
Gunn Connection 
 
カレンダー 
 
11月10日(金) 
休校日-ベテランズデー 
 
11月10日(金) ~12日(日) 
秋のショー 
場所: リトルシアター 
(ショータイムを参照 Show Times) 
 
11月16日(木) 
ターキーフィーストの代替日 
(カレンダーを参照Calendar) 
 
11月20日(月)から24日(金)まで 
休校日--感謝祭休暇 
 
11月29(水) 
シニアクラス募金活動 
場所: スタンフォードショッピングセンターのCPK 
 
11月30日(木) 
冬のバンドコンサート 
場所: Paly PAC 
時間: 7:30 PM 
 
全てのイベントカレンダーをご覧になりたい場合はこちらまでGunn Calendar  
カレンダーの訂正、補足などのご用件の場合はこちらまでMartha Elderon  
 
 
Gunn(ガンハイスクール） 
 
ターキー(七面鳥)祭があなたを必要としています！ 
来週の11月16日(木)にターキーフィーストを予定しています。全部で19羽のターキーと30
個のパイが必要ですが、不足しています。追加で14名の給仕係が必要となり、そのほかに

後片付けの手伝いができる方を数名募集しています。ご参加できる方は早めにサインアップ

をお願い致しますサインアップ。今年は通常のベジタリアンオプションに加えて、グルテン

フリーフードとハラールのテーブルも用意しています。質問は、Donna 
Pioppi(dpioppi41@yahoo.com) かMary Catherine Williams(wemcw@mindspring.com)までお

願いします。 
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シニアクラス募金活動：カリフォルニア・ピザ・キッチン 
11月29日(水)の朝11時から夜９時、California Pizza Kitchen, Stanford Shopping Center, 
Palo Alto 
シニアクラス募金活動をCalifornia Pizza Kitchen(CPK) でサポートしましょう！ 
皆様方がCPKでお支払になられるうちの20％が2018年度卒業クラスの募金となります。

オーダーをする際にこのチラシを見せるとCPKがあなたのお支払金額の20％をGunn High 
School PTSA に寄付し、２０１８年度卒業クラスのために使われます。 
重要：CPKは参加人数を知る必要があるのでこちらのリンクからサインアップしてくださ

い。ご協力ありがとうございます。 
 
前回の記事より： 
 
午後のバスJルートの時間変更のお知らせ 
11月7日現在； 
火曜日、木曜日、金曜日の午後のバスのスケジュールが変更になりました。 
新しい出発時刻：午後３時５０分（Bat Caveにて小型バスに乗車） 
行き先： 
Nixon 
Stockfarm @ Sandhill Rd 
Clark @ Mosher 
Clark @ Durand 
Ronald McDonald House 
月曜日と水曜日のバスのスケジュールは今まで通り変更はなく、いつものように大型バスで

Arastraderoからの乗車となります。 
 
ケニアのTiekunu小学校への図書の寄贈 
2018年1月31日（水）前までにE-2まで本をお持ちください。Gunnのコミュニティーの支援

のもと、去年のたくさんの図書の寄付によりTiekunu小学校の生徒たちは今２５０を超える

本を読むことができています。子どもたちに変わってGunn’s Stairway To Literacy Clubは皆

様の支援を心から感謝申し上げます。２回目の図書の寄付を始めるにあたり、１年生から５

年生の子どもたちに向けた本がありましたら、ぜひお持ちください。今年は電子書籍などの

テクノロジーを使った本の受け入れも始める予定です。特にKindleやその他の電子書籍は大

歓迎です。ぜひご参加ください。テクノロジーを使った本の寄付やその事についての質問が

ございましたら StairwayToLiteracy@gmail.com までご連絡ください。 
 
プラスチック容器と余った食材の回収 
家政学のMs.Petersが使用済みもしくは新しいプラスチック容器を必要としています。どの

サイズでも大丈夫ですが、cup、pint、もしくはquartサイズが好ましいです。また、家庭科

のクラスではご家庭などで余っているりんご、レモン、カキなどの食材も必要としていま

す。ご家庭で余ってる食材がありましたらぜひお持ちください。寄付がございましたら、

main officeの方までよろしくお願いいたします。質問がありましたら 
nhesterman@pausd.org または cpeters@pausd.org までご連絡ください。 
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¿Hablas español?  한국어 할 줄 아세요?  你会说普通话吗?  バイリンガルボランティアを募

集しています！Seeking Fluent Bilingual Volunteers!  
 
Gunn PTSAのGunn Connectionは、Culture Connection Clubと連携し、学校のニュースを

様々な言語に翻訳しています。現在、Culture Connection Clubは中国語、そして最近は韓国

語翻訳も始めました。そこで新たに、スペイン語などの他国語を翻訳してくださる方を募集

しています。 
生徒方：Culture Connection ClubのFacebookグループにご登録していただくか、11月10日
金曜日にN-103で行われるミーティングにご参加ください。その後、Culture Connection 
Clubの会長に（kellywang01@yahoo.comもしくはzihao.cai@gmail.comまでご連絡くださ

い。韓国語翻訳ご希望の方は、ljaegyung301@gmail.comまで、スペイン語翻訳のご希望者

はkarlyh66@gmail.comまでメールをお出ししていただけると、各担当者が対応します。翻

訳してくださったニュースは、保護者の方々とのつながりを深め、翻訳してくれた生徒には

ボランティアアワーが与えられます。 
親御様：親御様たちのご参加もGunn Communications teamは応募しています。ご参加され

たい方は、vpcommunications@gunnpta.orgまでご連絡ください。 
 
Gunn Athletics(ガンハイスクールスポーツ） 
 
選手表彰 
Gunn Sports Boosterは 水球選手のZoe Banksに大きな感謝を送りたいと思います。彼女の

素敵な記事はパロアルトオンライン11月3日発行、45ページ目www.paloaltoonline.comに掲

載されております。ZoeはUSAナショナルチームプログラムに参加したことがあります。こ

れからも彼女の成功体験を聞くことは間違い無いでしょう。Go Titans!  
 
PAUSD & PTAC 
 
学区長からのメッセージ（11月3日金曜日） 
 
Karen Hendrickの週間報告をInfinite Campus で受信できなかった場合のために、ここに原

文を再投稿しています。 
”今回の報告は比較的短いですが、今日は二つの重要な学区に関するお知らせがあるため、

私はこれらの情報が有益なることを願います.....continue reading  
 
希望、助け、強み:Gunn & Paly Sources of Strength in Palo Alto 
 
11月28日(火曜日), 6:30-8:30 PM, Palo Alto High School, Media Arts Center, 
 50 Embarcadero Rd, Palo Alto 
この度私たちPAUSDは GunnとPalyの保護者の皆様方、生徒、地域の方々を招待して

Source of Strength(活力源）のことを学ぶ機会を設けました。このプログラム(Source of 
Strength) は高校生の回復力、活発性を促進させるために作られたものです。今回はゲスト

スピーカーとしてスタンフォード大学のDr. Shashank Joshi を招き、彼の研究と知識につい

て話していただきます。彼に加え、今回はGunn & Paly Source of Strength Student Leader( 
活力源プログラム生徒リーダー）も参加することになっています。全文はこちらで Flyer  
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CAC　休暇中歓迎お茶会 (無料） 
12月15日(金曜日), 8:30 - 10AM, Lucie Stern Community Center 
1305 Middlefield Rd, Palo Alto 
特別な支援を必要としている子供を育て行く上、保護者にとっては課題なるチャレンジが待

ち構えています。そのため、自分自身の身をいたわることはとても大切なことです。そこで

私たちは朝食バフェ、健康関連の抽選、学区長アシスタントLena Conawayのプレゼンを含

む歓迎お茶会を開催することにいたしましたので、是非ご参加ください。このイベント内の

プレゼンの内容は全生徒、特に特別支援学級生徒たちの平等、アクセス、健康、安全などと

なっております。Ms.ConwayはPAUSDの新しいリーダーの一人であり、学区長アシスタン

ト戦力的運営/率先者として特別支援学級、カウンセリング、生徒達の健康を監督していま

す。チャイルドケアは用意しておりませんが、お子様達もご参加いただけます。スペイン語

翻訳も用意しています。このイベントはPalo Alto Community Advisory Committee for 
Special Educaiton and the Palo Alto Council of PTAs が開催したものです。質問等ある場合

はこちらに連絡してください。paloaltocac@gmail.com 
 
コミュニティ 
 
クィアとみんなのブッククラブミーティング 
11月15日(水)、４−５ PM、リンコナダ図書館、1213 Newell Rd, Palo Alto 
ティーンみんなで集まってLGBTQ+の本について話しましょう。11月の本はBenjamin Alire
さん作 Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universeです。参加申し込みが必要

です。8年生から12年生のみ。 
 
ティーンライティングクラブ NaNoWriMo ミーティング 
11月16日 (木)、4−5: 30 PM、リンコナダ図書館、1213 Newell Rd, Palo Alto 
今月のミーティングでずっと書きたかった本を書来ましょう。周りからのインスピレーショ

ン、フィードバックを受け、スナックも用意してあります。参加申し込みが必要です。6年
生から12年生のみ。 
 
火曜日のティーンのもの作り：LED ホリデーカード 
11月21日 (火)、４:３０−５:３０PM、ミッチェルパーク図書館、3700 Middlefield Rd, Palo 
Alto 
みんなでLEDを使ったホリデーカードを作りましょう。材料はこちらで準備します。参加申

し込みが必要です。６年生から１２年生のみ。 
 
クイズイッチトリビアナイト 
11月30日(木)、７:００−８:３０PM、リンコナダ図書館、1213 Newell Rd, Palo Alto 
あなたはハリーポッターのことをよく知ってると思いますか？お気に入りの本と映画からの

質問を含むトリビアナイトのチャンスを逃さないで！チームで参加するか、来てからチーム

を作ってください。参加申し込みが必要です。大人と生徒, ９年生以上の方。 
 
メンロウバレエ発表会：It’s a Wonderful Nutcracker 
12月８−10日と１６−１７日、Menlo-Atherton Performing Arts Center, 555 Middlefield Rd, 
Atherton 
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1940年代のクラシックの “It’s a Wonderful Life” と伝統的映画のナッツクラッカーをコラボ

させたバレエのパフォーマンスです。この作品は周りにいる人達の大切さを伝えてくれま

す。今シーズン私たちは、いかに結びつきの力と寛容さが、欲と対立に勝るかを付け加えま

した。あなたとあなたの家族が見たいと思うようなホリデイ作品です。開演時刻、チケット

の詳細はこちら。http://menloweballet.org. 
 
メキシコ、オアハカのスペイン語サマースクールへの案内（2018年夏） 
説明会：11月13日月曜日午後７時、Cubberley Community Center　A-3、4000 Middlefield 
Rd, Palo Alto　 
夏休み、メキシコ、オアハカでホームステイをしてみませんか？オアハカはパロアルトの姉

妹都市で、Neighbors Abroadは1965年から高校生のホームステイをサポートする事業を

行っています。応募者は、2018年6月までに15歳以上になる方、学校でスペイン語を他国語

として取っている方を募集しています。詳細は、www.neighborsabroad.orgでご覧になれま

す。質問がある場合は、marionb@sonic.neまで、ご連絡ください。 
 
 
“Twas the Night Before Christmas”を見に行きましょう！ 
Dancers repertory Theatreによる全ての年代を魅了する舞台、Twas the Night Before 
Christmasが行われます。Clement C. Moore の詩を元に作られたこの舞台はサンタと彼の不

思議なソリ、愉快なトナカイ、それに踊るネズミ、くるくると回るおもちゃなど、８０人を

超える子供と大人によって作り上げられます。チケットや詳細はホームページ 
http://www.twasthenight.org または、Facebook page からご覧になれます。 
 
日付： 12/3 （日）12/10 （日）午後１時 / 午後４時 
　　     12/9   (土）　　　　　   午後３時 
 
場所：Woodside Performing Arts Center, 199 Churchill Ave. Woodside 
 
年次ロータリーハイスクールスピーチコンテスト 
場所：Palo Alto City Council Chambers, 250 Hamilton Ave, Palo Alto  
日時：1月24日(水)7:00pm 
大学入試エッセイをもう一度使ってコンテストにでてみたいですか？賞金は 
＄1550で2017−18年度のスピーチ課題は：Rotary Making A Differenceでスピーチは4〜5分
程、オリジナル、そしてRotary のマントラの一つである：これが真実か？全ての人に公平

か？他の人とロータリーを通していい関係を作ることができルカ？全ての人の有益となる

か？を交えてスピーチを作ってください。質問や登録は(Annette_G@att.net)まで。 
 
今までのコミュニティ記事をご覧になりたい場合はこちらまで。 
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