
NPO法人AIA理事会・通常総会を開催       

5月15日10時から12時に、AIAの理事会と通常総会を

Web会議にて開催いたしました。議案はすべて承認

されました。  

  

理事長からの挨拶         
 理事長 安藤 勇 

AIAは皆様のおかげをもちまして12年目を迎えるこ

とができました。今年はコロナウイルス感染症によ

る 厳しい状況のために、AIAは2ケ月あまりの休校

を余儀なくされました。しかしこれを機に、AIAで

もオンライン等を用いた教育システムの導入を試み

たいと考えております。AIAの特徴でもあるマンツ

ーマン指導ならではの良さも活かしつつ、新たな学

習方式にチャレンジしていく所存です。今後とも、

皆様方のご支援、ご協力を賜りますよう、何卒よろ

しくお願い申し上げます。  

  

AIA再開に寄せて  
事務局 織田智子 

AIAの休校中、私たちスタッフは、学習者たちの勉 

強がストップしたことに大変心を痛めました。また

学習者たちの家庭の中には職を失ったり、収入が減

少した者も少なくありませんでした。厳しい状況の

中でしたが、いくつかの団体や個人の方から「何か

できることはないか」「困ったことはないか」と暖

かい言葉やご支援をいただき、各家庭に食品を届け

たり、AIAのオンライン化への準備を進めることが

できました。この場をお借りして改めて感謝の気持

ちを伝えさせていただければと思います。ありがと

うございました。  

  

新型コロナ感染症に伴う AIA の対応と取り組み 
このたび、新型コロナウイルス感染症による影響を 

受けられた皆様には、謹んでお見舞い申し上げま

す。 

 さて、AIAでは東京都の緊急事態宣言解除をうけま

して、6月2日より授業を再開いたしました。AIAに

おきましては授業再開にあたり、学習者の皆様方や

ボランティアの皆様方、またそのご家族、地域の皆

様方の健康と安全を最優先としながら、引き続き感

染拡大防止に努めてまいる所存です。具体的な取り

組みといたしましては、以下のとおりです。 

・手洗い、うがいを徹底いたします。  

・常時窓を開放し、換気を行います。  

・入室時に検温、健康チェックを行います。  

・机、椅子、文房具、備品等は使用するごとに殺

菌・消毒を行います。  

・マスクの着用を徹底し、必要に応じてフェイスシ

ールドも着用いたします。  

・すべての部屋に殺菌用スプレー、アルコールジェ 

ルを設置いたします。  

・コップやタオル類はすべて使い捨てのものを使用 

いたします。  

また、こうした状況を受けまして、現在AIAではパ

ソコンを使用したオンライン授業への取り組みも進

めております。皆様によりよい学習環境を提供させ

ていただけるよう努めてまいりますので、今後とも 

AIAをよろしくお願い申し上げます。  

   

高校合格おめでとうございます!!   
AIAで学習を続けてきた中学3年生の生徒が、高校入 

試に見事合格し、AIA奨学金が授与されました。充

実した楽しい高校生活になりますよう、スタッフ一

同心より応援しております。ここまでサポートして

くださいましたすべての皆様に、厚く御礼申し上げ

ます。  

  

  

AIA Board of Directors and General meeting  

In the morning of May 15 the Board of Directors 

and General Meeting of AIA were held, via a Web 

conference. All the agenda was approved. 

 

Greetings from the Chair 

Thanks to your support AIA has started its 

12thyear of existence. The corona virus pandemic 

has obliged us to close AIA activities for two 

months. Nevertheless, it also offered an occasion 

to introduce on line education services, keeping 

our person-to-person feature. We would like to 

accept the challenges of the new method.  

From now on, we need the continuation of your 

support and cooperation. Please, maintain helping 

AIA work for people who need us. Ando Isamu, SJ 

 

Re-opening AIA activities 

It was very painful for us, AIA staff, during the 

forced closing of the Academy to stop all academic 

activities. 

Again, during that time, families of our students 

lost their jobs and many also most of their income. 

They were hard times, but we also received warm calls 

from some individuals and organizations offering 

assistance in case we needed it. Thus, we could 

deliver food to families and prepare the new online 

 
   

 
 



education services. We want to use this newsletter 

to thank all of you again for your generosity. (AIA 

secretary Oda Tomoko) 

 

AIA Response to corona virus pandemic 

Please, accept our message of sympathy for all 

the hardships the corona virus pandemic 

brought. 

Now, following the official lifting of the 

emergency declaration, AIA re-opened 

activities on June 2 and is making all kind of 

efforts to prevent the spread of the corona 

virus for the students and volunteers and their 

families, thinking above all of the health and 

safety of the local residents. The following are 

our concrete commitment: 

⚫ Complete implementation of washing hands and 

gargling 

⚫ Opening windows and ventilation 

⚫ Check of temperature of students entering the 

facilities and their health 

⚫ Disinfection of desks, chairs, equipment 

 

⚫ Mask wearing obligation. When needed using 

also face shields 

⚫ Spray disinfection of all rooms. Installation of 

alcohol jell 

⚫ Use of paper cups and small disposable towels  
Facing this special situation, AIA is actualliy starting to 

use computers for online lessons. 

Since we are making efforts to offer a better learning 

environment to all our students, we would like to beg your 

understanding and support from now on also.   

 

  

 

            Succesful entrance in High School              

Congratulations to two girls third-Year-Middle 

School students who have been attending lessons 

at AIA and brilliantly passed the entrance 

examination of a High School. Cheers from our 

staff! We wish them a succeful and enjoyable life 

from now on in High School. 

We are truly grateful to all those who helped and 

supported them during their stay at AIA 

 

 


