
 
  サンフランシスコ日本語補習校 
   理事会通信 
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     平成 26 年度第 3回理事会報告                          

 
 第三回理事会が平成 26年 9月 4日、Deloitte（デロイト）サンノゼ事務所様の会議室をお借りして行われました。

第二回理事会議事録の確認の後、市川校長より学事報告がありました。続いて、保護者会から 5～6月の活動報告

があり、法規委員長より弔事対応に関する提案、総務委員長より 45週年記念行事に関する委員会発足の提案があ

りました。 

 
    第 10 回北米西海岸補習授業校連絡協議会報告                         

 
 8月の 18日から 19 日にかけて、ワシントン州シアトルにて第 10回北米西海岸補習授業校連絡協議会が開催さ

れました。本年は 12 校が参加し、会員相互の指導力向上及び各補習授業校の発展に寄与することを目的として活

発な協議と情報交換が行われました。本校からは、西郷理事長、市川校長、長﨑教頭、牛島主幹、青柳事務総長の

計 5 名が参加いたしました。 

 
  財務委員会よりお知らせ 

 
●Amazon.com と S.H.A.R.E.S.カード、eScrip ファンドレイジングの報告 

 4月から6月のファンドレイジング額は、Amazon.com：$421.55、S.H.A.R.E.S.カード：$116.46、eScrip：$61.72

でした。大勢の皆様にご協力をいただきまして、誠にありがとうございました。引き続き、Amazon.comでのお買

い物は、補習校スペシャルリンク、http://www.fundyourfundraising.org/sfjs.phpをご利用ください。 
 S.H.A.R.E.S.カードやeScrip、その他のファンドレイジングについては、補習校ウェブサイ

ト、http://www.sfjs.org/の【お知らせ】および、ファンドレイジングのペー

ジhttp://www.sfjs.org/students/fundraisingをご覧ください。 
 

●『補習校限定/日本行き航空券特別割引（2014年冬）』 

 好評を頂いております「日本行き航空券特別割引」ファンドレイジングが実施されます。これまでと同様に、ご

参加いただいた企業から特典、寄附をいただけます。この冬、日本への帰国をご予定の方は、ぜひご活用下さい。 

詳しいことはウェブサイトでご確認下さい。http://www.sfjs.org/students/fundraising/koukuuken 
 

お問い合わせは理事会財務委員まで： 

SF 校 佐藤善一 <zenichi.sato@bd.sfjs.org> 
SJ 校 柳英玄 <eigen.yanagi@bd.sfjs.org> 
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  訃報 

 

 平成 24年度サンフランシスコ日本語補習校の理事長を務めて補習校に多大なる尽力を注いでくださった石黒吉

英さんが去る 5月 11 日に亡くなられました。ご冥福をお祈りします。 

 

  事務局よりお知らせ 
 

  教科書配付について 

 
8 月 30日に後期教科書(小学部のみ)を配布いたしました。ただし、海外子女教育財団等ですでに下記の教科書

を受領している児童は、配布の対象になりません。万一受け取られた場合にはご返却ください。 

 

 1年 2年 3年 4年 5年 6年 

国語 1年～4年用（下） ○ ○ ○ ○   

社会 3・4年用（下）   ○    

社会 5年用（下）     ○  

社会 6年用（下）      ○ 

算数 2年～6年用（下）  ○ ○ ○ ○ ○ 

生活 3・4年用（下） ○      

図画工作 1・2年用（下） ○      

図画工作 3・4年用（下）   ○    

図画工作 5・6年用（下）     ○  

給付教科書冊数 3 2 4 2 3 2 

 

※ 1年生の算数(下)はありません。 

※ 上記以外及び中高部には(下)の教科書はありません。前期のものを引き続き使用します。 

 

  第 2回平成 27 年度高等部進学説明会開催のお知らせ 

 
現中学 3年生保護者向けの平成 27年度高等部進学説明会を 10月 11日(土)両校にて開催致します。 
 

サンフランシスコ校 

オープンスクール 12:20-13:05 

(授業参観時) 

高等部各教室 

進学説明会 10:40-11:10 3階 B36番教室 
 

サンノゼ校 

オープンスクール 12:10-12:55 

(授業参観時) 

高等部各教室(B・C) 

進学説明会 11:00-11:30 24番教室 
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    学校図書返却のお願い 
 

 
夏休みに貸し出した図書の回収を各校で行っています。夏休み用に借りた図書は、早急に返却をお願い致しま

す。 
 

    授業料について（7 月・8 月） 
 

 

 集中学習の授業料は 7 月と 8 月にそれぞれ銀行引き落としさせていただきます。集中学習時に一日でも在籍さ

れている場合(出席・欠席に関わりなく)は、7・8 月に授業料が徴収されますのでご了承ください。 

 
 9 月～10 月の行事予定 

 

日付 サンフランシスコ校 サンノゼ校 

9/13(土) 避難訓練（全校） 避難訓練（全校） 

9/20(土) イヤーブック撮影（幼稚部、小 3～6年） 古本市（幼小部） 

9/27(土) 前期終業 

  古本市（中高部） 

イヤーブック撮影（幼稚部、小 1年 1～3組、2、3年） 

10/4(土) 後期始業 

 秋祭り（幼小部） イヤーブック撮影（小 1年 4～5組、4～6年） 

10/11(土) 高等部進学説明会（中高部） 

授業参観・個別懇談（中高部） 

オープンスクール（中高部） 

イヤーブック撮影（小 1，2年） 

休校日（幼小部） 

高等部進学説明会（中高部） 

授業参観・個別懇談（中高部）13:10 下校 

オープンスクール（中高部） 

10/18(土) 個別懇談（中高部） 個別懇談（中高部）14:10 下校 

秋祭り・バザー（幼小部） 

10/25(土) 個別懇談（中高部） 授業参観・個別懇談（小学部）全学年 13:40下校 

個別懇談（中高部）14:10 下校 

 

  人事異動 

  

退職： 中高 SF教員 高倉常二（8月 1日付） 

退職： 中高 SF用務 斗内彰吾（6月 28日付） 

退職： 中高 SJ教員 池田浩子（6月 28日付） 

退職： 中高 SJ用務 池上晶（6月 28 日付) 

 

採用： 中高 SF教員 外尾尚美（8月 30日付） 

採用： 中高 SF用務 三輪裕治（8月 30日付） 

採用： 中高 SJ教員 工藤こずえ (8月 30 日付) 

採用： 中高 SJ教員 有田和樹（8月 30日付） 

採用： 中高 SJ用務 村岡美里（8月 30日付） 
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  理事の辞任報告 

 

 出口玲子理事が日本への帰国に伴い、サンフランシスコ日本語補習校理事を辞任する事となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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：西郷和義 
San Francisco Japanese School  22 Battery Street, #612, San Francisco, CA 94111 
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。©2014 All rights reserved. 
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