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   保護者から寄付 
 
幼小部サンフランシスコ校の保護者より、ノートパソコンおよびプロジェクター購入費用として 3000 ドルの

寄付を頂きました。厚くお礼申し上げます。 ご
 

 

  財務委員会よりお知らせ                                               （河野財務委員長）  
 
   ファンドレイジング報告 

 

 BoxTops 回収に、沢山のご協力を頂きありがとうございました。回収結果は次回の「やまなみ」にてご報告い

たします。 

  

 NVIDIA Corporation 様より、社員のボランティア時間に対するマッチングプログラムとして 300 ドルのご寄

付を頂きました。NVIDIA Corporation 様、ならびにマッチングプログラムをご活用頂いた保護者の方へ厚くお

礼申し上げます。 

  
   ファンドレイジングのお知らせ 

 

「紀伊國屋書店ギフトカード販売」のお知らせ 

 この度、「紀伊國屋書店」様のご好意により、補習校を通じて販売されたギフトカードの合計金額に対して 7％

相当額をご寄附頂けることになりました。 

 10 月 3 日より 10 月 31 日までの間、1 枚 25 ドルのギフトカード (何枚でも購入可) を販売いたします！ 

お友だちへのお誕生プレゼント、お子様へのクリスマスギフトやお年玉、お礼のギフト等にもいかがでしょうか。 

お申し込み方法： 

保護者会システムhttps://sfjspa.org/app/ にログイン後「商品購入」を選択し「紀伊國屋書店ギフトカー

ド」をクリックしてください。 

「ギフトカード」のお引渡し日時と場所は、追って保護者会メールにてお知らせいたします。 

多くの皆さまからのご予約をお待ちしております。 

  

冬休み日本行き航空券割引きのご案内 

 IACE TRAVEL (サンノゼ支店)様とJTB(サンフランシスコ支店)様にて日本行き往復航空券をご購入されま

すと、 1 枚につき 10 ドルの割引きと同時に補習校へ 10 ドルのご寄附をいただけます。 

期間は 9 月 10 日～11 月 30 日です。予約時「補習校割引で！」とお申し出ください。 

  

 

 

https://sfjspa.org/app/


ドコモの携帯ファンドレイジング 

 一回線の契約毎に補習校に 15 ドルが寄付されます。 

 また 2012 年 12 月 31 日までにご契約された場合、契約者に 30 ドルのキャッシュバックがあります。 

 補習校で配布している「申し込みパック」に必要事項をご記入の上、店舗てご契約の際に担当者に「補習校か

らの紹介です」とお伝えください。 

(申し込みパックは、SF 校幼小部校舎入口、SJ 校幼小部マルチパーパスルーム前の机、及び補習校事務局よりお

受け取り頂けます。) 

   

Amazon.comでのお買い物はこちらから 

 補習校が Amazon.com の School Reward Program に参加しました。 

 Amazon.com でお買い物の際は、是非補習校スペシャルリンクをご利用ください！ 

 補習校スペシャルリンクhttp://www.fundyourfundraising.org/sfjs.php 

 手順： 

1. 補習校スペシャルリンクをクリック 

2. Shopping at Amazon.com からいつもの様にお買い物。 

これで購入代金の 4～6%が補習校に還元されます。 

ブックマーク(お気に入り)に是非ご登録ください。 

なお、携帯サイトからご購入頂いた場合には、補習校に還元されませんので、ご注意ください。 

   (※ Amazon.com スペシャルリンクは、補習校ウェブサイトホームページにもございます。) 

  

   中古または新品ノートパソコンご寄附のお願い  
 
理事会では各クラス 1 台 PC 配置をめざしてファンドレイジングを行っておりますが、3 年以内の中古または

新品ノートパソコンをご寄附頂ける方は、財務委員会までご連絡ください。 

 

   マッチング・プログラムをご存知ですか？ 
 
ベイエリアには社員福祉の一環として、社員の寄附やボランティア活動に対して追加支援(マッチング)を行な

っている企業が多数存在します。お勤め先にそのような制度をお持ちの方は、是非ご活用頂けますようお願い

いたします。(補習校は 501(c)(3)登録団体です) 
  

   eScrip 更新手続きのお願い 
 
Safeway Club Card をご登録の方は、年に一度 8 月 1 日〜11 月 1 日の期間に更新手続きが必要です。 

各自アカウントから「リニューチェックマーク」をチェックし簡単に更新できます。どうぞよろしくお願いい

たします。(チェックマークがない場合は更新時期ではないのでその必要はありません。) 
  

理事会ファンドレイジングについて、詳しくは補習校ウェブサイトをご参照ください。 

 

http://www.sfjs.org/ 
 

  
ご質問等は財務委員長河野まで。 

 

Mari.Kohno@bd.sfjs.org 
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  事務局よりお知らせ 務局よりお知らせ 
 
 
 
 

  
  
 
  
 

 第 2 回平成 25 年度高等部進学説明会開催のお知らせ  第 2 回平成 25 年度高等部進学説明会開催のお知らせ 

現中学 3 年生保護者向けの平成 25 年度高等部進学説明会を 10 月 13 日(土) 両校にて開催致します。 現中学 3 年生保護者向けの平成 25 年度高等部進学説明会を 10 月 13 日(土) 両校にて開催致します。 

  

サンフランシスコ校 サンフランシスコ校 

オープンスクール オープンスクール 12:20-13:05 12:20-13:05 高等部各教室 高等部各教室 

進学説明会 10:40-11:10 3 階 B36 番教室 

 

サンノゼ校 

オープンスクール 12:10-12:55 

(授業参観時) 

高等部各教室(B・C) 

進学説明会 11:00-11:40 A 教室 

  

 
 10 月～11 月の行事予定 

 

日付 サンフランシスコ校 サンノゼ校 

10/13(土) イヤーブック撮影（小学部）            

高等部進学説明会（中高部） 

授業参観・個別懇談（中高部） 

高等部進学説明会（中高部） 

授業参観・個別懇談（中高部） 

10/20(土) 個別懇談（中高部）                

フードセール（中高部） 

個別懇談（中高部）                

イヤーブック撮影（小学部） 

10/27(土) 保育参観・個別懇談（幼稚部）          

授業参観・個別懇談（小学部） 

個別懇談（中高部）                

イヤーブック撮影（中高部）            

茶話会 

授業参観・個別懇談（小学部） 

個別懇談（中高部） 

11/ 3(土) 個別懇談（幼小部） 保育参観・個別懇談（幼稚部） 

個別懇談（小学部） 

11/10(土) 個別懇談（幼小部）                

中間テスト（中高部） 

個別懇談（小学部）                

中間テスト（中高部） 

11/17(土) 古本市（幼小部） フードバザー（中高部） 

 
9 月号掲載の「9 月～10 月の行事予定」の内容に誤りがありましたので訂正いたします。 

10 月 27 日には幼稚部サンノゼ校の保育参観・個別懇談は行われません。 

11 月 3 日に行われます。 

 

 

 「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。 発行人：石黒吉英 
San Francisco Japanese School  760 Market Street, #816, San Francisco, CA 94102 
電話：415-989-4535 FAX：415-989-2542    電子メール：  理事会・事務局 office@sfjs.org   学校sfjs@sfjs.org 
ホームページ：  http://sfjs.org/ 
理事会および学校事務局へのご意見・ご質問等を歓迎します。匿名でのお問い合わせ等には一切お答えいたしかねます。 
無断複製・転載を禁ずる。©2012 All rights reserved. 
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