幼稚部保護者の皆様へ
令和元年 5 月 1４日

幼稚部バスだより
第１号

クアラルンプール日本人学校
ＰＴＡ会長

木村 真希

通学部副部長 大門 聡美

いよいよ新年度がスタートしました。今年度も安心・安全で快適な通園バス運行を目指していき
たいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
お知らせとお願い
☆以下のような変更事項があった場合、その旨をバス会社まで必ず連絡してください。
＊本帰国等でバスの利用を停止
＊転居による路線変更
＊住所・電話番号の変更
☆一学期中はバスがほぼ満席です。転居等でのバス変更の対応ができない場合もあるそうです。
ご検討の方はケニーさんにお問い合わせください。
☆バス会社から受け取ったボーディングパスは、必ず携帯してください。
バス No に変更があった場合は、PANDU 社より再発行されます。
☆ケガや体調不良等で配慮が必要な場合は自主送迎をおすすめします。
☆バスでの忘れ物やご不明な点は、直接バス会社へお問い合わせください。
☆平成 31 年 1 月からバス利用手引きが改定されています。JSKL ホームページをご確認ください。

ノーバス連絡について
通園バスに乗らないときは、以下のように対応をお願いいたします。
※ノーバス連絡の方法が SMS から LINE に変更になりました。
詳しくは、『幼稚部通園バス利用の手引き P5～P７』をご参照下さい。
○登園バスに乗らないとき
ＰＡＮDU 社と幼稚部に LINE での連絡が必要となります。
（バス停に利用者がいない場合、ドライバーが
ルートを変えることがあるためです。） 注：８：00 まで

ノーバス LINE 例
No Bus 2 May
Morning Bus No.3
Nippon Taro K-Usagi

※ノーバスにする日付
を入れてください。

○降園バスに乗らないとき
ＰＡＮDU 社と幼稚部に LINE での連絡が必要となります。 注：1４：00 まで
慣らし保育等、11 時降園の時は 10:30 までにご連絡ください。
○園をお休みする場合も、降園バスのノーバス連絡は必要です。
バス乗車時に人数確認を行っています。必ず LINE で連絡をしてください。
※ノーバスのお迎えは、原則として事務室前でお待ちくださいますよう、ご協力をお願いいたし
ます。お迎えに来られるご家族にもお伝えください。
☆欠席される場合は必ず電話または、連絡帳で幼稚部にご連絡ください。
ノーバス LINE では欠席連絡を受け付けていませんのでご注意ください。
☆幼稚部での保護者参加の行事が午前中に終わる場合は、バスが運行しないことがあります。
バスを利用したい方は、事前に PANDU 社と幼稚部に LINE でお申し込みください。申し込み必要
の有無は幼稚部から配布されるお知らせをご確認ください。
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ばすでの おやくそく
毎日乗るバスです。みんなが気持ちよく利用できるよう、約束ごとを守りましょう。
お子様と一緒にお読みになり再度ご確認ください。
♪
お子様ともいっしょに読んでいただき、話しあって下さい。
●どらいばーさん・もにたーさん に げんきよく あいさつしよう！

あさは

せらまっぱぎー／ぐっどもーにんぐ／おはようございます

かえりは

じゅんぱらぎ／しーゆー／せんきゅー／さよなら

など

●ばすの なかでは もにたーさんの いうことを きいてね。
きぶんが わるくなったり こまったことが あったら、
もにたーさんが もっている らみねーとで ゆびさしして、もにたーさんに つたえよう！

●にもつは あしもとに おこうね。

●かごの なかの ものは ださないでね。
もちものを なげたり、えんで つくったもので あそばないでね。

●すいとうの おちゃや おみずは、のまないように できるだけ がまんしよう！

バスに乗っている間に、トイレに行きたくなっても、原則的には途中で停車できません。
登園・降園時とも、バスに乗る前に、トイレをすませるようお話しください。
●おおきな こえを ださないように しよう。

●いすには せなかを つけて、きちんと すわってね。

●つうろに あしを だしたり、まえの ざせきを けらないでね。

●せきを たって あるかないでね。

●ばすが しっかり とまってから しーとべるとを はずそうね。

※ 小中学部の保護者の皆さま向けの『ＪＳＫＬ通学部だより』も配布いたします。
幼稚部の保護者の方も、必ずよくお読みくださいますようお願いいたします。
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PANDU 社スタッフ紹介
毎日お世話になっている PANDU 社の担当スタッフをご紹介します。
バス乗降時だけでなく、学校内でスタッフの方やモニターさんに会った時には、元気にあいさつしまし
ょう！！（と、お子様にお話しください！）

Kenny・ケニーさん

Chang・チャンさん

学校のバスオフィスに常駐し、保護

学校のバスオフィスに常駐し、

者との連絡業務やバス運行業務

事務アシスタント業務

モニターさん紹介
いつもお世話になっている PANDU 社のモニターさんをご紹介します。
自分のバスのモニターさんのお名前を知らないお子様も多いと思います。是非お子様と一緒に名前を呼
びかけてみて下さい！モニターさん達も嬉しいと思います。

Hairini・ハイリニさん

Saras・サラスさん

Kamala・カマラさん

登園 3 バス、降園 1 バス

登園・降園 2 バス

登園 1 バス、降園 3 バス
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ご案内
○ 試乗・添乗について
お子様の様子をご覧になりませんか？
お誕生日会開催日にあわせた２か月に１回の募集添乗のほかにも、ご希望があれば１台につき１名の
方に、試乗添乗していただくことができます。添乗希望日の１週間前から前日午後２時までに、直接バス
オフィスまでＳМＳでお申し込みください。
○ バス現在地確認サービスについて
今年度から GPS 利用によりお子様の乗車バスの現在地をご確認できるようになりました。
各新学期、始業式前に送られてくる『バス番号と時間、送迎場所』の SMS とは別に『バス車両ナンバー』
が記載された SMS が送られてきます。下記のとおり操作方法の仕様書をダウンロードしていただき
GPS ログインの際にご使用ください。
JSKLホーム
ページ内

【PTA保護者の
トップページ】
右側中央

PTA【保護者の皆様】
へログイン

《通学バスの手引き》
枠内

【GPSトラッキング
仕様書】PDF

※SMS が届かない場合等は直接バス会社にお問い合わせください。
PANDU 社 SMS 送信先：012-2752888
使い方で問題や疑問点がありましたら件名を「GPS」として通学部宛にメールでご連絡ください。
📩 jskl.pta.commuting@gmail.com

幼稚部バス路線
バス
Ｎo.

路線名
(シール)

コンド名
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１ バス
(オレンジバス）

Ayuria, Gate Way Kiaramas, Verve Suites,
Mont Kiara 22, Banyan, MK 28, Meridin,
La Grande Kiara, Dutamas Solaris
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２ バス
(ピンクバス）
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３

バス

(ミドリバス）

Kiara Park, Villa Flora, Arcoris, Almaspuri,
MK 11, Pelangi, Palma, Pines, I-Zen 1&2

Kiaraville, Tiffani Kiara,
Bayu, Aman, Astana, Damai

問い合わせ・連絡先
バスに関するトラブルやお問い合わせはケニーさんへご連絡ください。

PANDU 社 JSKL 内バスオフィスの電話番号
０１２－２７５２８８８(H/P) または ０３－７８４３－９７８８ Mr.Kenny Yap（ケニーさん・電話のみ日本語可）
E-mail での問い合わせ先

jsklbusing@gmail.com（メールは英文にてお願いします）

電話での問合せはバス誘導の妨げにならないよう

下校バス乗車、出発時間の 14：20-14：50 16：00-16：30 は避けてください。
緊急で繋がらない場合のみ、学校にお問い合わせください。０３－７８４６－５９３９
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