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    理事長あいさつ                                

 
 
桜咲く美しい季節がまたやって参りました。一年が過ぎるのは早いもので来週はも

う卒業式・修了式。平成 24 年度理事会の活動も間もなく終わろうとしています。 
  
今年度、高田副理事長率いる総務委員会は事務局の業務効率化によるコスト削減と

いう、地味だけれど非常に重要な作業を淡々と推進してくれました。河野財務役率い
る財務委員会はこれまでに例のない積極的なファンドレイズで視聴覚機材等、子供た
ちに直接関わる教育環境の整備をしてくれました。また唐橋監査役率いる法規委員会
は 4 年越しの課題であった定款の改訂を見事成し遂げてくれました。 

  
勿論それら大物以外にも様々な検討事案がありましたが、そのどれを取っても胸を

張って良くやったと言える内容と成果であり、今年度の理事会はちょっと違うぞ、と
密かに自負している所です。 

  
ただ嬉しい報告ばかりではありません。 大変残念ですが、2010 年 4 月の赴任以来、本校の為にご尽力下さい

ました菊地政幸校長先生が三年間の任期を終えてご帰国されることとなりました。温厚なお人柄と筋の通った厳
しい教育・指導方針で皆からの信頼も厚く、まだお教えいただきたい事が沢山残っている、というのが正直な気
持ちです。これまでのご指導に感謝の意を表すると共に、ご帰国後の更なるご活躍をお祈り申しあげます。 

  
さて話は変わりますが、私は以前、理事一年目の挨拶で「理事会は怖い人達の集まりだと思ったが違った」と

書いた事があります。でも三年目の任期を終えた今、敢えてここにそれを訂正させていただきます。これだけの
規模の学校を子供たちへの思いと日本語教育への情熱だけで支え動かしている無償のボランティア理事、これは
相当に肝が据わっています。尊敬を通り越してまさに恐るべき存在です。 

 
理事会、事務局、そして教職員が心を合わせて一枚岩で努力して行くこの良い流れが続く限り、どんな困難に

も打ち勝つことが出来ると信じています。是非本校がこれまでに培ってきた伝統を 50 周年、そして 100 周年に
向けて継承発展していただきたいと思います。 

 
最後になりますが、いつも本校の運営に対する深いご理解とご支援を賜っている文部科学省、外務省、在サン

フランシスコ日本国総領事館、及び北加日本商工会議所(JCCNC)、そして何より保護者の皆様に心より御礼申し
上げます。一年間有難う御座いました。 

 

 

 第 6 回理事会報告 
 

第6回理事会が2月13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 5 回理事会の議事録確認に続き、校長より生徒数推移および学事報告、保護者会から 1 月の活動報告、デイビ

ス理事よりほうかごクラブ年間活動報告、各委員長より今年度各委員会の活動報告がありました。また、唐橋法

規委員長から新定款の参考和訳に関する付議、平成 25 年度理事会推薦理事に関する付議が提出され、これを承

認しました。 

 

 通常総会報告 

 

3 月 2 日小学部サンフランシスコ校にて平成 24 年度通常総会が開催されました。はじめに菊地校長より学事

報告、石黒理事長より理事会活動報告、河野財務委員長より会計報告が行われました。続いて質疑応答をはさみ、

石動選挙委員長より理事選挙結果及び新年度理事の発表がありました。 



 
  菊地校長帰任のあいさつ 

 

お世話になりました 

                               菊地 政幸 

 

3 年があっという間に過ぎ去りました。「光陰矢のごとし」のことわざのとおりで

すが、今回は特に早く感じました。年のせいでしょうか。 

 

限りなく広がる澄み切った青空、年中咲き乱れる色とりどりの花々、丘陵にマッチ

箱のように立ち並ぶパステルカラーの家々、まばゆい陽光、温暖な気候、多様な文

化・・・・・・、ここは住みやすいよいところです。全米でも人気スポットのサンフ

ランシスコ（ベイエリア）で 3 年間、仕事をしながら生活できたことを本当に嬉し

く思います。 

 

サンフランシスコ日本語補習校では、子ども達、教職員が本当によく頑張っています。先日、日本の文部科学

省より 2 名の方が学校視察に見えられましたが、幼小部・中高部の授業参観、あるいは、教職員との懇談を通し

て、本校に対する高い評価とお褒めの言葉をたくさんいただくことができました。子ども達の熱心に授業に取り

組む姿勢はもとより、デジタル教科書がほとんどの教室で活用されていることに驚かれていました。また、狭い

職員室で、休息を取る暇もなく教材研究、事務処理、諸会議等をこなす先生方の姿にも感心されていました。私

共派遣教員が力を入れてきた研修や生徒指導の取り組みについても、その成果を認めていただくことができまし

た。 

「日本の学校・先生も補習校・補習校の先生を見習って欲しい」、この言葉が一番心に残る最大級の讃辞でし

た。本校の先生方も、きっとこの言葉を糧に、自信を持って子ども達の教育に励んでくれることでしょう。 

 

保護者会の皆様、子ども達が日本の文化を楽しく味わうことができた保護者会主催行事、子ども達が安全に楽

しく学校生活を送れるように見守っていただいたボランティア活動等々、ありがとうございました。 

理事会の皆様、デジタル教科書と教育機器の整備（保護者会にもお世話になりました）、個別指導の充実のた

めの教員加配、様々な教育課題解決に対するご支援等々、ありがとうございました。 

在サンフランシスコ総領事館からも多くのご指導・ご助言をいただきました。ありがとうございました。 

この紙面をお借りして皆々様に心よりお礼申し上げます。 

 

帰国しましたら、厳しい社会情勢ですので悠々自適の生活など望めないと思いますが、残り少ない人生ですの

で少しは自分のための時間をつくりたいと思います。また、通算 9 年間にわたる在外教育施設勤務で、何かと苦

労をかけた妻のために女房孝行をしたいと思っております。 

終わりになりますが、子ども達の健やかな成長、保護者の皆様のご健勝、サンフランシスコ日本語補習校のま

すますの発展を祈念いたしまして、お礼の言葉とさせていただきます。ありがとうございました。 

 
 
 
   ほうかごクラブ平成 25 年度参加者募集のお知らせ              （デイビス理事） 
 

「ほうかごクラブ」は、幼稚部の幼児と小学部 1・2 年生の児童が対象の有料プログラムです。授業終了時か

ら、中高学年の下校時刻までの 1 時間ほどの間お預かりして、お友だちと日本語で過ごすことを目的としていま

す。興味のある方は、それぞれのコーディネーター宛メールでお問い合わせ下さい。尚、平成 25 年度春期の参

加申し込み受付は 3 月からとなります。詳細は各校の保護者会からの一斉メールにてご確認下さい。 

  
    サンフランシスコ校 sfjlc.houkago.sf@gmail.com (石黒) 

 サンノゼ校         sfjlc.houkago.sj@gmail.com (マラン) 
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  財務委員会よりお知らせ                                               （河野財務委員長）  
 

理事会では今年度「各クラス 1 台プロジェクターと PC の配置」を目標として、ファンドレイジングに取り組

んで参りました。多くの皆さまより暖かなご支援ご協力を賜りましたこと、心より感謝申し上げます。 

1 年間、ありがとうございました。 
 
 
   ファンドレイジング報告 

 
今年度、各種活動によるファンドレイズは、合計約 7,000 ドルにのぼりました。 

ご寄附 (JCCNC 様より 5,000 ドル、保護者個人様より 3,000 ドル) を合わせ、合計約 15,000 ドルの収入が見

込まれる結果となりました。 

ファンドレイジング金額詳細は、ウエブサイトをご覧ください。 

相当額のプロジェクター及び PC を、今年度中に事務局にて購入の予定です。 

(不足台数はウエブサイトにアップされておりますが、変動します。) 
また、JCCNC 様から中古パソコン 2 台をご寄附頂いております。 

  
   ファンドレイジングのお知らせ 

 
『夏休み日本行き往復航空券割引き』の受付がはじまりました！ 

航空券 1 枚につき購入者へ 10 ドルの割引きと補習校へ 10 ドルのご寄付がいただけます。 

 

ANA、JAL、デルタ、ユナイテッドの各社 8 月 31 日出発便まで適用。 

ファンドレイジング期間は 2 月 25 日～7 月 31 日まで。 

予約時に「補習校割引で」と担当者にお申し出ください。 

(今年 3 月卒業生のご家族もご利用できます。) 
 

  IACE TRAVELサンノゼ支店   1-800-601-4223 
  JTB USA サンフランシスコ支店 1-800-882-3884 
 

『Sports Authority』と『Amazon.com』でのお買い物は、補習校スペシャルリンクをご利用ください。 

お買い物金額の 3%～7%が補習校に還元されます。 

 

Sports Authority 補習校スペシャルリンク http://tinyurl.com/aa6w3ak 
Amazon 補習校スペシャルリンク          http://www.fundyourfundraising.org/sfjs.php 
(スペシャルリンクご利用時は、パソコンまたは通常のブラウザからご購入願います。リンクは補習校ウェブ

サイトにもございます。) 

 

 

 

   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 
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  事務局よりお知らせ 務局よりお知らせ 
 
 
 
 

    
 
    
 

平成 24 年度幼稚部・小学部・中学部・高等部卒業証書授与式について 平成 24 年度幼稚部・小学部・中学部・高等部卒業証書授与式について 
  
平成 24 年度サンフランシスコ日本語補習校幼稚部・小学部・中学部・高等部卒業証書授与式を下記のとおり

挙行いたします。卒業生の保護者の皆様には、何かとご多用のことと存じますが、万障お繰り合わせの上、ご出

席くださいますようご案内いたします。 

平成 24 年度サンフランシスコ日本語補習校幼稚部・小学部・中学部・高等部卒業証書授与式を下記のとおり

挙行いたします。卒業生の保護者の皆様には、何かとご多用のことと存じますが、万障お繰り合わせの上、ご出

席くださいますようご案内いたします。 
    
日時：各校とも 平成 25 年 3 月 16 日(土)日時：各校とも 平成 25 年 3 月 16 日(土) 
  

 サンフランシスコ校 サンノゼ校 

 
幼稚部 

時間：午後 1 時～午後 1時 30 分 

場所：A.P. Giannini Middle School(オーディトリアム)

下校：午後 2 時 

時間：午後 1 時～午後 1時 45 分 

場所：Cupertino Middle School (マルチユース) 

下校：午後 2 時 15 分 

 
小学部 

時間：午前 11 時～午後 12 時 

場所：A.P. Giannini Middle School(オーディトリアム)

下校：午後 12 時 30 分 

時間：午前 10 時 40 分～12 時 

場所：Cupertino Middle School (マルチユース) 

下校：午後 12 時 30 分 

 
中高部 

時間：午前 9 時 30 分～10 時 30 分 

場所：Herbert Hoover Middle School(オーディトリアム)

下校：午後 12 時 15 分 

時間：午前 9 時～10 時 

場所：J.F. Kennedy Middle School(オーディトリアム)

下校：午後 12 時 15 分 

 

幼小部は開式時刻の 15 分前までに、中高部は 10 分前までにご入場ください。 

当日は各校とも下校時間が通常より早くなります。またそれに伴い、昼食時間はありません。お間違えのない

ようにお願いいたします。 

 

  2013 年度の教科書配布について 
 
幼稚部 

教科書配布はありません。 
 

小学部・中学部 
4 月 6 日の入学式・始業式当日に新しい教科書を配布します。海外子女教育振興財団からすでに教科書を受け

取っておられる方については、受理しないように児童・生徒にお伝えください。 
 
高等部 

各自の購入になります。「教科書購入について」(3 月 16 日配布予定) のお知らせをご覧ください。 

 
 3 月～4月の行事予定 
 

日付 サンフランシスコ校 サンノゼ校 

 3/ 9(土) 文化祭（中高部）  

 3/16(土) 卒業式・修了式 卒業式・修了式 

 4/ 6(土) 入学式・始業式 入学式・始業式 

 4/13(土)   

 4/20(土) 避難訓練（全校） 避難訓練（全校） 

 4/27(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 
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。©2013 All rights reserved. 
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