
保護者の皆様へ 

 

２０２２年１２月 

 

202２年も残すところわずかとなりました。寒い日が続きますが皆様元気でお過ごしでしょうか。 

 

今年度もファンドレイジングへのご協力、そして教室授業終了後のサニタイズのお手伝いしていただきあ

りがとうございます。 

 

スティーブストンにあるチョコレートショップ Sinfully The Best（１１０－１２２５１ No.1 Rd.）では、本

校とコラボしたチョコレートが販売されています。 新しいフレーバーのチョコレートが素敵な箱に詰まって

います。こちらのファンドレイジングも引き続きご協力お願いします。添付のポスターをご覧ください。 

 

学校から大切な連絡事項がありますのでお読みください。 

 

年末年始の予定 

1) 冬休みは１２月１８日（日）から１月２日（月）までです。１月３日（火）から学校は始まります。 冬

休みの宿題が出ますので、お子様には１月の初回の授業で担任に提出するようお伝えください。 

 

2) お正月パーティーが２０２３年１月１１日（水）に学校の教室で開催されます。オンラインではあり

ません。 当日はいくつかのグループに分かれて、お正月のゲームや年賀状作りをします。詳しい

内容は 1月早々にお知らせします。また密を避けるために生徒のみの参加となりますのでご理

解の程お願いします。 

お正月パーティーの週のスケジュール 

1月 9日（月）通常授業 

1月 10日（火）12日（木）休校 

月、火、水、木曜日の全ての平日クラスの生徒は 11日（水）に来てください。 

 

3) 大雪で、生徒の登下校や教師スタッフの通勤の安全が確保できない場合は、学校の判断で教室

授業からオンライン授業になることがあります。 その際には速やかに担任からメールで連絡させ

ていただきます。メールのご確認をお願い致します。 

 

4) 引き続き、スティーブストン日本語学校ではマスクの着用を強く推奨しています。教室の出入りの

際には手指の消毒を忘れずにしてください。また風邪、インフルエンザなどの症状（熱、咳、く

しゃみなど）のある人は建物に入ることはできません。 登校前に健康チェックをお願いいた

します。  

＊土曜日クラスとアダルトクラスの生徒は通常予定通りとなります。 

どうぞ皆様よい休暇をお過ごしください。2023年もどうぞよろしくお願い致します。 



Dear Parents/guardians: December, 2022 

 

We hope you all are well. Soon we will take a break for the holidays. 

 

We’d like to thank you all for your support in our fundraising efforts this year and for helping 

us sanitize after classes. 

 

The chocolate fundraiser continues at Sinfully the Best. Beautifully boxed new flavors of 

chocolates are available now to purchase at the store located at Unit 110 – 12251 No. 1 Rd. 

in Steveston. Please see the attached poster for more information. 

 

We’d like to pass on some important information. 

 

1) Winter Break is between Sunday, December 18 and Monday, January 2. School reopens 

on Tuesday, January 3, 2023. 

 

2) On Wednesday, January 11, 2023, we will have a New Year's party in our school. It will 

not be online this year. On that day, we will divide into several groups and play New 

Year's games and create New Year's cards. More details will be announced early in 

January. Also, please note that only our students can attend the party (no friends/guests).  

a. Monday, January 9: Regular classes 

b. Tuesday, January 10 and Thursday, January 12: No classes  

c. Students in all weekday classes on Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday 

should come on Wednesday, January 11. 

 

3) If heavy snowfall makes it unsafe for students and teachers to get to and from school, the 

school may, at its discretion, switch to online classes. In this situation, the teachers will 

contact you by email as soon as possible.  

 

4) Steveston Japanese Language School continues to strongly recommend the wearing of 

masks. All persons are required to disinfect their hands when entering and leaving the 

classrooms. Also, students with cold or flu like symptoms (fever, coughing, sneezing etc.) 

are not allowed to enter the building. Please check your child’s health before sending 

them to school. 

 

 

*Saturday classes and Adult classes are scheduled as usual. 

  

Have a great holiday. 

 

 



 

 


