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  理事長あいさつ                                        (石黒理事長)  
 

皆様、明けましておめでとうございます。旧年中は沢山

のご支援とご協力を賜り、まことに有難う御座いました。

お正月はご家族揃って補習校のない平穏な土曜日を堪能

されましたでしょうか? たった 2 週末ですが、幼児・児童・

生徒はもとより保護者の皆様にとっても良き休養となっ

たのではないでしょうか。 
 
さて早いもので 2012 年度理事会の任期も残す所 3 ヶ月

を切りました。今年度は「世界の架け橋となる幼児・児童・

生徒を育成していく環境整備」を念頭に、運営母体として

の理事会の在り方を見つめ直し、またより安定した経営基

盤の確立を目指して努力して参りました。教務面では菊地

校長先生のご指導の元、斎藤、長﨑両教頭先生と 4 校主幹を軸としたブレの無い教育方針が着実に根付いて来て

います。また保護者会役員を始めとする参加型保護者の献身的な支援と活躍には毎度ただただ感心させられます。 
 
補習授業校として世界第一、第二の規模を争う本校ですが、教職員のレベルの高さ、また保護者の皆様の熱心

さ、特に学校の為に自分は何が出来るか、と言った参加意識の強さに於いては他校の追随を許さない、まさに飛

び抜けた位置にあると確信しております。そんな熱意に負けぬよう、我々理事会も教職員、事務局と心を一つに

してより良き学校運営を目指して邁進して参りますので、引き続き皆様の変わらぬご支援とご協力をお願い申し

げます。 上
 
  
    北加州商工会議所より寄附                       

  
12 月 20 日、北加日本商工会議所(JCCNC) 様より、PC やプ

ロジェクター等、視聴覚機器の購入費用として 5,000 ドルのご

寄附を頂きました。 

写真左より：JCCNC 冨田会頭、本校石黒理事長、 

JCCNC 高屋教育委員長 

 

いつも本校の運営にご理解とご協力を賜り有難う御座いま

す。授業の更なる効率化と魅力度向上の為に有効活用させて頂

きます。 

 

 

 

   理事選挙経過報告 
 

選挙規定(Bylaws Section 5.4)に定める 12 月 14 日 (第 2 金曜日)までに理事立候補の届出がありませんでした

ので、規定に基づき 1 月 19 日(第 3 土曜日)までに定数内(9 名まで)の理事会推薦者を選定致します。 



 

  借用校訪問 
 

12 月 6 日に菊地校長、長﨑教頭、青柳事務総長、デイシー主幹、牛島主幹、吉田 SF 校保護者会会長の 6 名

で、SF 校借用校である Clarendon Elementary School、Herbert Hoover Middle School、A.P.Giannini Middle 
School、Lowell High School を訪問し、各校の校長先生およびスタッフの方々へギフトをお渡ししました。 

 

12 月 13 日に菊地校長、斎藤教頭、青柳事務総長、渡邊主幹、城田主幹、賀川 SJ 校保護者会会長、フランク

同副会長の 7 名で、SJ 校借用校である、John Muir Elementary School、John F. Kennedy Middle School､
Cupertino Middle School、Meyerholz Elementary School を訪問し、各校の校長先生およびスタッフの方々に

ギフトをお渡しました。 

 

どの校長先生からも大変喜ばれました。これも皆様から頂いた多数のご寄附のおかげです。大変ありがとうご

ざいました。 
 

 
John F. Kennedy Middle School:（左から）斎藤教頭、菊地校長、Mr. Oncay 
(Assistant Principal)、Ms. Johnson (Principal)、賀川 SJ 校保護者会会長、

渡邊主幹、フランク SJ 校保護者会副会長、城田主幹 

Clarendon Elementary School:（左から）長﨑教頭、

デイシー主幹、青柳事務総長、Mr. Court (Principal)、
吉田 SF 校保護者会会長、菊地校長 

 
 
 
 
 

  財務委員会よりお知らせ                                               （河野財務委員長）  
 

昨年中は、多くのご支援ご協力をいただきありがとうございました。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 
 
 
 
   ファンドレイジング報告 

 
BoxTops 事務局より、288.40 ドル（前期回収分相当額）のチェックを受領いたしました。BoxTops 回収にご

協力いただいた皆様、ありがごとうございました。 
  
   ファンドレイジングのお知らせ 

 

BoxTopsの収集のお願い 
 
BoxTops 第 2 期回収を予定しております。1 家族 25 枚集めて頂きますと、合計約 2000 ドルの収入となりま

す。お子様と楽しく探して頂きますと、意外と数がたまっていくようですので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。保護者会一斉メールにて、追ってご案内いたします。 
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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 年度小学部 1 年生の入学受付について 
 
 

平成 25(2013)年 4 月から小学部 1 年生に入学を希望する児童についての入学願書を受け付けています。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、平成 18 年(2006 年)4 月 2 日から平成 19 年(2007 年) 4 月 1 日まで

に出生した児童に限ります。 

 

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。 
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 1 月～2月の行事予定 

 

日付 サンフランシスコ校 サンノゼ校 

 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（幼小部） 

 2/ 2(土)   

 2/ 9(土) 高等部入学試験（中学部） 高等部入学試験（中学部） 

アンディ松井さん講演会（幼小部） 

 2/16(土) 後期期末テスト（中高部） 後期期末テスト（中高部） 

 2/23(土)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「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 
ウェブサイト：  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。©2013 All rights reserved. 
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