
サンフランシスコ日本語補習校　サンフランシスコ校 
保護者会一斉メール 第36号 ~ 後期 ~ 2018年3月8日  
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
今週の内容 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 

1. 【中高部】借用校変更と文化祭のお知らせ 
2. 【全保護者】中高部文化祭に伴う幼小部での児童待機について 
3. 【全保護者】来週3月17日(卒業式・修了式)の登下校時間変更のお知らせ 
4. 【全保護者】幼・小・中・高サンフランシスコ校入学式について 
5. 【幼小部】2018年度秋祭り準備係の募集 (2年生〜6年生保護者対象) 
6. 【全保護者】2018年度Tシャツ委員よりお礼 
7. 【全保護者】平成30年度「ほうかごクラブ」春期参加者募集のお知らせ 
8. 【幼小部】図書コーナーからのお知らせ  
9. 【幼小部】忘れ物ウェブサイトを更新しました 
10. 【全保護者】桜祭りパレード神輿担ぎ手募集 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1. 【中高部】借用校変更と文化祭のお知らせ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
今週の借用校は、プレシディオ校になりますので、ご注意をお願いいたします。 
校舎への入り口はオーディトリアムの入り口です。 
 
生徒は登校後、オーディトリアムに集合して朝会を行います。 

1月27日に配付した「プレシディオ校送迎時についてのお願い」で集合場所はカフェテリアと 

お伝えしましたが、訂正いたします。教室は本校舎の3階で変更はありません。 

  

文化祭は12時00分から2時35分の予定です。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2. 【全保護者】中高部文化祭に伴う幼小部での児童待機について 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
中高部文化祭に伴う幼小部での幼児・児童の待機ですが、「待機願い」をご提出されていないお子様

の待機は、安全上、固くお断りさせていただきます。必ず下校時間にお迎えに来てください。よろし

くお願いいたします。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3. 【全保護者】来週3月17日(卒業式・修了式)の登下校時間変更のお知らせ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
３月17日は今年度の最終授業日（卒業式、修了式）です。卒業生、在校生の登校時間・下校時間は学

年によって違いますのでご注意ください。 
 
登下校時間 :  

小学部 8:50 - 12:00 昼食不要 

幼稚部 11:00 - 12:30 昼食不要 



中高部 12:45 - 16:00 昼食不要 (昼食後、ジアニーニ校での登

校、下校となります。) 

 
当番について： 
フォルダ・ランチ当番、ヤード当番はありません。 
但し、駐車場当番はあります。 
 
お問い合わせ：補習校事務局 (火～金曜 9:30 ~ 16:30) 
電話番号 415.989.4535 / E-mail office@sfjs.org 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
4. 【全保護者】幼・小・中・高サンフランシスコ校入学式について 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
来年度の中高部、幼小部入学式はそれぞれ以下の日程、会場で行われます。登校時間・下校時間は学

年によって違いますのでご注意ください。 
 
日時・会場：平成30年4月7日 

 会場 受付開始 入場 

新幼稚部 ジアニーニ校 12:00 ~ 12:40 

新小学1年生 ジアニーニ校 8:50 ~ 9:40 

新中高1年生 ローウェル校 8:40 ~ 8:50  8:55 
*保護者入場 8:45 
*式開始 9:00  

 
登下校時間 :  

幼稚部 12:30 ~ 14:00 (目途) 昼食不要 

1年生 8:50 ~ 12:00 (目途) 昼食不要 

小学2年生 8:50～13:40 昼食が必要です 

小学3～6年
生 

8:50～14:35 昼食が必要です 

中高部全生徒 8:40 ~ 14:50 昼食が必要です 

 
お問い合わせ：補習校事務局 (火～金曜 9:30 ~ 16:30) 
電話番号 415.989.4535 / E-mail office@sfjs.org 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
5. 【幼小部】2018年度秋祭り準備係の募集 (2年生〜6年生保護者対象) 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
※秋祭り制作係は今年度より秋祭り準備係に名称が変更になりました。 
※当日のゲーム運営係の募集ではありません。準備係の活動内容はこちらでご確認ください。 

mailto:office@sfjs.org
mailto:office@sfjs.org
http://librarysfsfjspa.blogspot.com/?m=1
https://drive.google.com/file/d/1xRtOThdnUiebOqmyi1JVVLsv4PxVwWxX/view?usp=sharing


 
・募集枠は8〜10名 
・応募の際はサインアップする児童名、学年とクラス、保護者名、を明記の上、4月13日(金) までに

担当 稲葉までお申し込みください。 
 
秋祭り担当：稲葉恵子 
inaba.keiko@sf.sfjspa.org 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
6. 【全保護者】2018年度Tシャツ委員よりお礼 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2018年度T-シャツデザインのアイデア募集に参加していただいた保護者・生徒の方々、大変ありが

とうございました。 
おかげさまで合計60余りのデザインインスピレーションをいただきました。これをヒントにして、来

年度のデザインにいかしていきたいと思います。 
また、今回ご参加いただきました皆様のうち、抽選で8名の方に特別賞、それ以外の参加者の方には

参加賞をとして粗品を差し上げたいと思います。 
粗品の受け取りは、3月10日(土)9:00 ~ 14:30の間のみとなります。応募者の保護者の方が保護者会役

員室(ジアニーニ校302号室：オーディトリアム横の廊下を直進して突き当たりを右に曲がる）までお

越しください。後日のお渡しは一切行っておりませんのでご了承ください。 
代理の方が取りに来られる場合は、必ず応募者の学年、クラス、名前をお知らせください。また、ご

希望の方には応募用紙の返却も致します。 
 
2018年度 T-シャツ委員会 
 

 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
7.【全保護者】平成30年度「ほうかごクラブ」春期参加者募集のお知らせ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
「ほうかごクラブ」は幼稚部の幼児と小学部1・2年生の児童を、中・高学年の授業終了まで有料で

お預かりします。補習校のお友達と日本語での交流を図ることのできるプログラムです。 
　 
対象会員： 
　本校在学の幼稚部と小学部1・2年生※ 
　（※受付締切日に補習校に在籍又は入学が確定していること） 
 
対象期間： 
　春秋冬の3期（春の入会で秋冬は続けてご参加いただけます） 
　（夏期集中学習期間は別枠募集となります） 
 



活動日・活動時間: 
　毎授業日［運動会の日は除く］（予定） 
　幼稚部と低学年の終業時から約１時間 
 
春期参加費（予定）： 
　小学部：およそ140ドル（9回活動日の場合） 
　幼稚部：およそ160ドル（9回活動日の場合） 
　※会費は期ごと期初に一括のお支払いとなります。 
 
申し込み方法 
　下記フォームにてコーディネーターemailにお申し込み下さい。 
　houkago.coord.sf+newmember@sfjs.org 
　＜申し込みフォーム＞ 
　========================================= 
　平成30年度　申込書 【春秋冬会員】 
　========================================= 
　1. 参加希望の幼児・児童名（ふりがな／英文表記） 
　2. 学年　 
　3. 保護者氏名（ふりがな／英文表記） 
　4. 保護者連絡先（電子メールアドレス：電話番号） 
　5. 兄姉の4月からの学年（該当する場合） 
　========================================= 
 
受付日時：　 
　開始　2018年3月18日（日）正午　 
　締切　2018年3月25日（日）正午　 
　※開始・締切り時外の申込は無効となりますのでご注意下さい。 
 
発表： 
　受付締め切り後にコーディネーターからメールさせていただきます。 
　※受付は先着順ですが参加には下記優先順位があります。 
　　　補習校職員・ほうかごクラブスタッフ子弟 
　　　補習校小学部3年生以上に兄姉が在籍 
 
ＳＦほうかごクラブ 
コーディネーター 
houkago.coord.sf+newmember@sfjs.org 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
8. 【幼小部】図書コーナーからのお知らせ  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
今年度の本の貸出は終了しました。全ての本の返却日は先週でしたが、欠席などの理由で返却できな

かった本がありましたら、今週必ず返却してくださるようお願いいたします。今週も棚卸しと本のク

リーニングのため休館です。 

  

mailto:houkago.coord.sf+newmember@sfjs.org


高学年の児童に配付されているケース入りの図書カードは、来年度も継続して使用できますので、廃

棄せず、図書バックと一緒にご自宅で保管していただき、新学期に持参してくださるようお願いいた

します。 

図書コーナーや図書委員応募のお問い合わせ：lib@sf.sfjspa.org 

借りている本についてのお問い合わせ：lib_reminder@sf.sfjspa.org 

図書ウェブサイト：http://librarysfsfjspa.blogspot.com/?m=1 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
9. 【幼小部】忘れ物ウェブサイトを更新しました 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
忘れ物ウェブサイトが更新されています。 
（コチラをクリック：https://goo.gl/ZuajQ9） 
 
お子様の持ち物には全て名前が書いてあるか、今一度ご確認ください。 
 
お問い合わせ：補習校事務局 (火～金曜 9:30 ~ 16:30) 
電話番号 415.989.4535 / E-mail office@sfjs.org 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
10.【全保護者】桜祭りパレード神輿担ぎ手募集 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
第51回桜祭りパレ-ド、神輿担ぎ手募集！！！4月22日(日) 
神田神輿、子供神輿、女神輿と、三台の神輿を用意しています。 
 
1) 神田神輿    男性   高校生/大学生/大人    50名 
2) 女神輿        女性   高校生/大学生/大人   50名 
3) 子供神輿    男女   小学生/中学生            50名　 
 
集合　4月22日(日) 10時30分ーCA BANK&TRUST 前にて受付・二階で着替え・ハッピ、昼食を支給 
12時30分       セコイヤビル集合、神輿を担ぐ練習 
1時30分ごろ  パレードスタート 
3時ごろ          パレード終了、ハッピの返却、スナック詰め合わせ支給 
 
各自で用意するもの　 
白のシューズ、Tシャツ、パンツ又はショーツ　 
 
申し込み、連絡先 
三輪尚子 
650-375-8039 
naokomiwa@sbcglobal.net 
 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
2017年度サンフランシスコ校保護者会 
https://sites.google.com/a/sf.sfjspa.org/info/ 
 
学年担当（幼稚部）：野村 文子 fumiko.nomura@sf.sfjspa.org 

http://librarysfsfjspa.blogspot.com/?m=1
https://goo.gl/ZuajQ9
https://goo.gl/ZuajQ9
mailto:office@sfjs.org
mailto:naokomiwa@sbcglobal.net
https://sites.google.com/a/sf.sfjspa.org/info/
https://sites.google.com/a/sf.sfjspa.org/info/


学年担当（小1/2）：レイモンド あや aya.raymond@sf.sfjspa.org 
学年担当（小3/4）：仁 美沙恵 misae.nin@sf.sfjspa.org 
学年担当（小5/6）： ペトルッチ 沙弥香 sayaka.petrucci@sf.sfjspa.org 
中高部： 佐野 由美子 yumiko.sano@sf.sfjspa.org 
IT担当：斎藤 千尋 chihiro.saito@sf.sfjspa.org 
図書：小野 明子 akiko.ono@sf.sfjspa.org 
行事：メラス 久美子 kumiko.melas@sf.sfjspa.org 
会計：山﨑 恵理 eri.yamazaki@sf.sfjspa.org 
書記：ショーラー 郁子 ikuko.schoeller@sf.sfjspa.org 
副会長：ハーヴィー 智恵 chie.harvey@sf.sfjspa.org 
会長：谷 朋紀 tomonori.tani@sf.sfjspa.org 
 


