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「評議会」って何？
評議会会長

金井田

智久

皆さん、「評議会」ってご存知ですか？
学校便覧によれば、「昭和 58 年 9 月、サンフランシ
スコ日本語補習校の円滑な運営を推進するために基本
問題について、理事会の諮問に応じ、評議し、理事会
を後援することを目的に設立」されたとあります。年 2
回、7 月と 2 月に定例評議会が開催され、理事会および
学校長から学校運営や学事に関する報告を受け、評議
がなされていますが、保護者の皆さんには、そもそも
その存在自体もあまり知られていないのではないかと
思います。そこで、今回、紙面をお借りして、評議会
の沿革や現状についてご紹介したいと思います。
評議会の沿革と現状
評議会は、上記の通り昭和 58 年（1988 年に設立され
ましたが、当初は、理事長が評議会会長も兼務してい
たようです。昭和 60 年からは、評議会会長と理事長が
分離されましたが、評議会は理事会の諮問機関
（Advisory Board）であり（Bylaws11 条 5 項）、分離
している方が自然かもしれません（残念ながら詳しい
経緯は不詳です。ご存知の方がいらしたらご教示くだ
さい）。
評議会会員は、法人会員のうち、理事会にて決定す
る法人の代表者（最大 60 名）を持って構成されますが、
平成 16 年度は 47 名となっています。本年 2 月に開催
された平成 15 年度第 2 回評議会において、評議会会員
の互選により、会長は金井田（東京海上火災保険）が、
第一副会長は山田晃さん（Union Bank of California）
が、第二副会長は加藤嘉則さん（DNP Corporation USA）
が任命されています。
設立の目的は、上述の通り理事会を後援することで
すが、その背景として、当時の設立趣旨書によると、
「進出企業の義務として、企業単位を加味した援助」
「学校運営に対する共同責任」「人的、物的援助を含
む学校運営への積極的参加」が謳われています。そし
て、「サンフランシスコ日本語補習校の円滑な運営を
推薦（原文ママ）するために基本問題について理事会
の諮問に応じ、評議し、理事会を後援する」とされて
います。ここで、評議会において議論されるべき「基
本問題」とは、① 補習校運営の全般、②理事会・保護
者会の役員推薦、③運営資金についての助言となって
います（「学校便覧」ご参照）。
評議会の問題点
今年度の評議会は、まだ開催されておりませんので、
ここではあくまでも私個人の意見として述べさせてい
ただきます。

既にお気づきの方もいらっしゃると思いますが、評
議会の役割のうち、「②理事会・保護者会の役員推薦」
は、現在、実施されておりません。勿論、理事会の諮
問に応じて行うわけですが、そもそも、法人会員で構
成される評議会が、理事会や保護者会の役員を推薦で
きるのか／すべきなのか－といった問題もあります。
設立趣旨書には、設立理由として「学校規模の拡大」
「個人の奉仕による運営の限界」があげられています
が、評議会が設立された昭和 58 年は、まだ日本の景気
が上向きの時で、当地への進出企業も多く、こうした
企業の駐在員の家族の児童・生徒数が増加していたも
のと思われます。そして、こうした日系企業に対して、
もっと主体的に補習校運営に関与してもらいたい－と
のニーズがあったものと考えております。
しかし、現在は、日系企業（したがって駐在員とそ
の家族）は減少傾向にあり、保護者の置かれている立
場や、児童・生徒のニーズも多様化しています。企業
としても、「人的、物的援助」を行うことも以前より
難しくなっているのも事実です。
勿論、評議会メンバーの中には、一保護者の立場の
人もおり（かく言う私もそうですが）、今年度の評議
会としても、できうる限り設立趣旨や目的に沿って、
理事会をバックアップしていきますが、こうした状況
の変化に応じて、その役割や活動内容について、場合
によっては見直しをすることも必要だと考えています。
偶々私が理事を兼務していることもあり、このことに
ついては理事会でも議論していくことになっています。

準備会議事録（抄録）
本年度が始まる前の 3 月 28 日（日）、今年度理事予
定者（当時）が集まり話し合い（準備会）を持ちまし
た。以下にその会合の議事録（抄録）をご紹介します。
日 時：2004 年 3 月 28 日(日)10：00～15：00
出席者：山崎啓二、長岡泰彦、千田一貴、反田隆、金
井田智久、浅尾一郎、安俊弘、ウィレン理子、関矢奉
也、高岡毅、長谷川清、早川由浩、藤岡孝司、結城仁、
青柳伸之事務局長(順不同)
１．自己紹介
青柳事務局長の司会により、五十音順に、各自、理
事就任に当たっての抱負とバックグラウンドを紹介し
た。
2．役員および委員会人事
決定した人事に関しては「やまなみ」今年度 4 月号
をご覧ください。
3．主な日程と役割分担について
6 回の理事会と 2 回の評議会の予定を、
また、
入学式、
卒業式などの担当理事を決定した。（日程については
「やまなみ」4 月号ご参照。）

4．帰国する理事の後任選出について
理事が帰国に伴い退任する際の後任の選出方法につ
いて議論が行われ、2004 年 2 月の理事選挙における次
点者を繰り上げ当選とする案、理事会として必要と思
われる専門性を考慮し評議会の助言なども得て新たに
候補者を選考する案などが検討された結果、選挙を行
った重要性に鑑み次点者を繰り上げ当選として理事と
して迎えることに決定した。
5．そのほか
理事会の議事録は安総務委員長が理事会書記として
（不在の場合はウイレン理事が代行）作成することが
了承された。三役会の議事録作成は三役会構成メンバ
ーが持ち回りで行うこととした。
理事会での議論、決定事項、通知などを会員各位に
透明性を持った形で届けるために、次の点で合意した：
• ｢やまなみ｣という名称は残すものの、理事会通信と
明確に位置づけ、事務局からの連絡事項とあわせて
発行する。理事長を発行人とする。教育関連事項は、
校長通信「カリフォルニアの風」でお願いする。
• 編集作業は青柳事務局長と協議の上、総務委員会で
行う。印刷配布業務は事務局が従来どおり行う。

人事異動
◆教員の異動
採用辞退
小 SF 天野 恵 （4 月 9 日付け）
採用
小 SF 南原 博美（5 月 1 日付け）

訃報
堀井重樹校長の御尊父がご逝去されました。心から
ご冥福をお祈り申し上げます。（これに伴い、堀井先
生は 4 月 14 日から 26 日まで一時帰国されました。）

小学部・運動会開催のお知らせ
小学部運動会は、日本にいる子どもたちと同様な経
験をさせたいという願いから始まったもので、演技・
競技を通して友達と協力する心や公正な態度を身につ
けさせるという目的をもつ補習校における教育の一環
です。毎年、子どもたちの元気いっぱいな取り組みに
よって、子供たちにとっても保護者にとっても思い出
深い行事となっています。
借用グラウンドで行うため、いろいろ制約がありま
す。雨天の場合は中止ですし、前日からの準備ができ
ないため、当日の朝早く短時間で準備をしなければな
りません。運営面でも人員が不足しています。そこで、
保護者の皆様方のご支援が不可欠となります。子ども
たちの楽しい一日をつくるため、ご理解とご協力よろ
しくお願いします。
例年、サンノゼ地区は暑く、サンフランシスコ地区
は肌寒い運動会です。服装にご注意ください。
記
• 小学部サンフランシスコ校 6 月 5 日 午前 10 時開会
West Sunset Diamond #3
(3223 Ortega St. & 39th Ave )
.
• 小学部サンノゼ校 6 月 12 日 午前 10 時開会
John Muir Elementary School
(6560 Hanover Dr., San Jose, CA 95129 )
両校とも雨天中止。中止の時は通常授業となります。
◆運動会用はちまきの準備を！
運動会では、紅白に分かれて演技や競技を行います。

「紅白はちまき」のご用意をお願いいたします。下記
の店で購入できます。(価格 2.5 ドル）
• 紀伊国屋 ステーショナリー（サンフランシスコ）
#218 Japan Center Kinokuniya Bldg., 1581 Webster
St., San Francisco, TEL: 415-567-8901
• 紀伊国屋 ブックストアー （サンノゼ）
685 Saratoga Ave., San Jose, TEL: 408-252-1300

中高部・球技大会／スポーツ大会のお知らせ
• 中高部サンフランシスコ校 6 月 26 日
会場：Herbert Hoover Middle School
2290 14th Ave. San Francisco, CA 94116
• 中高部サンノゼ校 6 月 26 日
会場：John Muir Elementary School
6560 Hanover Dr., San Jose , CA 95129

夏期集中学習のお知らせ
◆期間
6/22(火)、6/23(水)、6/24(木)、6/25(金)、6/26(土)、
6/28(月)、6/29(火)、6/30(水)、7/1(木)、7/2(金)の
10 日間です。6/28 は月曜日ですが授業を行います。
◆集中学習期間中の借用校
• 小学部サンノゼ校（校舎の変更はありません）
Cupertino Middle School
1650 S. Bernardo Ave., Sunnyvale, CA94087
• 小学部サンフランシスコ校
Clarendon Alternative Elementary School
500 Clarendon Ave., San Francisco, CA94118
• 中高部サンノゼ校
West Valley Elementary School
1635 Belleville Way, Sunnyvale, CA94087
※6/26 のスポーツ大会会場は John Muir Elementary
School となります。お間違いないようお願いします。
• 中高部サンフランシスコ校（校舎の変更はありません）
Herbert Hoover Middle School
2290 14th Ave. San Francisco, CA 94116
◆授業料について
集中学習の授業料は 7 月と 8 月にそれぞれ銀行引き
落としとさせていただきます。また、集中学習時に一
日でも在籍されている方は、7・8 月分の授業料を徴収
いたしますのでご了承ください。

各種届出についてのお願い
転（退）学する場合は、「転（退）学届」に必要事
項を記入の上、すみやかに事務局宛送付してください。
「転（退）学届」は、「学校便覧」に入っています。
またホームページからダウンロードもできます。
住所・電話番号に変更のある場合は変更日を明記の
うえ、必ず書面にて事務局に提出をお願いいたします。
「やまなみ」はサンフランシスコ日本語補習校理事会により月 1 回発
行されます。
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