
冬も本番となりました。風邪をひかないようご注意ください。６月も元気で通学しましょう。     
＜＜＜＜ＨＨＨＨ22222222 年度年次報告会年度年次報告会年度年次報告会年度年次報告会をををを開催開催開催開催しましたしましたしましたしました＞＞＞＞    ５月８日に補習校年次報告会が開催されました。事業報告、会計報告、運営方針、教育方針などの報告内容につきましては、すでに先月 14 日メールで配信しておりますが、この報告内容に追加と訂正がございます。 

2010 年へ繰越す普通預金$19,327.72 のうち、 

$4,926.72 は、昨年 10 月に分離独立した幼稚部に振り分けられました。普通預金と定期預金の合計額は、2009 年期首が$53,102.31 で、同期末が$59,507.29 となっています。 

 

＜日本政府＜日本政府＜日本政府＜日本政府からのからのからのからの補助金補助金補助金補助金額３１％減額３１％減額３１％減額３１％減＞＞＞＞    領事館から平成 22年度の援助金額が決定したとの連絡をいただきました。 
合計額合計額合計額合計額    $$$$32,972.7832,972.7832,972.7832,972.78 で、昨年度ので、昨年度ので、昨年度ので、昨年度の$$$$47,910.8247,910.8247,910.8247,910.82 かかかからららら 31313131％（％（％（％（$14,938$14,938$14,938$14,938）減少することになりました。）減少することになりました。）減少することになりました。）減少することになりました。    校舎の借料補助は、昨年度より$1,246 減額となりますが、借料自体が今年度は約$1,200 減額となりますので、ほぼ全額補助で問題ありません。

一方、講師謝金補助は、前年比で 32.4％も減ることになりました。 
日本政府は厳しい財政状況が続くと予想されますので、来年以降も助成を減額される可能性を否定できません。しかし、授業料を立て続けに値上げすることは、極力避けたいですし、少なくとも来年度は(断言はできませんが)現状維持で持ちこたえられそうに思います。  
＜保健係＜保健係＜保健係＜保健係    当番表当番表当番表当番表        ６６６６月月月月＞＞＞＞    日日日日        付付付付    12:5012:5012:5012:50～～～～15:0015:0015:0015:00    14:5014:5014:5014:50～～～～17:0017:0017:0017:00    ６月５６月５６月５６月５日日日日    玉置玉置玉置玉置    嘉之嘉之嘉之嘉之    ｷﾞﾙﾊﾞｰﾄｷﾞﾙﾊﾞｰﾄｷﾞﾙﾊﾞｰﾄｷﾞﾙﾊﾞｰﾄ    留美子留美子留美子留美子    ﾛｰｿﾝﾛｰｿﾝﾛｰｿﾝﾛｰｿﾝ    陽子陽子陽子陽子    中西中西中西中西    尚美尚美尚美尚美    ６６６６月月月月 12121212 日日日日    コイルコイルコイルコイル    ひとみひとみひとみひとみ    ｽﾀﾝﾄﾝｽﾀﾝﾄﾝｽﾀﾝﾄﾝｽﾀﾝﾄﾝ    秀美秀美秀美秀美    加島加島加島加島    義正義正義正義正    吉安吉安吉安吉安    宏誠宏誠宏誠宏誠    ６６６６月月月月 19191919 日日日日    ﾋｭｰｽﾄﾝﾋｭｰｽﾄﾝﾋｭｰｽﾄﾝﾋｭｰｽﾄﾝ    雅雅雅雅美美美美    ﾌｨﾘｯﾌﾟｽﾌｨﾘｯﾌﾟｽﾌｨﾘｯﾌﾟｽﾌｨﾘｯﾌﾟｽ    昭江昭江昭江昭江    堀内堀内堀内堀内    博子博子博子博子    小林小林小林小林    礼実礼実礼実礼実    ６６６６月月月月 26262626 日日日日    ﾎｯｼﾞｽﾎｯｼﾞｽﾎｯｼﾞｽﾎｯｼﾞｽ    貴美子貴美子貴美子貴美子    リーリーリーリー    奈津子奈津子奈津子奈津子    川口川口川口川口    毅毅毅毅    徳永徳永徳永徳永    圭子圭子圭子圭子     
＜図書係＜図書係＜図書係＜図書係    当番表当番表当番表当番表        ６６６６月月月月＞＞＞＞    日日日日        付付付付    13:2013:2013:2013:20～～～～15:2015:2015:2015:20    15:2015:2015:2015:20～～～～17:2017:2017:2017:20    ６月５６月５６月５６月５日日日日    岸岸岸岸        葉子葉子葉子葉子    ｳｪﾊﾞｰｳｪﾊﾞｰｳｪﾊﾞｰｳｪﾊﾞｰ        雅子雅子雅子雅子    ６月６月６月６月 12121212 日日日日    新新新新        由紀野由紀野由紀野由紀野    ｸｰﾘﾝｸﾞｸｰﾘﾝｸﾞｸｰﾘﾝｸﾞｸｰﾘﾝｸﾞ    洋子洋子洋子洋子    ６６６６月月月月 19191919 日日日日    松本松本松本松本    ひかるひかるひかるひかる    ｸﾞﾚｲｸﾞﾚｲｸﾞﾚｲｸﾞﾚｲ            まりまりまりまり    ６６６６月月月月 26262626 日日日日    河野河野河野河野    英幸英幸英幸英幸    ﾄｰﾏｽﾄｰﾏｽﾄｰﾏｽﾄｰﾏｽ            郁代郁代郁代郁代    

 
＜補習校事務室＜補習校事務室＜補習校事務室＜補習校事務室    執務時間＞執務時間＞執務時間＞執務時間＞    

ご用やお電話は執務時間内にお願いします。 

  

カンタベリー日本語補習校 

運営だより     

第第第第 22‐‐‐‐1 号号号号                           平成平成平成平成 22 年年年年 6 月月月月 5 日日日日 発行：カンタベリー日本語補習校運営理事会発行：カンタベリー日本語補習校運営理事会発行：カンタベリー日本語補習校運営理事会発行：カンタベリー日本語補習校運営理事会 運営理事長運営理事長運営理事長運営理事長  松崎一広松崎一広松崎一広松崎一広                 校長校長校長校長  堀井重樹堀井重樹堀井重樹堀井重樹 

当番の都合が悪くなったときは必ず交代の人を手配してください。図書係が不在の場合、図書の貸し出しは一切できなくなります。 

授業料の大幅値上げをさせていただきましたが、そうしないと大変な赤字を出すころでした。 
１．2009 年度会計報告（追加事項） 繰越金(2008 年度から) 普通預金    $23.102.31 

                同                     定期預金    $30,000.00 繰越金(2010 年度へ)     普通預金    $19,327.72 

                        （内数：小中学部   $14,400.85)  

(内数：幼稚部       $4,926.87)同                     定期預金    $40,179.57 

２．＜報告内容メモ＞（訂正事項） 「第 6 報告 会計予算」の説明メモ中の「ＧＳＴの増加は、給与支払いの増加が一因」の記述を削除。（給与とＧＳＴは無関係） 

・講師謝金援助金             $28,571.40 ・校舎借料援助金              $4,401.38 
 日時日時日時日時    火・水・金火・水・金火・水・金火・水・金  10：：：：00～～～～14：：：：00 

                     土曜日土曜日土曜日土曜日   9：：：：00～～～～17：：：：30 

電話番号電話番号電話番号電話番号  （０３）３４８－９５１２（０３）３４８－９５１２（０３）３４８－９５１２（０３）３４８－９５１２ 

住所住所住所住所   66 Ilam Road, Ilam,Christchurch 

郵送郵送郵送郵送    P.O.Box 31141, Ilam 8444 



＜＜＜＜Hello from the CJSS BOARD＞＞＞＞ 

Welcome back to the new school year and a 

big welcome to all new parents and students. 

During the short break we have been busy 

getting the books sorted for the new classes 

and changing the office around to 

accommodate Shoko Miyamoto, the new 

office administrator, the new principal, Mr 

Horii and give teachers their own space to 

prepare lessons and store their resources.   

This was a huge task and was only possible 

because of the wonderful parents, teachers 

and board members who volunteered their 

tools, time and skills to make it happen.  

 Thanks HEAPS everyone. （パーカー理事からのメッセージです。先月号でお知らせ済みの内容ですが、キーウィお父さんに読んでいただきたく、原文で掲載します。）   
カンタベリー日本語

補習校校則 
（小学部高学年～中学部用） 

    借用校（学校を借りています）の中で、安全借用校（学校を借りています）の中で、安全借用校（学校を借りています）の中で、安全借用校（学校を借りています）の中で、安全に楽しく補習校生活を過ごすために校則を定に楽しく補習校生活を過ごすために校則を定に楽しく補習校生活を過ごすために校則を定に楽しく補習校生活を過ごすために校則を定めます。「カンタベリー日本語補習校の決まめます。「カンタベリー日本語補習校の決まめます。「カンタベリー日本語補習校の決まめます。「カンタベリー日本語補習校の決まり」をしっかり守り、楽しい学校生活を送りり」をしっかり守り、楽しい学校生活を送りり」をしっかり守り、楽しい学校生活を送りり」をしっかり守り、楽しい学校生活を送りましょうましょうましょうましょう。。。。    
 

①①①①    学習の約束ごと学習の約束ごと学習の約束ごと学習の約束ごと １、毎週、宿題をきちんと終わらせ、授業１、毎週、宿題をきちんと終わらせ、授業１、毎週、宿題をきちんと終わらせ、授業１、毎週、宿題をきちんと終わらせ、授業に臨む。に臨む。に臨む。に臨む。 ２、２、２、２、    習開始時刻の習開始時刻の習開始時刻の習開始時刻の 10 分前までに登校し、予分前までに登校し、予分前までに登校し、予分前までに登校し、予鈴の鐘（チャイム）がなったら、席に鈴の鐘（チャイム）がなったら、席に鈴の鐘（チャイム）がなったら、席に鈴の鐘（チャイム）がなったら、席につき学習の準備を整える。つき学習の準備を整える。つき学習の準備を整える。つき学習の準備を整える。 ３、３、３、３、    補習校内では、日本語で話す。（児補習校内では、日本語で話す。（児補習校内では、日本語で話す。（児補習校内では、日本語で話す。（児童・生徒同士の会話や親子の会話も日童・生徒同士の会話や親子の会話も日童・生徒同士の会話や親子の会話も日童・生徒同士の会話や親子の会話も日本語で話す。）本語で話す。）本語で話す。）本語で話す。） ４、４、４、４、    学習用具（教科書、ノート、筆記用具学習用具（教科書、ノート、筆記用具学習用具（教科書、ノート、筆記用具学習用具（教科書、ノート、筆記用具等）を忘れない。等）を忘れない。等）を忘れない。等）を忘れない。 

 

 

 

②②②②    校舎などの借用施設の校舎などの借用施設の校舎などの借用施設の校舎などの借用施設の

使い方使い方使い方使い方 １、教室内の掲示物、図書、個人の物品に１、教室内の掲示物、図書、個人の物品に１、教室内の掲示物、図書、個人の物品に１、教室内の掲示物、図書、個人の物品には手を触れない。は手を触れない。は手を触れない。は手を触れない。 ２、２、２、２、    借用校の施設や遊具は大切に扱い、危借用校の施設や遊具は大切に扱い、危借用校の施設や遊具は大切に扱い、危借用校の施設や遊具は大切に扱い、危険な遊び方はしない。険な遊び方はしない。険な遊び方はしない。険な遊び方はしない。 （校庭内の鐘に登ったり、その周りで（校庭内の鐘に登ったり、その周りで（校庭内の鐘に登ったり、その周りで（校庭内の鐘に登ったり、その周りで遊ばない。木や屋根に登らない。）遊ばない。木や屋根に登らない。）遊ばない。木や屋根に登らない。）遊ばない。木や屋根に登らない。） 誤って破損した場合は、すぐに担任の誤って破損した場合は、すぐに担任の誤って破損した場合は、すぐに担任の誤って破損した場合は、すぐに担任の先生に届け出る。先生に届け出る。先生に届け出る。先生に届け出る。 ３、３、３、３、    庭では、指庭では、指庭では、指庭では、指定された区域内で遊ぶこ定された区域内で遊ぶこ定された区域内で遊ぶこ定された区域内で遊ぶこと。と。と。と。 （先生や保護者の目の届かないところで（先生や保護者の目の届かないところで（先生や保護者の目の届かないところで（先生や保護者の目の届かないところでは、遊ばない。）は、遊ばない。）は、遊ばない。）は、遊ばない。） コートは、バスケットボール、ネットコートは、バスケットボール、ネットコートは、バスケットボール、ネットコートは、バスケットボール、ネットボール、ドッチボール等に使用する。ボール、ドッチボール等に使用する。ボール、ドッチボール等に使用する。ボール、ドッチボール等に使用する。 サッカー、ラグビーは指定されたグラサッカー、ラグビーは指定されたグラサッカー、ラグビーは指定されたグラサッカー、ラグビーは指定されたグランドで行うンドで行うンドで行うンドで行う。。。。 事務所のまわりの駐車場では絶対に遊事務所のまわりの駐車場では絶対に遊事務所のまわりの駐車場では絶対に遊事務所のまわりの駐車場では絶対に遊ばない。ばない。ばない。ばない。 

 

③③③③    その他のきまりその他のきまりその他のきまりその他のきまり １、１、１、１、自転車・スケートボード･キックボード自転車・スケートボード･キックボード自転車・スケートボード･キックボード自転車・スケートボード･キックボード等は学校内では使用禁止。等は学校内では使用禁止。等は学校内では使用禁止。等は学校内では使用禁止。 ２、通学時に（自転車・スケートボード･キ２、通学時に（自転車・スケートボード･キ２、通学時に（自転車・スケートボード･キ２、通学時に（自転車・スケートボード･キックボード等）を使用した場合は、教ックボード等）を使用した場合は、教ックボード等）を使用した場合は、教ックボード等）を使用した場合は、教室の渡り廊下に前に置き、各自の責任室の渡り廊下に前に置き、各自の責任室の渡り廊下に前に置き、各自の責任室の渡り廊下に前に置き、各自の責任で保管する。で保管する。で保管する。で保管する。 ３、３、３、３、登校後は、先生の許可なく校外には出登校後は、先生の許可なく校外には出登校後は、先生の許可なく校外には出登校後は、先生の許可なく校外には出ない。（ない。（ない。（ない。（休憩時間に休憩時間に休憩時間に休憩時間におやつの買出しはおやつの買出しはおやつの買出しはおやつの買出しはしない。）しない。）しない。）しない。） ４、４、４、４、    授業に不必要な物は持ってこない授業に不必要な物は持ってこない授業に不必要な物は持ってこない授業に不必要な物は持ってこない （例おもちゃ、ＤＳ、ウォークマン等）（例おもちゃ、ＤＳ、ウォークマン等）（例おもちゃ、ＤＳ、ウォークマン等）（例おもちゃ、ＤＳ、ウォークマン等） 携帯電話は緊急時のみの使用とし、授携帯電話は緊急時のみの使用とし、授携帯電話は緊急時のみの使用とし、授携帯電話は緊急時のみの使用とし、授業中には電源を切っておく。業中には電源を切っておく。業中には電源を切っておく。業中には電源を切っておく。 ５、おやつは、決められた時間に決められ５、おやつは、決められた時間に決められ５、おやつは、決められた時間に決められ５、おやつは、決められた時間に決められた場所で取る。（２０分休みのみ、教た場所で取る。（２０分休みのみ、教た場所で取る。（２０分休みのみ、教た場所で取る。（２０分休みのみ、教室の外）室の外）室の外）室の外） ６、学校を汚さない。６、学校を汚さない。６、学校を汚さない。６、学校を汚さない。 （学習中に出たゴミは、教室内の指定（学習中に出たゴミは、教室内の指定（学習中に出たゴミは、教室内の指定（学習中に出たゴミは、教室内の指定されたゴミ袋に入れる。おやつのゴミされたゴミ袋に入れる。おやつのゴミされたゴミ袋に入れる。おやつのゴミされたゴミ袋に入れる。おやつのゴミは家に持ち帰る。）は家に持ち帰る。）は家に持ち帰る。）は家に持ち帰る。） 

 


