
   
  サンフランシスコ日本語補習校 
   理事会通信 
平成 25 年度第 6 号                                                 2013 年 11月 08 日

 
        
     平成 25 年度第 4 回理事会報告                     
 
 

第 4 回理事会が 2013 年 10 月 24 日の夜、サンマテオ日系コミュニティーセンター会議室にて開催されまし

た。第 3回理事会議事録の承認に続き、市川校長より学事報告、保護者会から 9月～10月の活動報告、財務委

員会よりファンドレイジング活動に関する提案と報告がありました。また、平成 26(2014)年度の理事選挙委員

の選出とスケジュールや平成 26年度年間行事予定などを含む議題を話し合いました。 
 

  理事選挙のお知らせ                                   
  

  選挙委員の選出について                                                      
 

平成 26（2014）年度理事の選出に関して、サンフランシスコ日本語補習校定款第 7 条 5 項(Election  

Committee - 選挙委員会)に定める通り、以下の選挙委員を選出・任命しました。 
 

 今城 康雄 顧問 （在サンフランシスコ日本国総領事館領事） 

 高屋 一彦 顧問 （JCCNC北加州日本商工会議所教育委員長） 

 唐橋 良行 理事長 

 崎山 峰   理事 
   
   平成 26（2014）年度 理事選挙 
 

平成 26（2014）年度理事選挙を実施します。 

選挙委員（前記の 4名）から下記のとおり告示が出ましたのでご報告します。なお、立候補の資格や手続きに

つきましては、補習校ホームページ http://sfjs.org/ の「サンフランシスコ日本語補習校定款」をご参照く

ださい。 
 

 平成 25（2013）年 11月 2日 理事選挙選挙告示第 1号 

選挙委員会 委員長 今城 康雄 

サンフランシスコ日本語補習校定款第 7条 5項に基づき、選挙委員 4名の互選により、今城康雄氏が

委員長として任命されました。 

 

 平成 25（2013）年 11月 2日 理事選挙選挙告示第 2号 

選挙委員会 委員長 今城 康雄 

サンフランシスコ日本語補習校定款第 5条 4項(Selection of Elected Directors - 選挙対象理事の

選出) に基づき、次の通りサンフランシスコ日本語補習校の理事選挙の実施を告示します。 

 
   

http://sfjs.org/
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記 

 

1. 選挙の方法：所定の投票用紙で郵送による投票、または直接事務局へ提出することにより行います。

投票は保護者会員について１家庭につき 1票、法人会員 1社につき 1票に限ります。 

2. 投票期間：2014年 1月 25日（土）～2月 7日（金）午後 3時まで 

3. 開票日：2014年 2月 7日（金） 

4. 選挙により選出される理事の定数：9名 

5. 候補者の届出：被選挙権を有し、理事に立候補しようとする者は、定款第 5 条 4 項に基づき、所定

の用紙に記入のうえ、2013年 11月 30 日（土）から 2013年 12月 20日（金）午後 3時までの期間に、

当委員会に届け出ることができます。 

6. 無投票当選： 候補者数が選挙対象理事枠の欠員数以下の場合、資格を満たすこれらの候補者は無

投票当選となります。 
 

  財務委員会よりお知らせ 
  

   ファンドレイジング前期報告     
皆様のご協力により、前期のファンドレイジングは次の様になりましたので、報告いたします： 
 
 

 

 
 

 

誠にありがとうございました。 
 
   
   ファンドレイジングのお知らせ  
 

 日本行き航空券割引ファンドレイジング 

航空券１枚につき購入者へ$10の割引きと補習校へ$10のご寄附が頂けます。 

ANA, JAL, Delta, United の各社、12月 31日出発便までに限ります。受付は 11月 29日まで。 

購入の際に必ず「補習校割引で」と担当者にお申し出ください。 
 

 

 
 

 Sports Authority ファンドレイジング 

いよいよ冬のスポーツシーズン到来！スケート靴やスキー板、防寒用のジャケットやブーツなども是非

Sports Authorityでお揃えください！  
 

補習校スペシャルリンク http://goo.gl/qANqrv 

 

 

ファンドレイジング先  金額 備考 

Amazon.com $1,187.07  

eScrip $352.73  

日本行航空券割引 $1,470.00  

S.H.A.R.E.S.カード $173.73  

BoxTops $239.40 SF校、SJ校合わせて 2,394枚 

合計金額  $3,422.93  

IACE TRAVEL サンノゼ支店 1-800-601-4223 

JTB サンフランシスコ・ベイ支店 1-800-882-3884 

 

http://goo.gl/qANqrv
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 Amazon.com ファンドレイジング 

ご存知ですか？Amazon.com のギフトカードを購入すると、購入額の 6％が補習校に寄附されます。何を買お

うかとお悩みの方にお勧めです！ 
 

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

 

それぞれのスペシャルリンクからお買い物をしていただくと、購入品目により 3％から 7％が補習校に還

元されます。Sports Authorityと Amazon.com の詳細と、その他のファンドレイジングにつきましては、補

習校ウエブサイト http://www.sfjs.org/ の【お知らせ】をご覧ください。 
 

スペシャルリンクをご利用の際は、パソコンまたは通常のブラウザからご購入ください。携帯端末からのご

利用には適用されませんのでご注意ください。スペシャルリンクは補習校ウェブサイトにもございます。 
 
 

財務に関するお問い合わせは理事会財務委員まで： 
 

SF 校 田中 佐智子 sachiko.tanaka@bd.sfjs.org 

SJ 校 柳原 智子 tomoko.yanagihara@bd.sfjs.org 
 

 
  事務局よりお知らせ   
平成 26 年度幼稚部・小学部 1 年生の入学受付について 

 

平成 26(2014)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、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 20年(2008年)4月 2日から平成 21年(2009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 19年(2007年)4月 2日から平成 20年(2008)4月 1日までに出生した児童に限ります。 
 

学校説明会 

入学希望幼児・児童及び保護者を対象として、学校説明会を次の通り実施いたします。 
 

サンフランシスコ校 サンノゼ校 

平成 25年 12月 7日(土) 

午前 9時 30分～午前 11時 20分 

平成 25年 12月 7日(土) 

午前 9時 30分～午前 11時 20分 

幼小部サンフランシスコ校カフェテリアにて 幼小部サンノゼ校シアターにて 

 

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ホームページ 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 

 

http://www.fundyourfundraising.org/sfjs.php
http://www.sfjs.org/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sfjs.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzfnH8WmwN_tUIBBTtqWaPp-RctYMw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sfjs.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzfnH8WmwN_tUIBBTtqWaPp-RctYMw
mailto:sachiko.tanaka@bd.sfjs.org
mailto:tomoko.yanagihara@bd.sfjs.org
http://sfjs.org/
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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。 
   

  11月～12月の行事 
    

日付 サンフランシスコ校 サンノゼ校 

11/2(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）全学年 13:40 下校 

11/9(土) 個別懇談、古本市（幼小部）                

中間テスト（中高部） 

個別懇談（幼小部）                

中間テスト（中高部） 

11/16(土)  弁論大会（中高部） 

11/23(土)  フードバザー（中高部） 

11/30(土) 休校日 授業日（幼小部） 

休校日（中高部） 

12/7(土) 学校説明会（幼小部） 

高等部入学願書・入試範囲配布（中高部） 

学校説明会（幼小部） 

高等部入学願書・入試範囲配布（中高部） 

12/14(土) 中学入学説明会（幼小部） 中学入学説明会（幼小部） 

12/21(土) 百人一首大会（中高部） 幼稚部発表会・特別授業（幼小部） 

12/28(土) 休校日 休校日 

 
 

 

 

 

 

「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：唐橋良行 
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