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平成 25 年度第 5 回理事会報告
第 5 回理事会が 2013 年 12 月 12 日の夜、サンマテオ日系コミュニティーセンター会議室にて開催されまし
た。第 4 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 11 月の活動報告がありました。
また来年度の予算案などの議題について話し合いました。

ドクター岡井の日本語補習校保護者・教職員応援プログラム
ベイエリアで長年にわたりご活躍のカイロプラクター岡井先生が、この度本校のために「ドクター岡井の日
本語補習校保護者・教職員応援プログラム」を立ち上げてくださいましたのでご紹介します。岡井先生も過去
に補習校の保護者としてご支援いただき、現在も本校の運動会とスポーツ大会および球技大会でメディカルボ
ランティアとしてご協力いただいています。本校が 44 年間続けてこられましたのも、こうしたコミュニティ
ーの温かいつながりやご支援が生きているからと感謝しております。
さて、この応援プログラムの特徴は、健康保険が無くても安心してカイロプラクティックによって体のメン
テナンスを受けられ、更に補習校に寄附金が還元されることです。
また、応援プログラムとは別に、毎月第３月曜 サンノゼオフィス、第３火曜 サンマテオオフィスで 14 歳
以下の子供が無料のキッズデーも開催されています。
『日本語補習校保護者・教職員応援プログラム』
＜初診料＞

通常キャッシュディスカウント料金$99→$75

問診、検査、レントゲン、

※別途電気パッド代$20 かかります。

本校への寄附$10

治療を含む
＜初診以降の

通常のキャッシュディスカウント料金$65→$55。

一回のメンテナンス治療＞

更に一年以内に 10 回治療を受けると 11 回目の治療が無料。

＜お得な 10 Visit Plan＞

通常の$520→$505。(一回あたりの治療費は$50.50 の計算)

本校への寄附$10

尚、このプログラムはあくまでメンテナンス用なので急性や症状の強い患者さんには通常の集中治療をお薦
めします。このプログラムはサンフランシスコ日本語補習校の保護者と教職員を対象としたもので、事前に『日
本語補習校保護者・教職員応援プログラム』利用の旨をお伝えいただく必要があります。お支払いは現金、各
種クレジットカード、チェックでも受け付けております。
ご質問、ご予約はお気軽に日本語で。
サンノゼクリニック
サンマテオクリニック

408-343-3835
650-344-8743

4323 Moorpark Ave., Ste A, San Jose, CA 95129
100 S. Ellsworth Ave., Ste 804, San Mateo, CA 94401

財務委員会よりお知らせ
寄附と企業におけるマッチング寄附制度のご活用のご案内
本校では、よりよい教育提供を目的とするご寄附を幅広く、随時受け入れております。ご寄附をお考えの方
は、理事会財務担当までご連絡頂けますようお願い申し上げます。皆様の日頃からのご協力に心より感謝申し
上げます。
財務担当：柳原智子

tomoko.yanagihara@bd.sfjs.org

寄附とマッチング寄附制度のご活用を！
家庭、会社、補習校として、こんな利点があります：
個人（家庭）は、




会社・企業には、

補習校（非営利団体/non profit）



社会的企業責任の一環

のサポート



企業としての税控除

所得申告時の控除



企業名の PR 等

補習校として、


いただける寄附が倍増

マッチング寄附制度とは？
従業員などが寄附（寄附金、ボランティア時間や物品）を行なった場合、企業がそれと同
等額のお金や製品を上乗せして寄附してくれる仕組みです。
たとえば、あなたがこの仕組みを利用して$100 分（寄附金、ボランティア時間や物品）の
寄附を行った場合企業からの上乗せ分を合わせて、日本語補習校には$200 分の寄附がされ
ることになります。
＊ マッチング寄附制度参加企業参考リストを含めた資料は下記ウェブサイトをご覧ください。
http://www.sfjs.org/students/fundraising/matching
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ホリデーショッピングは引き続き「Amazon.com」と「Sports Authority」で！
ホリデーギフト、日本へのお土産などをお探しの皆さま、混雑するパーキングに煩わされることなく、ご自
宅からのネットショッピングで、購入価格の3〜7％が補習校に寄附されます。
是非『Amazon.com』と『Sports Authority』をご利用ください。なお携帯端末からご利用の際には適用されま
せんのでご注意ください。
「Amazon.com」
「Sports Authority」

http://www.fundyourfundraising.org/sfjs.php
http://goo.gl/qANqrv

財務に関するお問い合わせは理事会財務委員まで：
SF 校 田中 佐智子
SJ 校 柳原 智子

sachiko.tanaka@bd.sfjs.org
tomoko.yanagihara@bd.sfjs.org

事務局よりお知らせ
平成 26 年度幼稚部・小学部 1 年生の入学受付について
平成 26 年(2014 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。
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 20 年(2008 年)4 月 2 日～平成 21 年(2009 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 19 年(2007 年)4 月 2 日～平成 20 年(2008 年)4 月 1 日
までに出生した児童に限ります。

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 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。なお幼稚部に関しましては、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。本年度の定員はサンフランシスコ校 40 名（１学級 20 名×2 学級）、サン
ノゼ校 60 名(1 学級 20 名×3 学級)ですが、来年度の学級数については、様々な状況を見て決定する予定です。
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12 月～1 月の行事
日付

サンフランシスコ校

サンノゼ校

学校説明会（幼小部）

学校説明会（幼小部）

高等部入学願書・入試範囲配布（中高部）

高等部入学願書・入試範囲配布（中高部）

12/14(土)

中学入学説明会（小学部）

中学入学説明会（小学部）

12/21(土)

百人一首大会（中高部）

幼稚部発表会・特別授業（幼小部）

12/28(土)

休校日

休校日

1/4(土)

休校日

休校日

1/11(土)

かるた大会（小学部）

来年度小学 1 年生面接（小学部）

12/7(土)

新年おたのしみ会（幼小部）
1/18(土)

来年度小学 1 年生面接（小学部）

来年度小学 1 年生面接（小学部）

高等部入学願書締め切り（中高部）

高等部入学願書締め切り（中高部）
新年行事（中高部）

1/25(土)

来年度幼稚部面接（幼稚部）

来年度幼稚部面接（幼稚部）

「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：唐橋良行
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
ウェブサイト： 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。©2013 All rights reserved.
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