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  平成24年度第5回理事会報告                          (高田総務委員長)  
 

第 5 回理事会が 2012 年 12 月 4 日夜、San Mateo のサンマテオ日系コミュニティーセンター会議室で開催さ

れました。第 4 回理事会議事録の確認に続き、校長より生徒数推移および学事報告、保護者会から 11 月の活動

報告、唐橋法規委員長より新定款変更に伴う IRS 提出文書についての報告がありました。続いてデイビス理事よ

りほうかごクラブ運営規定の改定について、青柳事務総長より来年度の予算案についての付議が提出され、これ

を承認しました。 
 
 
 
  
    ほうかごクラブ運営規定改定                       (デイビス理事) 

 
 ほうかごクラブは小学部中•高学年および中高部の終業を待つ幼稚部の幼児と小学部低学年の児童を預かり、

お迎え時間の調整を行うことで保護者の利便性の向上を目的とし、待ち時間に幼児•児童が日本語で交流を図り、

より魅力ある補習校を目指しております。そうした幼児•児童のいる家庭の早期申し込み順で受け入れる事で来

年度からの募集要項について見直し、運営規定の一部改定が決定されました。 

 
 

  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 

 
多くの保護者の皆さま、ならびに教職員の皆さまより「ニジヤギフトカード」をご購入頂き、まことにありが

とうございました。 

販売合計金額は 13,900 ドルとなりました。これにより、ニジヤマーケット様より 695 ドル(合計販売金額の 5％
相当)を補習校へご寄附いただけることとなりました。皆さまのご協力に厚くお礼申し上げます。 

 

Amazon.com 様より、9 月〆として 31.89 ドルの小切手が届きました。(期間 9 月 16 日～9 月 30 日) 
Amazon School Reward Program へのご協力ありがとうございました。  

   

 「冬休み日本行き航空券割引き」の受付期間は終了いたしました。 

  
   ファンドレイジングのお知らせ 

 

 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、店舗で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 に参加しています。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！購入代金の 4～6%が補習校に還元されます。 

 

補習校スペシャルリンクはこちら: 

 

http://www.fundyourfundraising.org/sfjs.php 
 

ブックマーク(お気に入り)に是非ご登録ください。 

iPhone や Android 上の Amazon App はファンドレイズには対応してない為、お手数ですが必ずパソコンもし

くは通常のブラウザからご購入下さい。  
(※ 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) 

  
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 
 

 

 
  事務局よりお知らせ  
 

 
    平成 25 年度幼稚部・小学部 1 年生の入学受付について 
 
 

平成 25(2013)年 4 月から幼稚部および小学部 1 年生に入学を希望する幼児・児童についての入学願 

書受付を 11 月 1 日から開始いたしました。入学を申し込まれる方は、本校ウェブサイト(http://sfjs.org/)
をご覧ください。ご不明な点は事務局までご連絡ください(415-989-4535)。 

 

出願資格 

保護者が当地での職務に派遣される者、または、理事会が承認する者で、将来日本の学校に入学・編 

入しようとする計画を持っている者のうち、 

幼稚部：平成 19 年(2007 年)4 月 2 日から平成 20 年(2008 年)4 月 1 日までに出生した幼児に限ります。 

小学部 1 年生：平成 18 年(2006 年)4 月 2 日から平成 19 年(2007)4 月 1 日までに出生した児童に限ります。 
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入学申し込み方法 

 入学申込書、入学前健康調査票、出生を証明できる書類(パスポートのコピー等)、申込金 50 ドルのチ 

ェックを本校事務局までご送付ください。必要フォームは本校ウェブサイト (http://sfjs.org/)にてダウン

ロードしていただけます。 

 

入学選考 

 書類審査及び面接を行い合否を決定します。なお幼稚部に関しましては、定員を超過した場合は面接 

の前に抽選を行い、優先順位を決定します。本年度の定員はサンフランシスコ校 40 名（１学級 20 名×2学 

級）、サンノゼ校 60 名(1 学級 20 名×3 学級)ですが、来年度の学級数については、様々な状況を見て決 

定する予定です。 

 

 

 人事異動 

 

退職 中高 SJ 教員 池田浩子 9/29 付け 

採用 中高 SJ 教員 新井冬美 11/17 付け 

 

 
 12 月～1月の行事予定 

 

日付 サンフランシスコ校 サンノゼ校 

12/ 8(土) 中学部入学説明会（幼小部） 中学部入学説明会（幼小部） 

12/15(土) 百人一首（中高部） 特別授業（小学部) 

 1/ 5(土) 新年かるた大会（1～3年） 来年度小学 1年生面接（小学部） 

新年お楽しみ会（幼小部） 

 1/12(土) 来年度小学 1年生面接（小学部） 来年度小学 1年生面接（小学部） 

新年行事（中高部） 

 1/19(土) 来年度幼稚部面接（幼稚部） 

古本市（中高部） 

来年度幼稚部面接（幼稚部） 

 1/26(土)  来年度幼稚部面接（幼稚部） 

あんぱんの会  
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