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(重 要なお知らせ)
「 ライデン・ スク ール」 (メ ールによる情報配信)導 入につしヽ
て
拝啓

時下ますますご清栄のことお喜ぴ申 し上げます。
さて、下記の通 り、携帯 電話やパ ソコンヘのメールによる情報酉E信 について、
「 ライデン・ スクール」
ー
サ ビスを導入 しています。ご家庭、生徒への情報配信、連絡事項等今までよリスム ーズな情報の提供が
可能となります。まだご登録されていないご家庭はどうぞこの機会にご登録いただきますようご案内申 し
上げます。

1.配 信情報の内容について
O突 発的な事象が 発生 した とき

己
言
(台 風や 自然 災害で休校 するような場合、学校行 事が

変更にな つた場合、生徒に危 l寅 の及 dお それがある場合など)

O行
0そ

事手定や各種の案内
の他、配信の町要がある と判断 した とき

2.メ ール受 信登録について

Oメ

ール受 信登録に関 してはご希望者だ けです 。居」
紙手続 きに従 ってメ ール受信登録をされた7jの

み に酉己
信されます。なお、携帯電話等で受信 される場合 、通信にかかるパケ ッ ト代金は受信 され
る方の負 担とな ります。メ ー ル受信登録は無料です。

Oメ

ール受 信登録 は電子メ ールが送受信のでき る携帯 電話あるいはパ ソコンの 電 〒 メール を利用

して 行 つて くださ い。

O携

帯電話では、迷惑メールフ ィルタなどの設定により、受信許可設定を行わないとメールを受信
しない場合があります。
事前に迷惑メー,レ フ ィルタの設定変更をお願い します。設定の詳細は、
「 手順 1.」 をご参照のう
j法 などはお使いの携帯電話会社にお間い合わせください
え、詳 しい操作ア
。

0こ

j通 行です。送信元のメールア ドレスに返
のメール配信サ ー ビスは学校恨」
から情報提供 する一ア

信 しても何もおこりません。お間い合わせが ある場合は、直接電話等で学校宛にお問い合わせく
ださい。

38個 人情報の管理について
このメ
隈lよ 不要で
=ル 配信サrビ スで跡要な'情 報は、氏名、メールフ ドレスです。その他のl国 人情幸
す。また情報はこのサ
=ビ スのためだけに使用されますので、他の広告などは一切届きません。ご安
心ください。

j(保 護者 )
◎ メ ール受信登録 の仕フ
手順 1.受 信許可設定
rahalhS@raiden.ktatwork。 ,p〉 から送られるメールを受信できる
(1)迷 惑メールフイルターを、ぐ
,
ように設定を変更 してください。
(2)「 URL付 きメ ール拒否設定」を「設定解除」 してください (PCと 携帯 の両方の設定がある場合
レの方を「 設定解除」 してください)。
は、PCメ ーテ
※ 詳 しい操作方法は、お持ちの携帯電話の説明書をご覧 になるか、各携帯 ショップに本プ リン トを
ご持参のうえ、お問い合わせください。
手順 2.登 録の空 メ ール送信

空メール送信先アドレス :

p.irahatths@raiden.ktaiwork.jp

上記に、空メール(件 名、本 文不要)を 送信 してください。
―コー ドリーダ ーをご利用になると便利です。)
(携 帯電話のアヽ
メールが送信できない場命、 エラーメールを受信 した場合 は、ア ドレスが間違 つている
可能性があります。もう一 度確認 して再度空メールを送信 してください。
※ 空メールを送信できない機種(Phone他 )で は、本文または件名 に適当な 1

回
回

文字を入れて送信 してください。
レ受信
手順 3.仮 登録完 了 メ ージ
折り返 し、
「 メ ー ルサ ー ビス本登録 の ご案内」 というメ ールが届きます。
これは、賜任の状態 が仮登録である ことの通知です。
手順 4.本 登録

(1)手順 3、 で受信 したメールの末尾記載の「以下の URLか ら一週間以内 に本登録
」で指定され た∪RLに アクセス してください。
を実施 してください。
亥当する学年にチ ェックを入れて「登録」 ボタンを
(2)登 録画面が表示されますので、言
押 してください。

レ受信
手順 5.本 登録完了メージ
「メールサービス登録完了」 という件名のメールが届けば登録完了です。
用ください)
」
除 してご不」
(米 堂鎌完 ゴの ノノケ ー ト !不 要な場色は港
◎ 登録状況を把握 したいと思いますので、登録された,jは 、下記に豚要事項 を記入 の上、登録次第提出
して ください。

※

加 入率100%を 目指 しております。ご協 力をお願 します。

※

dtyitomttusuku.o鷲 nawa,,p/
学校ホームページ httpttu汁・

※

伊良波ブログ

http′ iraha.Ы og.,p/

