
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37号 ~ 後期 ~ 2018年3月15日 
 
保護者の皆様、月日が経つのは早いもので今週号をもちまして本年度最後の一斉メールになりまし

た。2017年度保護者会役員を代表して皆様に改めて学校活動に参画して頂きお子様達のより良い学

習環境、コミュニティーづくりに多大な支援を頂きましたことをこの場をお借りして重ねて御礼申し

上げます。教育という「教える」と「育む」という言葉の成り立ちが示すように、教職員また学校事

務局の皆様による献身的な授業活動と足並みを揃え、本年度も保護者会はコミュニティーを通じて幅

広い日本文化・風習を通じてお子様達の健やかな成長を育むことに皆様と共に歩ませて頂きました。

今後とも皆様の末永く変わらぬご厚誼を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 
 
2017年度保護者会会長 
谷 朋紀 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
今週の内容 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 

1. 【全保護者】今週3月17日(卒業式・修了式) の登下校時間変更のお知らせ 
2. 【中高部】借用校変更・登下校時間変更のお知らせ 
3. 【全保護者】ジアニーニ校 臨時駐車場について 
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. 【全保護者】卒業・修了記念品について 
6. 【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) 
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 
11. 【全保護者】金沢・シリコンバレー児童国際交流事業「かなざわ体験プログラム2018」のお

知らせ 
12. 【全保護者】「サマーキャンプIN志摩市」のお知らせ 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1. 【全保護者】今週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 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2.【中高部】借用校変更・登下校時間変更のお知らせ  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3月17日の卒業式・修了式は、幼小部（ジアニーニ校）にて行われますので、お間違いのないよう

お気を付け下さい。 
 
日程：3月17日 
場所：ジアニーニ校 
時間：登校・修了式:12:45 / 卒業式:13:30 ~ 14:40 / 下校:16:00  
 
※中高部生徒のジアニーニ校への入り方は、保護者駐車場の奥のフェンスからヤードに入ってくだ

さい。職員駐車場にあるジアニーニ校舎への入り口は常時施錠してあります。 
※生徒は、登校後、中ヤードに集合してください。雨天の場合はカフェテリアに集合です。 
※お弁当は不要です。 
※中高部職員室は、124教室となります。 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3.【全保護者】ジアニーニ校 臨時駐車場について 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3月17日の卒業式当日はジアニーニ校近所で催し物があり、路上駐車が難しい可能性があります。

そのため駐車場として上ヤードを開放しています。防犯面からも上ヤードのご利用をお勧めしま

す。駐車場入り口は登校してくる児童も利用しますので、安全にはくれぐれもご注意ください。ま

た、駐車場には区分がありませんので、校舎側に面して順番に駐車してください。（なお、催し物

に参加するグループは上ヤード、サンセット側に駐車する予定です。）他の車がすぐに出られるよ

う、必ず十分に車間を取っておいてください。（セキュリティーが2名警備する予定ですが、過去に

は卒業式/入学式に車上荒らしが頻発しています。貴重品の管理はご自身でお願いします。） 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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 ~ 12:30 

新小学1年生 ジアニーニ校 8:50 ~ 9:20 

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  

mailto:office@sfjs.org


 
*校内では（講堂内/カフェテリアを含む）飲食はできません。 
 
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 

 
当番について： 
ヤード当番と駐車場当番があります。 
 
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 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
5.【全保護者】卒業・修了記念品について 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3月17日に保護者会より卒業・修了記念品を全生徒にクラス内で配付する予定です。幼小部は記念

品のランチバッグの中に名札とスパイペンも入っておりますのでお見落としのないようご注意くだ

さい。中高部の記念品は「クルトガ」シャーペンを封筒に入れております。 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
6. 【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。 
 
・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 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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。 

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


　 
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  

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


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
今週の図書コーナーは今年度の運営を終了し、休館です。新図書委員による来年度の図書コーナーの

運営は4月21日からを予定しており、それまでの間図書に関するお問い合わせの返信に時間がかかる

場合がありますのでご了承ください。 
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、破

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 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
11.【全保護者】金沢・シリコンバレー児童国際交流事業「かなざわ体験プログラム2018」のお知ら

せ 

mailto:lib@sf.sfjspa.org
mailto:lib_reminder@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


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
米国在住児童と金沢の児童の交流を目的とした 、金沢・シリコンバレー国際交流事業「かなざわ体

験プログラム」もこの夏で6年目となります。 
金沢市内の小学校体験入学と市内の家庭へのホームステイに加え、加賀百万石のおもてなし文化が色

濃く残る古都金沢の文化に触れる体験をしていただけるよう計画しています。 
 
詳細、お申込みにつきましては、以下のフォームをご覧ください。 
https://goo.gl/forms/yi2pAYB5wHV2PWRj1 
 
【実施期間】　6月30日(土)〜7月8日(日) 
【定　　員】　10名(定員に達し次第締め切ります) 
【応募締切】　5月20日(日) 
【応募資格】　シリコンバレー及び近郊在住の小学4、5、6年生（他学年は応相談） 
【費　　用】　小学生一人につき50,000円 
【主　　催】　かなざわ体験プログラム実行委員会 
【共　　催】　US-Kanazawa Bridge for Kids 
【後　　援】　金沢市教育委員会、金沢市ＰＴＡ協議会 
【問合わせ先】kanazawaTaiken5@gmail.com　担当：北村 
【参考】　　　山野金沢市長ブログ　https://ameblo.jp/yamano4455/entry-12293373964.html 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
12.【全保護者】「サマーキャンプIN志摩市」のお知らせ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2016年主要国首脳会議「伊勢志摩サミット」の開催地に選ばれた三重県志摩市にて、海女さんとの

ふれあいやシーカヤック等の自然体験、また志摩市の郷土料理である手こね寿司作り体験などが楽し

めます。 
日本の原風景と称された志摩市の素晴らしい自然環境、また、豊かな食、歴史・伝統文化などを通じ

「日本」の一端に触れてみませんか。 
 
実施期間：2018年7月9日（月）~ 7月15日（日） 
実施場所：三重県志摩市、伊勢市 
主 催 者：志摩市、志摩市教育委員会、志摩市国際交流協会 
募集人員：サンフランシスコ及び近郊在住の小学生4 ~ 6年生　20名（他学年は応相談） 
参 加 費：一児童につき　50,000円 
                ※原則、食事代や施設等利用料など 
                ※保護者については、プログラム中にかかる料金は全額自己負担　 
問い合わせ先：三重県志摩市 市民生活部 人権市民協働課　E-mail jinkenshimin@city.shima.lg.jp 
　　　　　　　申し込み開始は4月を予定しております。お気軽にお問い合わせください。 
 
プログラムの詳細は以下のリンクをご参照ください。 
https://docs.google.com/presentation/d/14G59PFuzw_6k08iizZBGfgntzpEE4tabunAwq9JUNQA/edit?
usp=sharing 

https://goo.gl/forms/yi2pAYB5wHV2PWRj1
https://goo.gl/forms/yi2pAYB5wHV2PWRj1
https://ameblo.jp/yamano4455/entry-12293373964.html
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https://docs.google.com/presentation/d/14G59PFuzw_6k08iizZBGfgntzpEE4tabunAwq9JUNQA/edit?usp=sharing


 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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 
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 
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