
ICAGeorgia PTO presents

バーチャル

ジョグアソン

募金ページ終了

成果をお祝いしよう！

参加申込とTシャツ注文開始

Google formにて。

 個人募金活動ページスタート！

99pledgesにて。

Tシャツ着て、外で元気にジョギン

グ、ウォーキングしよう！

$10,000

募金1位のクラス

各クラス一番活動時間の長い生徒 

$10,000 目標達成-

近日発表！

PRIZE



今年
は記
憶に
残る

一年
だっ
たか
ら…

2020-2021 募金活動！
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**������ご協力を！**
メモリーブックをご購入しようと

お考えですか？

ページを購入して、自分の思い出を載せよう！
• ¼ページ広告 (4.25x5.5)  $20 - 写真1枚まで & メッセージ＊
• ½ページ広告 (4.25x11)   $30 - 写真2枚まで & メッセージ＊
• 1ページ広告 (8.5x11) $50 - 写真５枚まで & メッセージ＊
- ＊ご自分で作成した広告デザイン・レイアウトでの提出もOKです！
ご自分のデザインを使用する場合は、写真枚数に制限はありません。
- ビジネス広告も大歓迎！

PTOウェブサイトにて、4月23日（金）までにご購入ください！
https://www.icageorgiapto.org/memory-book

$25

～$30

5月初めに発売予定！
イメージ画像。実際のメモリーブックではありません。

YES NO

https://forms.gle/CssvurL5JheScqHu7
https://forms.gle/CssvurL5JheScqHu7
https://forms.gle/CssvurL5JheScqHu7
https://forms.gle/CssvurL5JheScqHu7
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PTOからのニュース・イベント情報を見逃していませんか？
PTOウェブサイトへの登録はこちらから： https://www.icageorgiapto.org

ICAGバーチャル・ブックフェアの全情報はこちら！
教室に欲しい本リスト「CLASSROOM WISH LIST」はこちら！

このスポンサー依頼レター（会社宛て）の送付にご協力ください！(編集可能なWord書式はこちらから)

International Charter Academy of Georgia (ICAG) PTO
https://www.icageorgiapto.org

If you have any questions, please contact us at ICAG.PTO@gmail.com
Check our Facebook Page at https://www.facebook.com/ICAGeorgiaPTO/

https://www.icageorgiapto.org/
https://www.scholastic.com/bf/icageorgia
https://www.icageorgiapto.org/book-fair
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1VOSTLEDm4VNjkaZ7mvjLa4S8rrlYk7I4MDax6K7Caco/edit
https://drive.google.com/file/d/1osoXGMEcJjlcllj_3N1HveGv5AUOrYg1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AGZjsSd1xlXlDeCu69w4mRjpAWh6RWy7/view?usp=sharing
https://www.icageorgiapto.org
mailto:ICAG.PTO@gmail.com
https://www.facebook.com/ICAGeorgiaPTO/
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PTOからのニュース・イベント情報を見逃していませんか？
PTOウェブサイトへの登録はこちらから： https://www.icageorgiapto.org

メモリーブック広告ページのご購入はこちらから！
＜保護者アンケート＞　メモリーブックをご購入する予定ですか？ご回答はこちらから！

　　立候補・推薦はこちらから！

International Charter Academy of Georgia (ICAG) PTO
https://www.icageorgiapto.org

If you have any questions, please contact us at ICAG.PTO@gmail.com
Check our Facebook Page at https://www.facebook.com/ICAGeorgiaPTO/

https://www.icageorgiapto.org/
http://www.icageorgiapto.org/memory-book
https://forms.gle/QJ6ZLD5F4wQ4MD7U7
https://www.icageorgiapto.org/nominate
https://www.icageorgiapto.org/nominate
https://www.icageorgiapto.org
mailto:ICAG.PTO@gmail.com
https://www.facebook.com/ICAGeorgiaPTO/
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PTOからのニュース・イベント情報を見逃していませんか？
PTOウェブサイトへの登録はこちらから： https://www.icageorgiapto.org

SchoolStore.comでお買い物をして学校をサポート！
特典プレゼントはここからゲット！

寄付のサインアップはこちらから！

International Charter Academy of Georgia (ICAG) PTO
https://www.icageorgiapto.org

If you have any questions, please contact us at ICAG.PTO@gmail.com
Check our Facebook Page at https://www.facebook.com/ICAGeorgiaPTO/

https://www.icageorgiapto.org/
https://www.schoolstore.com
https://www.schoolstore.net
https://sushimito.com
https://www.signupgenius.com/go/70A094AA4AE23A2F49-snacks
https://www.signupgenius.com/go/70A094AA4AE23A2F49-snacks
https://www.icageorgiapto.org
mailto:ICAG.PTO@gmail.com
https://www.facebook.com/ICAGeorgiaPTO/
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PTOからのニュース・イベント情報を見逃していませんか？
PTOウェブサイトへの登録はこちらから： https://www.icageorgiapto.org

レシピ投稿はこちらから！

2021-2022年度カリキュラムへの寄付はこちらから！ 日本語教材のオーダーはこちらから！

International Charter Academy of Georgia (ICAG) PTO
https://www.icageorgiapto.org

If you have any questions, please contact us at ICAG.PTO@gmail.com
Check our Facebook Page at https://www.facebook.com/ICAGeorgiaPTO/

https://www.icageorgiapto.org/
https://www.icageorgiapto.org/holiday-cookbook-recipe
https://www.icageorgiapto.org/holiday-cookbook-recipe
https://www.icageorgiapto.org/donation
https://www.icageorgiapto.org/documents-forms
https://www.icageorgiapto.org/donation
https://www.icageorgiapto.org/documents-forms
https://www.icageorgiapto.org
mailto:ICAG.PTO@gmail.com
https://www.facebook.com/ICAGeorgiaPTO/
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PTOからのニュース・イベント情報を見逃していませんか？
PTOウェブサイトへの登録はこちらから： https://www.icageorgiapto.org

ボックストップのサインアップはこちらから！

ICAGオリジナルグッズのご購入はこちらから！

コカコーラ・ギブのサインアップはこちらから！

International Charter Academy of Georgia (ICAG) PTO
https://www.icageorgiapto.org

If you have any questions, please contact us at ICAG.PTO@gmail.com
Check our Facebook Page at https://www.facebook.com/ICAGeorgiaPTO/

https://www.icageorgiapto.org/
https://www.boxtops4education.com/Consumer-register-page
https://teamlocker.squadlocker.com/#/lockers/international-charter-academy-of-georgia-275088?_k=nqln2s
https://us.coca-cola.com/give/school-profile/?institutionid=12317774
https://www.icageorgiapto.org
mailto:ICAG.PTO@gmail.com
https://www.facebook.com/ICAGeorgiaPTO/
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PTOからのニュース・イベント情報を見逃していませんか？
PTOウェブサイトへの登録はこちらから： https://www.icageorgiapto.org

ICAG オリジナル Tシャツ ネットでのお買い物はAmazon Smileで！

毎週金曜日は、ICAGオリジナルTシャツを着用して登校する
ことが許可されています。（ボトムは制服）
新しいカラー、新アイテムも加わりました！

Tシャツは、下記PTOウェブサイトよりご購入ください。
Tシャツ1枚につき、売上の$3が学校に寄付されます。

https://teamlocker.squadlocker.com/#/lockers/international-c
harter-academy-of-georgia-275088?_k=xogzcb

ご注意：このショップのウェブサイトは、インターネットエクスプローラーのブラウ
ザー環境に最適化されていません。

アマゾンでお買物する度に売上額の一部がICAGに寄付されます。

AMAZONに新機能登場！！
アマゾンのアカウント設定で、AmazonSmile機能を選択するだけで、携

帯電話からICAGへの寄付ができるようになりました！

Amazon Smileの設定はこちらからどうぞ

ICAG保護者みなさんの支えがあってこそ存在できるICAG PTO。
みなさんの力強いサポートとご協力に、心から感謝いたします。

School Code: RD299 Sign up and Select the School Click the Link to Connect Go to the website

International Charter Academy of Georgia (ICAG) PTO
https://www.icageorgiapto.org

If you have any questions, please contact us at ICAG.PTO@gmail.com
Check our Facebook Page at https://www.facebook.com/ICAGeorgiaPTO/

https://www.icageorgiapto.org/
https://icagshop.com/international_charter_academy/shop/home
https://smile.amazon.com/?_encoding=UTF8&pldnNewCustomer=1&ref_=smi_ge_cnf_cnf_smi
https://teamlocker.squadlocker.com/#/lockers/international-charter-academy-of-georgia-275088?_k=xogzcb
https://teamlocker.squadlocker.com/#/lockers/international-charter-academy-of-georgia-275088?_k=xogzcb
https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=15576745011&fbclid=IwAR2aPjBF3HDSLQL-VD2C2uDbrR34swwAMjP6IVTulN3OFfSq-QOoB3VosUQ
https://corporate.publix.com/community/corporate-campaigns/publix-partners
https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=15576745011&fbclid=IwAR2aPjBF3HDSLQL-VD2C2uDbrR34swwAMjP6IVTulN3OFfSq-QOoB3VosUQ
https://www.icageorgiapto.org/
https://www.icageorgiapto.org
mailto:ICAG.PTO@gmail.com
https://www.facebook.com/ICAGeorgiaPTO/

