
平成 29年度 5月 13日 

          

                 平成 29年度サンフランシスコ校保護者会総会 

 

日時：平成 29年 5 月 13日（土）午前 9時 30 分～11時 00 分     

場所：補習校小学部サンフランシスコ 校カフェテリア （A.P. Giannini Middle School） 

 

司会進行役 ： ハーヴィー副会長  

１）開会の挨拶 

２）保護者会会長挨拶 

３）理事長ご挨拶 

４）校長先生のお言葉 

５）主幹ご挨拶 

６）議事 

(1) 平成 29年度保護者会役員紹介 

(2) クラス委員紹介 

(3) 図書委員長挨拶 

(4) 図書委員紹介 

(5)  Tシャツ委員長紹介、2017年度 Tシャツ紹介 

(6) 前年度の会計及び監査報告 

(7) 平成 29年度保護者会予算案について 

(8) 年間行事予定について 

(9) 提案された議事の審議 

    夏季休暇中の宿題のウェブ掲載について 

(10) 質疑応答 

７）閉会の挨拶 

 

クラス委員の皆様へ：閉会後、保護者会会計よりクラス費をお渡ししますので会場にお残りください。 

              

配布資料：平成 29 年度（2017年度） クラス委員、図書委員、T シャツ実行委員一覧表 

     平成 28 年度（2016年度） 保護者会決算書および監査報告書 

     平成 29 年度（2017年度） 保護者会予算案 

     平成 28 年度（2017年度） 年間行事予定表 

 

平成 28年度（2017 年年度）保護者会役員氏名 

会長   谷朊紀          tomonori.tani@sf.sfjspa.org 

副会長  ハーヴィー智恵     chie.harvey@sf.sfjspa.org 

書記   ショーラー郁子     ikuko.schoeller@sf.sfjspa.org 

会計   山﨑恵理        eri.yamazaki@sf.sfjspa.org 

役員   メラス久美子      kumiko.melas@sf.sfjspa.org 

役員   小野明子       akiko.ono@sf.sfjspa.org 

役員   斎藤千尋        chihiro.saito@sf.sfjspa.org 

役員   佐野由美子       yumiko.sano@sf.sfjspa.org    

役員   野村文子        fumiko.nomura@sf.sfjspa.org 

役員   レイモンドあや     aya.raymond@sf.sfjspa.org    

役員   仁美沙恵        misae.nin@sf.sfjspa.org 

役員   ペトルッチ沙弥香    sayaka.petrucci@sf.sfjspa.org 

 

mailto:sayaka.petrucci@sf.sfjspa.org


 

平成 29年度（2017年度）幼小部クラス委員・図書委員一覧表 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  学年 クラス クラス委員 図書委員 

幼
稚
部
・
小
学
部 

幼稚部 
うさぎ組 

河岡 綾子   

メーハン志歩   

きりん組 

ヒューバー真紀子   

白木 美恵子   

１年 

1 組 

柳澤 永津子   

譚 美幸   

2 組 

レンダルジャクソン 香織   

クレイボーン 恭佳 1－1 稲垣摩由子  

3 組 

相田 裕美子 1－4 中川杏里 

フォング スン   

4 組 

稲葉 拓   

山田 しおり   

２年 

1 組 

ジョンソン ゆみ子   

鈴木ひとみ 2－2 田中理絵 

2 組 

小林恵 2－2 森あい 

竹田 亜希子 2－3 原田均 

3 組 

末藤愛 2－3 中村啓 

吉岡 恵生 2－4 山脇麻希 

4 組 

モース律子 2－4 シュルツ秋代 

富田 千晶 2－4 前田八寿子（副委員長） 

３年 

1 組 

レチック 敬子   

吉田尚代 3－1 中川原久美子 

2 組 

プラマニック奈穂 3－3 メイヤー和代 

斎藤洋子 3－3 敏森美穂 

3 組 

宇田 陽子 3－4 中川雅美 

折笠妙子 3－4 菅原茎子 

4 組 

行弘映里 3－4 マティアスとし子 

ドロン秀美   

４年 

1 組 

福田 貴志   

河堂 直美 4－2 村上美幸 

2 組 

紺野 幸 4－2 マーティンジェリー 

篠田幸作 4－3 高村竹美 

3 組 

住井 直子 4－3 中尾容子 

色川 優子 4－4 斎藤愛 

4 組 

ロウテン 麻美子   

ハオ希   

5 年 

1 組 

板垣 美子 5－1 ベルチャー美佳（委員長） 

鈴木裕美子 5－1 本村有美 

2 組 

ナネン 純子 5－2 星野まき 

伊藤 香林 5－3 岩本奈緒 

3 組 

志水 佐栄子 5－3 ブロック朊子 

深柄 智子 5－3 下谷美奈子 

6 年生 

1 組 

皿澤 あけみ   

大原 由美子   

2 組 

黒田浩文 6－1 平暁子 

菊地文子 6－2 長谷部由里 

3 組 

三野宮 貞子   

杉田徹   



 

 

 

 

平成 29年度（2017年度）中高部クラス委員図書委員一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年度（2017年度）Tシャツ実行委員 

 

 

 

 

 

中
学
部 

学

年 
組 クラス委員 図書委員 

高
等
部 

学

年 
クラス委員 

1

年 

1 

斉藤(マン)由果子   
1 

安田麻紀 

稲垣美登樹 1－1 福村洋子 高原京美 

2 

リャオ 麻紀 1－1 ペトリロ博美 
2 

池崎治美 

岡本絵美   源 通栄 

2

年 

1 

谷本美香   
 

 
 田中晶子   

 
 

 

2 

湯本悦子   
 

 
 大垣康世   

 
 

 

3

年 

1 

上杉 幹子   
 

 
 三浦郁子   

 
 

 

2 

矢口 文子   
 

 
 森口雅子   

 
 

 

小学部 

学年 組 名前 

３年 4 古谷祐人（委員長） 

  1 中川エリック 



 

 

 

（１）収入の部 2017年4月2日付

項目 16年度予算 16年度実績 増減額 備考

前年度繰越金 $ 24,000.00 $24,000.00 24,000.00 平成27年度より繰越し（＄1625.37を除く）

平成27年度からの運営援助費 $ 1,625.37 $1,625.37 1,625.37 平成27年度保護者会運営援助として受け入れ

保護者会会費 $ 28,885.50 $28,283.50 (602.00) $3.5 x( 674名x 1ヶ月＋ 689名 x 11ヶ月)

オリジナルウェア売上 $ 6,810.00 $7,504.00 694.00 T-シャツ販売

漢字学習ノート販売 $ 2,500.00 $2,057.16 (442.84) 漢字ノート代行販売

イベント関連 $ 9,349.00 $7,357.91 (1,991.09)

　秋祭り $ 1,749.00 $1,058.00 秋祭り各ゲーム＄0.25　バルーンアート収入

$ 500.00 $204.00 秋祭り保護者会ブース

　幼小古本市 $ 2,000.00 $2,846.80 子供本($1780), 大人本($1064)

$ 600.00 $0.00 ボランティア弁当　個人間での直接払い

　中高フードセール $ 2,000.00 $1,269.60 食品、飲み物類収入

$ 500.00 $564.00 ボランティア弁当販売

　オンラインオークション $ 2,000.00 $1,415.51 保護者等からの寄付

収入合計（除く繰越金） $ 49,169.87 $46,827.94 (2,341.93)

（２）支出の部

項目 16年度予算 16年度実績 増減額 備考

クラス費 $ 3,445.00 $3,371.08 73.92 689名ｘ$5

中高部活動支援費 $ 628.00 $382.50 245.50 球技大会Tシャツ支援費

モーニングコーヒー交流会費 $ 800.00 $195.44 604.56 2016年5月と12月　2回のみ開催

オリジナルウェア製作費 $ 6,810.00 $6,461.68 348.32 T-シャツ購入費

運動会・球技大会参加賞代 $ 7,910.00 $7,431.19 478.81 各学年2個予備, 球技大会卒業生審判用参加賞など

漢字学習ノート販売 $ 2,500.00 $1,876.07 623.93 漢字ノート代行販売

イベント関連 $ 8,620.00 $6,082.91 2,537.09

　秋祭り $ 4,700.00 $3,426.50 当たり景品($1962), はずれ景品($577), ブース構築費

　幼小古本市 $ 20.00 $99.79 トラックレンタル代含む

$ 800.00 $0.00 ボランティア弁当　個人間での直接払い

　中高フードセール $ 2,000.00 $1,980.62 各業者支払い、紙皿、カストディアンチップ等

$ 500.00 $576.00 ボランティア弁当購入

　オンラインオークション $ 550.00 $0.00 オークション関連経費/寄付依頼・お礼通信費

　かるた大会 $ 50.00 $0.00 かるた大会諸経費

図書費 $ 2,020.00 $1,992.37 27.63

$ 1,520.00 $1,492.37 幼小部図書$1000, 運用費

$ 500.00 $500.00 中高部図書関連支援

ボランティア関係費 $ 1,810.00 $1,677.05 132.95

$ 250.00 $0.00 クラス委員説明会/運動会/秋祭り実行委員会飲み物

$ 810.00 $956.27 合同総会、合同役員会弁当代　2016年度はSF校にて開催

$ 250.00 $82.00 役員キックオフミーティング・反省会費用

$ 300.00 $327.53 図書委員会慰労会費用

$ 200.00 $311.25 クラス委員反省会・慰労会費用

年末関係費 $ 2,308.00 $1,992.08 315.92

$ 1,158.00 $1,242.08 教職員ホリデーランチ ＆ホリデーカード 

$ 1,150.00 $750.00 2016年度借用校3校　ドネーション各＄250

卒業・修了式関係費 $ 5,947.75 $6,816.41 (868.66)

$ 1,531.00 $1,725.00 卒業支援費 $14 x 104名(小中高卒業生) + 中高補填費含む

$ 1,080.00 $1,050.00 謝恩会 $10 x 104名(小中高卒業生)

$ 432.00 $392.00 筒代 $2.80 x 140名　(幼稚部含む）

$ 860.00 $622.00 145本 x $4, 花台レンタル代

$ 110.00 $0.00 幼稚部用バルーン--> 花に変更

$ 1,934.75 $3,027.41

修了式記念品

   在校生：蛍光ペン＆付箋

   幼稚部卒業生：蛍光ペン、付箋＆レターセット　

   小6中3高2卒業生：ポータブルチャージャーに変更

入学式関係費 $ 2,468.50 $2,658.40 (189.90)

$ 1,100.00 $948.40 220本 x $4, 花台レンタル代

$ 1,368.50 $1,710.00 入学記念品214名

   幼稚部 (縄跳びx40 + 自由画帳x40) 各$1.35

   小1 (ノート・赤鉛筆・定規)　＄4.35x100名　さくら鉛筆追加

   中1, 高1 (フリフリシャープペン)　＄6.50x74名

交通費 $ 600.00 $387.98 212.02

通信費 $ 150.00 $0.00 150.00

消耗品費 $ 1,300.00 $784.62 515.38 コピー代, 事務用品

備品費・Ｗｅｂ及びＯＡ関連費 $ 400.00 $40.28 359.72 保護者会用備品

その他支出 $ 1,452.62 $4,742.52 (3,289.90)

$219.51 慶弔費、カード等

$405.56 倉庫賃借料＆鍵代

$65.00 銀行諸手数料

$3,526.86 補習校への寄贈品 (幼小＄2000, 中高$1000, 図書$526.86) 

$505.59 年賀状コンテスト関連費用

$20.00 鯉のぼりお礼

支出合計 $ 49,169.87 $46,892.58 2,277.29

(3)収支決算
収支 16年度予算 対予算比較

当年度収入合計 $ 49,169.87 (2,341.93)

当年度支出合計 $ 49,169.87 2,277.29

当年度収支 $ 0.00 (64.64)

過年度繰越金 $ 24,000.00 0.00

次年度繰越金 $24,000.00

2016年度(平成28年度) サンフランシスコ日本語補習校

        保護者会会計決算報告書 (サンフランシスコ校）

16年度決算

$46,827.94

$46,892.58

2016年度分のサンフランシスコ日本語補習校サンフランシスコ校保護者会の小切手記録の中から不作為に複数の小切手番号を選び、それらについて、金額、支払い内容、トレー

サビリティーや根拠となる資料などを確認し、適正な処理が行われているかどうかを確認しました。上記の通り、不作為に抽出した範囲内で調査したところ支払い記録、請求書

やその他の付随記録等が保存されており、それらに基づいて適正な処理がなされていることを確認しました。
サンフランシスコ日本語補習校　理事会

2016年度（平成28年度）監査役   松山 和美

($64.64)

$24,000.00

$23,935.36

上記の通り, サンフランシスコ日本語補習校サンフランシスコ校会計報告いたします。　                                                                           2016年度　(平成28年度)　保護者会会計  西村千賀子



             平成 29 年度（2017 年度）サンフランシスコ日本語補習校 

保護者会会計予算案 

 

分類 項目 17年度予算 各行事予算 備考 １6年度決算 １6年度予算 １５年度決算

前年度繰越金 前年度繰越金
$23,000.00

２０１６年度より繰越し（＄935.36を

除く） $24,000.00 $24,000.00 $26,000.00

運営援助費 前年度からの運営援助費
$935.36

２０１６年度保護者会から運営援助

として受け入れ $1,625.37 $1,625.37 $1,680.24

保護者会会費 保護者会会費 
$29,592.50

$3.5 x（全校689名x 1ヶ月＋全校 

706名 x 11ヶ月) $28,283.50 $28,885.50 $27,219.50

オリジナルウェア売上
$7,500.00

Tシャツ販売
$7,504.00 $6,810.00 $4,692.25

漢字学習ノート校内販売売上 $2,000.00 漢字ノート代行販売 $2,057.16 $2,500.00 $1,842.54

$1,000.00 秋祭り  各ゲーム＄0.25 $1,058.00 $1,749.00 $1,629.25

$500.00 秋祭り保護者会ブース $204.00 $500.00

$2,000.00 $2,846.80 $2,000.00 $3,047.12

$600.00 ボランティア弁当販売  $0.00 $600.00 $1,040.00

$1,500.00 $1,269.60 $2,000.00 $1,192.00

$500.00 ボランティア弁当販売 $564.00 $500.00 $429.00

オンラインオークション売上 $1,500.00 保護者等からの寄付 $1,415.51 $2,000.00 $689.01

その他の収入 $0.00 $0.00 $0.00 $1,438.33

収入合計（除く繰越金） $47,627.86 $46,827.94 $49,169.87 $44,899.24

収入合計 $70,627.86 $70,827.94 $73,169.87 $70,899.24
クラス費・ボランテ

ィア関係費
クラス費 

$3,530.00
706名ｘ$5

$3,371.08 $3,445.00 $6,730.00

$1,677.05 $1,810.00 $752.76

$250.00

クラス委員説明会/運動会/秋祭り

実行委員会飲み物 $0.00 $250.00 $18.87

$400.00 総会、合同役員会弁当代等 $956.27 $810.00 $359.57

$250.00 キックオフミーティング・反省会費用 $82.00 $250.00 $225.44

$300.00 図書委員会慰労会費用 $327.53 $300.00 $148.88

$200.00 クラス委員反省会・慰労会費用 $311.25 $200.00 $0.00

学校行事サポート $6,816.41 $5,947.75 $6,857.04

$1,794.00

卒業支援費 $14 x 

121名(小中高卒業生)/その他$10

0 $1,725.00 $1,531.00 $1,456.00

$1,250.00

祝賀会 $10 x 

121名(小中高卒業生) /その他$40
$1,050.00 $1,080.00 $1,040.00

$483.00 筒代 $3 x 161名　(幼稚部含む） $392.00 $432.00 $420.00

$940.00

花代 

$4x130名/花台レンタル費用$70/

予備$350 $622.00 $860.00 $522.68

$110.00 バルーン$2.50x44名 $0.00 $110.00 $47.85

$1,981.50
修了式記念品 $2.75x 

706名/予備＄40 $3,027.41 $1,934.75 $3,371.51

$2,658.40 $2,468.50 $2,103.26

$1,100.00

花代$4 x 

250名/花台レンタル＄100 $948.40 $1,100.00 $918.26

入学記念品250名

幼稚部 (縄跳びx40 + 

自由画帳x42) = $150

小学１年 

(国語・算数ノート・赤鉛筆・定規）$

6.35x110

中学１年, 高校１年 

(フリフリシャープペンx80) = $520

運動会・球技大会参加賞代 
$8,100.00

(706名+予備：クラス数32x2+10名

卒業生審判)x $10 /予備$300 $7,431.19 $7,910.00 $7,120.31

中高部活動支援費
$668.00

球技大会Tシャツ支援費 $4 x 

167名 $382.50 $628.00 $355.09

教職員ホリデーランチ
$1,356.00

ホリデーランチ $18 x 67名/カード 

$150 $1,242.08 $1,158.00 $1,282.65

借用校へのホリデーギフト
$1,150.00

現地校ギフトカード　計3校  

＆グリーティングカード $750.00 $1,150.00 $1,280.00

朝珈琲交流会費 $800.00 ４回開催予定  $200x4回 $195.44 $800.00 $429.12

オリジナルウェア製作費 $6,000.00 Tシャツ購入 $6,461.68 $6,810.00 $3,174.95

漢字学習ノート販売 $2,000.00 $1,876.07 $2,500.00 $1,645.77
秋祭り

$3,700.00

秋祭り :ブース$100 x 6 (各学年);   

景品$2500+$500; 

保護者会ブース$100 $3,426.50 $4,700.00 $4,119.86

$400.00

古本購入代、トラックレンタル代、カ

ストディアン謝礼金 $99.79 $20.00 $0.00

$800.00 ボランティア弁当購入 $0.00 $800.00 $1,277.47

倉庫賃借費
$400.00

古本市の本、秋祭りの物などを倉

庫に保管

運営費その他に

て決算(405.56) $0.00 $0.00

$2,000.00 食品関連/予備$50 $1,980.62 $2,000.00 $1,160.47

$500.00 ボランティア弁当購入 $576.00 $500.00 $429.00
オンラインオークション

$300.00

オークション関連経費$200/寄付依

頼・お礼通信費$100 $0.00 $550.00 $0.00
課外クラブ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $101.19
かるた大会 $50.00 かるた大会諸経費 $50 $0.00 $50.00 $0.00

$1,992.37 $2,020.00 $1,778.73

$1,820.00

幼小部図書$1000/その他運用費$

820 $1,492.37 $1,520.00 $1,378.73

$500.00 中高部図書関連支援 $500.00 $500.00 $400.00

交通費 $600.00 交通費 $387.98 $600.00 $595.01

通信費 $150.00 Wifi 接続費用 $0.00 $150.00 $0.00

消耗品費 $1,000.00 コピー代, 事務用品 $784.62 $1,300.00 $935.15

備品費・Ｗｅｂ・ＯＡ関連費 $400.00 保護者会用備品 $40.28 $400.00 $40.19

その他支出 $976.86 慶弔費、銀行手数料など $4,742.52 $1,452.62 $3,104.85

支出合計 $47,627.86 $46,892.58 $49,169.87 $45,273.87

来年度運営援助費2018年度運営援助費 $1,000.00 $935.36 $1,000.00 $1,625.37

来年度繰越金 2018年度繰越金 $22,000.00 $23,000.00 $23,000.00 $24,000.00

収入

各種イベント・ファ

ンドレイジング

ボランティア関係費 $1,400.00

卒業・修了式関係費

運営費

繰越

図書費

$1,710.00 $1,368.50

支出

$6,558.50

$2,468.50

$2,320.00

幼小古本市

$1,200.00

中高フードセール $2,500.00

各種イベント

図書サポート

$1,185.00

秋祭り売上

幼小古本市売上

中高フードセール売上

$1,500.00

$2,600.00

$2,000.00

入学式関係費

$1,368.50
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2017年度 行事予定 

分類 支出 収入

保護者会会費 $29,592.50

各種イベント・ファンドレイジング $17,100

学校行事サポート 20,301$                  

各種イベント 16,950$                  

クラス費・Vol関係費 4,930$                    

運営費 3,126.86$               

図書費 2,320$                    

運営援助費 $935.36

$47,627.86 $47,627.86



幼稚部・小学部  中高部 

行事 前期日程 行事 

入学式・始業式 

クラス委員選出発表 
4月 8日 入学式・始業式 

クラス委員選出発表 

クラス委員説明会 4月 15日 クラス委員説明会 

避難訓練 4月 22日 避難訓練 

授業参観・学級懇談会 5月 6日  

オリジナルウェア販売 
5月上旬 オリジナルウェア販売 

標準学力テスト 

サンフランシスコ保護者会総会 
5月 13日 

標準学力テスト 

サンフランシスコ保護者会総会 

 5月 20日 
授業参観 

学級懇談会 

高等部進学説明会 

 6月 3日 前期中間テスト 

運動会 6月 10日 
休校 

集中学習 
6月 13日-24日 集中学習 

 6月 17日 球技大会 

避難訓練 6月 14日 避難訓練 

 8月 26日 後期授業開始 

後期授業開始 

夏休み作品展 
9月 2日 前期期末テスト 

避難・引き取り訓練 9月 9日 避難・引き取り訓練 

 9月 16日 イヤーブック撮影 

イヤーブック撮影 
9月 23日  

前期終業 
9月 30日 前期終業 



特別授業（3～6年） 
10月 14日 

授業参観 

個別懇談 

高等部進説明会 

 
10月 21日 

古本市 

フードセール 

個別懇談 

授業参観 

個別懇談 

10月 28日 
個別懇談 

古本市 

個別懇談 

11月 ４日 
 

個別懇談 11月 11日 後期中間テスト 

秋祭り 11月 18日  

感謝祭休暇 11月 25日 感謝祭休暇 

幼小部学校説明会 12月 2日 高等部入学願書・試験範囲配布 

中学進学説明会 12月 16日  

カルタ大会 (1～3年生) 1月 6日 
漢字コンクール 

 1月 13日 高等部入学願書締め切り 

 2月 3日 高等部入試 

 2月 17日 文化祭 

SJ/SF合同保護者会総会 
2月 24日 SJ/SF合同保護者会総会 

クラス委員慰労会 
3月 3日 クラス委員慰労会 

卒業式・修了式 
3月 17日 卒業式・修了式 

 

※ 上記日程は、諸般の都合により変更される可能性があります。 

 

 


