１０月７日（日）午後１時〜３時半
パロアルト高校は２０１８・２０１９年度に現在の校舎でコミュニティー支援による公立教
育の１００年記念をお祝いします。また、今年はパロアルト市で最初の公立高校ができて１
２５年という節目の年です。皆さまを下記の二つの無料で楽しいイベントにご招待いたしま
す。https://paly.net/centennial
パロアルト高校へのマーチ：１００周年再演 午後１時ー２時
１００年前に旧校舎があった850 Webster (Channing House)からエンバーカデロロードにあ
る校舎に向かって行われた”Palyの行進”を振り返り、パロアルト高校のフェスティバルバン
ドにつづいてパロアルト歴史団体、パロアルト高校の生徒、スタッフ、卒業生、そして市
民・コミュニティーリーダーとともに行進しましょう。道順などの詳細につきましてはこち
らをご覧ください。
１００周年記念式典 午後２時ー３時
行進につづいて、パロアルト高校の設立１００年を記念してみなさんを素晴らしいパフォー
ミングアートセンターにご招待いたします。著名な卒業生によるプレミアムな歌声、演劇舞
台、そしてスペシャルイベントもお楽しみいただけます。ベントは無料ですがこちら
をク
リックして一般入場チケットのご用意をお願いいたします。チケットは窓口でもご購入が可
能です。チケット窓口は１時３０分からのオープンです。
ハロウィンコスチュームフェア
日時：１０月７日（日）午後１時〜３時
場所：Museum of American Heritage
ハロウィンコスチュームフェアのTransition Palo Altoに参加しませんか？１時にコスチュー
ムをお持ちいただいて、１時２０分からコスチューム選びが始まります。また、デモにはス
トーリーサークル、フェイスペインティング、衣装改造などなどたくさんのものがありま
す。どの年齢層の方も大歓迎です！イベントのお手伝い、またはスキルのシェアなどみなさ
んのボランティアもお待ちしております。１４歳以上の生徒はボランティアサービスアワー
をもらうことができます。シフトは１２時から午後４時の間が可能です。詳しい情報につき
ましてはhttps://transitionpaloalto.org/sharing-expos/をご覧ください。ボランティアのサイ

ンアップはhttps://signup.com/client/invitation2/secure/2470459/false#/invitationからできま
す。質問などがありましたら bacraftswap@gmail.comへご連絡ください。

海外留学＆交換留学プログラム
10月17日水曜日、8:30-10 AM, Greene MP Room, 750 N California Ave, Palo Alto
Greene Parent Network Presentationは全てのPAUSD保護者方向けです。PNsに参加して中学生、高
校生の留学、交換留学プログラムについて学びましょう。お子様とご一緒にお越しになられることを
オススメします。スピーカーは：Dream Volunteers, Amigos de las Americas 夏季プログラムinパナ
マ、AFS U.S. 政府留学プログラム、Neighbors Abroad, Palo Alto's 姉妹都市留学（日本とOaxaca
、ヨーロッパのAdolesco.）まだまだプログラムはたくさんあります。質問を用意して来てくださ
い。コーヒー、お茶などを用意しています。
Palo Alto School Board Candidate Forum hosted by PACPC & AACI
Fri, Oct 5, 7-9 PM, Channing House Auditorium, 850 Webster St, Palo Alto
Non-residents of Channing House: RSVP here
The Palo Alto Chinese Parents Club (PACPC) and Asian Americans for Community Involvement
(AACI) are hosting a forum for Palo Alto School Board Candidates. Translation assistance will be
available. The objective of the forum is to facilitate dialogue between PAUSD School Board
candidates and our community stakeholders. It is a great opportunity for candidates to deliver their
campaign messages to the general Palo Alto community members and to hear directly from some of
its Asian citizens on their priority concerns and suggestions. Each candidate is invited to give a five
minute introductory speech followed by a "Question and Answer" section.
Moderator: Honorable Lydia Kou, Palo Alto City Council. Program Coordinators: Jingjing Xu, Palo Alto
CPC and Eimi Okano, AACI. For non-Channing-House-residents: p
lease RSVP at the linkabove. Your
response will help us estimate the number of chairs to accommodate the expected large crowd. You may also
submit pre-event questions at 
https://goo.gl/forms/ jzgWmGI9a2lRwiRS2.

Donate/Buy Halloween Costumes at Paly Flea Market
Sat, Oct 13, 9 AM- 2 PM, Palo Alto High School parking lot, 50 Embarcadero Rd
Looking for a place to donate gently used Halloween costumes? Searching for a great deal on a
second hand costume? Come to the first annual Halloween costume sale at the Paly Flea Market.
Shop for vintage glasses, local honey, and cool clothes, enjoy tasty food prepared by students, and
support Paly's Instrumental Music program. The flea market began about 30 years ago to raise funds
for the music program and has grown into a community event with over 100 vendor stalls. Free
parking.
Snacks with the City of Palo Alto Staff
Tue, Oct 16, 8-9 AM, 11 AM-12 PM, or Thu, Oct 18, 6-7 PM, Rinconada Pool, 777 Embarcardero Rd,
Palo Alto
The City is finalizing a contract that will take effect on January 1, 2019 for our city-wide aquatic
operations. Come chat with the City of PA to learn more about our program and contracts. Questions?
Please call Stephanie at (650) 329-2107.
Volunteers Needed for Barron Park Garba-Dandiya Night
Sat, Oct 20, Barron Park Elementary, 800 Barron Ave
Sign up: http://signup.com/go/WhtPFCB
Barron Park Garba-Dandiya Night is on Oct 20th and will take place atBarron Park Elementary
School. This event needs 10 high school volunteers to help with gate checkin, pass food boxes and
other simple tasks. All students who volunteer will receive community service hours.
Please sign up at the link above to volunteer.

Workshop on Special Ed Assessments and "SMART" IEP Goals
Sat, Nov 3, 9 AM-12 PM, JLS Middle School, Cafetorium, 480 East Meadow Dr
RSVP: https://tinyurl.com/2018IEP
FREE! This workshop covers the basics of the Special Education Assessment process and SMART IEP Goal writing. It includes
how goals are developed and measured to meet a student's functional and educational needs. Assessments are the tests and
evaluations that measure current academic and functional skills and determine eligibility for special education. Assessments are
the foundation of the entire IEP. SMART Goals, (Specific, Measurable, use Action words, Realistic, Time Limited) are the
stepping stones of an appropriate education. Parents learn about the tools that schools use to assess students and how to help
identify and define goals for their own kids. Organized by Palo Alto CAC, presented by PHP (Parents Helping Parents), and
co-sponsored by PAUSD, PTAC and 
SELPA1-CAC. Please RSVP at the above link to let us know if you are coming, especially
if you would like childcare or Spanish translation.

The November 6th Election and the MidPen Media Center
Want more information about everything that's on the November 6th ballot? Look no further, the
MidPen Media Center has videosthat cover each measure, initiative etc. for your perusal, including
the recording of the Thursday, September 27th PAUSD Candidate Forum. Be a smart voter, judge for
yourself and vote on November 6th, 2018.
"What are your thoughts about raising a family in Palo Alto?"
Survey: h
 ttps://tinyurl.com/Palo-Alto-Family-Survey
The City of Palo Alto and the Palo Alto Advisory Committee on Early Care and Education would like to
know your thoughts about raising a family in Palo Alto. What is going well? What is challenging?
Please help us out by completing a survey at the link above. For participating in the survey, you are
eligible to participate in a raffle for a $75 Visa gift card. If you have a question about the survey,
please call Minka van der Zwaag at (650) 463-4953. Thank you very much for your time. Your
responses will make Palo Alto an even better place for families and children.

