
   
  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 10 号                                                 2014 年 3 月 6 日

 
        
     平成 25 年度第 6回理事会報告                     
 

第 6 回理事会が 2014 年 2 月 13 日の夜、NVIDIA 社会議室で開催されました。第 5回理事会議事録の確認に

続き、校長より学事報告、保護者会から 12～3 月の活動報告がありました。引き続き、各委員会より今年度

の活動報告があり、通常総会を含む今後の日程について確認しました。 
 
        
     通常総会報告                                 
 

3 月 1 日幼小部サンノゼ校にて平成 25 年度通常総会が開催されました。はじめに市川校長より学事報告、

唐橋理事長より理事会活動報告、柳原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、

今城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。 
 
        
     理事長あいさつ                               唐橋理事長 
 

平成 25 年度がもうすぐ終わろうとしています。長かったような短かったよ 

うな印象です。平成 25 年度は市川校長先生をお迎えして始まりました。年度 

途中には幼小部サンノゼ校と事務局の移転が連続しました。そして年度末には 

斎藤教頭先生が 3年間の任期を終えてご帰国され、新しい教頭先生をお迎えす 

る予定です。 
 

諸行無常の世の中で、当たり前のことを常にしっかりと行い続けるのは簡単 

なことではありません。しかしコツコツと一授業日ずつ積み重ね、それを一年 

につなげ、そしてその一年ずつの積み重ねが本校の約 45 年間の歴史になって 

います。 
 

本校は在外教育施設である補習授業校ですので生徒児童の転入・転出も多くあります。また、年間 47 日し

か授業日がないゆえに教員・職員の確保も難しいところがあります。そのような不安定要素も大きい中、一

期一会の思いで皆様に「今」と「未来」の両方のためにご協力いただけています。 
 

この日々の積み重ねと皆様のご協力があったからこそ、いつも通りに今年度も、一年の終わりを無事に迎

えられたのではないでしょうか。 
 

さて、本校は「保護者会員」と「法人会員」から成り立っています。その会員自らが経営母体である理事

会に選挙等を経て参加する世界的にも珍しい運営形態をとっています。これが可能となっているのは、会員

の皆様がいればこそなのはもちろんですが、文部科学省、外務省、在サンフランシスコ日本国総領事館そし

て北加日本商工会議所（JCCNC）に本校の運営に深いご理解をいただき、長年にわたって変らぬご支援を賜っ

ているからでもあります。心より御礼申し上げます。 
 

この先も 50 周年、100 周年に向けて一歩一歩進めるように、理事会としても、昨年度から引き継いだバト

ンを次年度へしっかりと渡したいと思います。この一年間有難うございました。  



  斎藤教頭帰任のあいさつ                                            教頭 斎藤 六    
   
平成 23 年（2011）9 月 1 日にサンフランシスコ日本語補習校に着任し、2

年半があっという間に過ぎ去ろうとしています。やりたい事はたくさんあっ

ても「歳月は人を待たず」、「光陰矢のごとし」の諺の通りを強く実感してい

ます。紙面をお借りして、帰任の挨拶をさせて頂きます。 
 

児童生徒の皆さん、毎週土曜日の登校、夏の集中学習等 「眠くて辛いなあ」

と思う日々が多かったことでしょう。しかし、皆さんには、歯を食いしばっ

て行動する前向きの姿勢が多くみられました。私は、皆さんからたくさんの

感動と思いやりを頂きました。私からは、皆さんに「今の辛さが成長のバネになる」という言葉を贈ります。

辛いという因のなかに果が含み、努力する心に成長の因果が位置づけられるのです。今、補習校で学んでい

ることに誇りを持ち、どんな分野であれ、校歌にあるように『いつか世界の架け橋』になって下さい。皆さ

んの成長を沖縄の地より期待しています。 
 

 保護者の皆さん、たくさんの心労がおありの中、お子さまの教育を第一義に考えられて行動し、雨の日、

風の日も安全な送迎、交通当番、保護者会等々、サンフランシスコ日本語補習校を支えて頂き感謝申しあげ

ます。 雨の日に、係の保護者の方から「ご苦労様です」と、声をかけていただき、たくさんの爽やかさや、

心からの啓発と触発をいただけたことに大変感謝申し上げます。 
 

 サンフランシスコ日本語補習校の益々の発展を祈念しています。関係者の皆様大変にお世話になりました。

有難うございました。 
   

  一年をふりかえって 
  
フランク恵美 

 

幼小部サンノゼ校校舎移転という大事件を運営側から体験させていただきました。児童、教員そして保護

者の皆様の肝の据わったご対応に、補習校の一員であることを誇りに思いました。これからはまた保護者の

立場からサポートさせていただきます。力強いご助言、ご協力、誠にありがとうございました。 
  

柳原智子 
 
 

市川校長先生をはじめ、青柳事務総長や理事の方々と一緒に学校運営に携わることができた事は、私にと

って大変に貴重な体験でした。至らない事も多々ありましたが、保護者の皆さまからも温かいお言葉を頂戴

し、何とか 2 年間務めることができましたこと、心より感謝申し上げます。どうもありがとうございました。 
  

佐藤善一 
 
 

本年度は、2 期目ということで監査役及び法規委員長を務めさせていただきました。来年度も 3 期目で参

加させていただくことになりました。また皆様方のご指導ご協力を賜りますようお願い申しあげます。 
  

青木誠 
 
 

保護者会からの理事として参加していたため、理事としての仕事はほとんどできなかったのが残念です。

しかし、補習校がどのように運営されているのかを勉強できたことはとても有意義だったと思っています。

一年間どうもありがとうございました。 
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有安薫 

 
サンノゼ校保護者会から理事会へ参加させていただき、この一年間補習校の運営に携わる貴重な機会をい 

ただきました。保護者会役員としての役目を優先させていただき、理事会への貢献はあまりできませんでし

たが、素晴らしい経験をさせていただきました。どうも有り難うございました。 
  

小野孝太郎 
 

保護者会会長として理事会に参加させて頂きました。補習校は過去と現在のたくさんの方々の途方もない

努力の上に成り立っていることを認識し、感謝の気持ちに満たされた一年でした。ありがとうございました。 
  

崎山峰 
 
 

サンフランシスコ日本語補習校というとてもユニークで素晴らしい教育環境において２年間理事を務めさ

せて頂きました。学校を運営していくという立場から見ても、補習校において保護者の皆様のボランティア

無しには補習校の今日はあり得ないという事をあらためて実感させられました。 
  

庄崎純 
 
 

保護者会役員を兼任しながら理事会に参加することができ、とても意義深い一年でした。ありがたいこと

に、もう一年理事をやらせていただく機会を頂きました。理事として補習校に貢献できるよう、精一杯務め

させていただきます。 
  

松本厚子 
 
 

本年度より理事会に参加させて頂き、ほうかごクラブならびに総務委員を担当いたしました。分からない

ことばかりでとまどう事もありましたが、サンフランシスコ補習校に携わる皆様の助言、励ましのおかげで

充実した１年を過ごすことが出来ました。心より感謝申し上げます。 
  

田中佐智子 
 

「やまなみ」担当として、ミネ理事と共に、 様々なお知らせや特別記事などの編集に携わり、皆様との「架

け橋」となれ、自身の勉強になりました。財務委員としてファンドレイジングのお手伝いをさせていただき

ましたが、みなさまにはご協力いただき、誠にありがとうございました。 
  

トカッド イペック ミネ 
 
 

今年度は 2期目として、補習校の運営に携わり、貴重な経験をさせていただきました。田中理事と一緒に

「やまなみ」の編集を担当し、理事会や学校の声となり、様々な情報を保護者の皆様にお伝えするようにと

努めました。また、財務委員会は、本年度、初めてマッチングプログラムを紹介しました。財務委員会の一

員として、来年度からこのプログラムがファンドレイジングの要になって欲しいと思っています。皆様には

この 2年間大変お世話になり、ありがとうございました。 
 

  保護者会より図書購入費                                    
  
本年度も保護者会（サンフランシスコ校・サンノゼ校）より新規図書購入費を 

いただきました。感謝申し上げます。 
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  財務委員会よりお礼 
  
本年度もマッチング寄附制度をはじめ、さまざまなファンドレイジングに取り組んで参りましたが、皆様

からたくさんのご支援とご協力を賜りました事、心より感謝申し上げます。１年間、どうもありがとうござ

いました。 
 

  ほうかごクラブよりお知らせ 
   

「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、授業終了時か

ら中高学年の下校時刻までの約１時間の間お預かりします。終了時間の違うお子さんのいる保護者の利便性

を考えお迎えが一度で済むよう待ち時間を利用して日本語で活動することを目的としております。 

 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。平成 26 年度春期の参加申し込み受け付けは 3

月中旬の予定です。 

 お問い合わせは各校のコーディネーターまで。 
 

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) 
    
  事務局よりお知らせ   
平成 25 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 25 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 26 年 3 月 15 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：The Harker School Blackford Campus 
   (シアター) 
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：The Harker School Blackford Campus 
   (シアター) 
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 

 

開式時刻の 10 分前までに(幼小部サンノゼ校は 15 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。 
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   2014 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 5 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 15 日配布予定) のお知らせをご覧ください。 
  
 3 月～4月の行事 

 

日付 サンフランシスコ校 サンノゼ校 

3/ 1(土)  通常総会 保護者会合同総会 

3/ 8(土) 文化祭（中高部） 学芸祭（中高部） 

3/15(土) 卒業式・修了式 卒業式・修了式 

4/ 5(土) 入学式・始業式 入学式・始業式 

4/12(土)   

4/19(土) 避難訓練（全校） 避難訓練（全校） 

4/26(土)    
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