
   
  サンフランシスコ日本語補習校 
   理事会通信 
平成 26 年度第 6 号                                                  2014年 11月 07 日

 
        
     平成 26 年度第 4回理事会報告                     
 
 

第 4回理事会が 2014年 10 月 23 日の夜、Deloitte(デロイト)サンノゼの会議室をお借りして行われました。

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、また、平成

27(2015)年度の理事選挙委員の選出とスケジュールや平成 27 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 27（2015）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） 
 北野幸正 顧問 （JCCNC 北加日本商工会議所教育委員長） 
 脇田いづみ 副理事長 
 佐藤善一 理事 

   
   平成 27（2015）年度理事選挙 
 

平成 27（2015）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 26（2014）年 11月 1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 26（2014）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/


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：2015年 1月 31日（土）～2月 13日（金）午後 3時まで 

3. 開票日：2015 年 2月 13 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、2014 年 11 月 29日（土）から 2014年 12月 19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。 

 
 
  事務局よりお知らせ 
  
平成 27 年度幼稚部・小学部 1年生の入学受付について 

 

平成 27(2015)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、本校ウェブサイトをご覧ください。 
 

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 21 年(2009年)4月 2日から平成 22年(2010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 20年(2008年)4月 2日から平成 21年(2009)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 26年 12月 6日(土) 

午前 9時 30分～午前 11時 20分 

平成 26年 12月 6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 幼小部サンノゼ校マルチパーパスルームにて 
 

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。なお幼稚部に関しては毎年学級数が決まっているため、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。来年度の学級数については、さまざまな

状況を考慮した上で決定する予定です。 
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  11 月～12 月の行事 
    

日付 サンフランシスコ校 サンノゼ校 

11/1(土) 保育参観・個別懇談（幼稚部） 

授業参観・個別懇談（小学部） 

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 

11/8(土) 個別懇談（幼小部）                 個別懇談（幼小部）                 

11/15(土) 古本市(幼小部) 

中間テスト(中高部) 

中間テスト（中高部） 

11/22(土) フードセール・古本市（中高部） フードバザー、弁論大会（中高部） 

11/29(土) 休校日 幼小部授業日（10/11 の代替） 

休校日（中高部） 

12/6(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） 

12/13(土)  中学入学説明会（幼小部） 

12/20(土) 中学入学説明会（幼小部） 

百人一首大会（中高部） 

幼稚部発表会・特別授業（幼小部） 

12/27(土) 休校日 休校日 

  

 法規委員会よりお知らせ 

 

【横断歩道の歩行者優先ルールに関するご案内】 

 カリフォルニア州における「横断歩道における歩行者の通行優先権に関するルール」をいくつか紹介いたし

ます。自動車にて幼児・児童･生徒を送り迎えなさる保護者の方は、再度ご確認ください。なお、ご参考まで

に日本語訳をつけましたが、正式なものは DMV のホームページにて掲載されている最新版のものですので、

下記リンクのドキュメントをご参照ください。 

 カリフォルニアドライバーハンドブック（California Driver Handbook - Master Table of Contents）
―優先通行権に関するルール(Right of Way 
Rules): http://apps.dmv.ca.gov/pubs/hdbk/right_of_way.htm 

・Respect the right-of-way of pedestrians. Always stop for any pedestrian crossing at 
corners of other crosswalks, even if the crosswalk is in the middle of the block, at corners 
with or without traffic lights, whether or not the crosswalks are marked by painted lines. 

歩行者が優先です。道のかどや横断歩道（横断歩道が通りの中間にあっても、信号がある、な

い交差点でも、または、横断歩道のマークの有無に関係なく）においては歩行者のために停止

しなくてはなりません。 

・Allow older pedestrians, disabled pedestrians and pedestrians with young children 
sufficient time to cross the street. 

高齢者、体の不自由な歩行者、または幼児連れの歩行者には、十分に余裕を持って道をわたれ

るようにしなければなりません。 

 カリフォルニア州自動車法（California Vehicle Code）―21950 横断歩道における優先通行権（Right 
of Way at Crosswalks） https://www.dmv.ca.gov/portal/dmv/detail/pubs/vctop/vc/d11/c5/21950 
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・21950. (a) The driver of a vehicle shall yield the right-of-way to a pedestrian crossing the 
roadway within any marked crosswalk or within any unmarked crosswalk at an 
intersection. 

横断歩道の有無に関係なく、交差点では、運転手は道路を横断する歩行者を優先にしなければ

いけません。 

 

 横断歩道を渡る歩行者に気をつけて、安全な送り迎えを心がけましょう。 
 

  家庭教育ゼミナールが開催されました                        

  

 10月 25日（土）に幼小部 SF 校のカフェテリアにて家庭教育ゼミナールが開催されました。横井教頭先生

から家庭での学習の進め方、国語力の向上の方法などの具体的なお話と市川校長先生の補習校の子供たちのイ

ンターネット利用の実状を日本の子供たちと比較を交えてわかりやすく講演していただきました。講演の途中

と最後に質問コーナーも設けられていて気軽に質問できました。笑い声の出るとても楽しい講演会となりまし

た。きてくださった保護者の皆様、ありがとうございました。こられなかった皆様も次の機会にはぜひ参加し

てみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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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