
BE Student Fund: Support your students! 
ベセスダ⼩学校児童基⾦、児童を⽀えよう！ 

What is the BE Student Fund? 
ベセスダ⼩学校児童基⾦とは何ですか？ 

The BE Student Fund (formerly, Lion’s Pride campaign) is the largest PTA fundraiser of the 
school year. Each year, BE PTA provides needed and rewarding programs, activities and 
supplies not included in Montgomery County’s operating budget. Your donation to the BE 
Student Fund is critical to ensure our students’ needs are met.   
ベセスダ⼩学校児童基⾦（正式には、ライオン・プライド・キャンペーン）はＰＴＡによる年

度ごとの募⾦集めの最⼤組織です。毎年、ベセスダ⼩学校ＰＴＡは、モントゴメリー郡の予算
には盛り込まれていない必需品や謝礼制度、活動費や供給品を提供しています。ベセスダ⼩学
校児童基⾦へのあなたの寄付が、児童のニーズを満たすために不可⽋なのです。 

New this year: We are combining the BE Student Fund with PTA membership dues ($40).  
When you donate, your membership dues will be included and you will automatically become a 
member of the PTA for this school year. I.e., if you donate $500, $40 will automatically go to PTA 
dues, making you a PTA member for this school year, and $460 will go to BE Student Fund. 
Please take this into consideration when donating.  
今年から、ベセスダ⼩学校児童基⾦とＰＴＡ会費（４０ドル）が合併されることになりました。
寄付して頂ければ、会費もその中に含まれ、⾃動的に今年度のＰＴＡ会員となります（印刷し
た児童名簿を受け取れます）。たとえば、５００ドル寄付して頂ければ、このうち４０ドルは
⾃動的にＰＴＡ会費に回り、今年のＰＴＡ会員になれます。４６０ドルがベセスダ⼩学校児童
基⾦に充当されます。寄付の際、この点をご考慮ください。 

Why do we need the BE Student Fund? 
なぜベセスダ⼩学校児童基⾦が必要なのですか？ 

Simply put, Montgomery County does not provide funding for many of the critical programs, 
activities and supplies needed at public schools. Through your donations, the PTA provides 
reading program/curriculum support, math instructional materials, Cultural Arts initiatives, 
Chromebooks, Promethean boards, STEM activities, PE/recess enhancements, playground 
improvements, needs-based scholarships, pantry items, new books, classroom supplies, staff 
training, the PTA directory, and our wonderful PTA-sponsored nights. Funding supports all BE 
students for the current school year. 
簡単に⾔えば、モントゴメリー郡は公⽴学校に不可⽋な計画や活動費、必要な供給品の多くに
予算を充てていません。授業計画を推進するために必要な、算数の指導教材、芸術⽂化関連⽤
品、パソコン、プロンプター、算数や理科、体育や休憩時間に使⽤する物、校庭の改良費⽤、
奨学⾦、⾷堂の⽤品、新刊本、教室⽤品、教職員の訓練、ＰＴＡ名簿、ＰＴＡ主催の夜の集会 
は、あなたの寄付によってＰＴＡが提供することになります。基⾦は今年度の全児童に使われ
ます。 



How do I donate? 
どう寄付すればいいのですか？ 

It’s easy! Visit pay4schoolstuff.com, select your student, and select “BE Student Fund.” You can 
set up a Pay4schoolstuff account and use it throughout the school year. If you need to donate 
with a check, please visit bethesdapta.com/support and click on ‘BE Student Fund.’ 
簡単です！pay4schoolstuff.com で児童名を選び、BE Student Fundを選んでください。
Pay4schoolstuffのアカウントを設定すれば、年度を通して使うことができます。⼩切⼿で寄付
する必要がある場合は、bethesdapta.com/supportでBE Student Fundをクリックしてくださ
い。 

We’re only at BE for a year or two. Why should we donate to the BE Student Fund? 
ベセスダ⼩学校には１、２年しか在籍しません。なぜベセスダ⼩学校児童基⾦に寄付すべきな

のですか？ 
Funding supports ALL BE students for the CURRENT school year. In fact, the PTA invests 
approximately $150 per student, per year. Your student(s) will benefit from your donation.  
基⾦による⽀援は今年度の全ての児童のために使われます。事実、ＰＴＡは毎年、児童１⼈当
たり約１５０ドル投資しています。あなたのお⼦さんはあなたの寄付から利益を得ているので
す。 

Is my donation to the BE Student Fund tax deductible? 
ベセスダ⼩学校児童基⾦への寄付は課税控除されますか？ 
Yes! Your donation is tax deductible.  It is also eligible for company matching; please ask your 
employer if this is an option.  All families who donate $300 or more to the BE Student Fund will 
receive a letter for tax purposes.  
はい！あなたの寄付は課税控除されます、さらに、企業年⾦のマッチング拠出対象にもなり得
ます。その場合は雇⽤主にお問い合わせください。３００ドル以上寄付して頂ければ納税関連
書類をお送りします。 

I still have questions! 
質問がある場合は、下記までご連絡ください 
Please contact us: 

Deborah Adams 
Fundraising VP, BE PTA 
debsa711@yahoo.com

Liz Perera 
Co-chair, BE Student Fund 
lizmperera@gmail.com


