
大きな被害を出したカンタベリー地震から 3週間がたち、街の様子や人々の生活は平常の落ち着きをとりもどしつつあります。その一方、ご自宅や職場が被災された方々には、まだ困難な状況が続いることに心を痛めております。一日も早く、補習校にかかわる皆さま全員の生活が復旧し、安心して暮らせることを願っております。    

    

＜運営理事会＜運営理事会＜運営理事会＜運営理事会    開催記録＞開催記録＞開催記録＞開催記録＞    ９月２日（第５回）の主な議題は次のとおり ・教育懇談会(８月 28 日)の報告 ・研究授業について(10 月 30 日、12 月 11 日) ・日本人会会報の配布協力について ・英文会議録の整備について ・借用教室の変更と時間の５分延長について ・幼稚園 10 月年中入園予定者は 16人 ・「地球をきれいに」活動参加（９月 18 日）  
＜教育懇談会を開催しました＞＜教育懇談会を開催しました＞＜教育懇談会を開催しました＞＜教育懇談会を開催しました＞    去る８月 28 日、アイラムスクール・ホールで開催された教育懇談会には、保護者の皆さん40 人ほどが出席され、校長先生のお話を聞き、質疑応答を行いました。校長先生からは、週 1回の授業だけでは不十分なので家庭学習も重要であること。特に｢話すこと｣では、家庭が果たす役割が大きいこと。一方、「読むこと」や「書くこと」では、補習校での系統だてた学習が果たす役割が大きいこと。「集団で学ぶ」ことの意義などについてお話がありました。また、教科の課題として、国語では沢山のことを学ぶが、学んだことが「使える」ように定着を高めること。社会では、地理的な概念の理解を学習の基礎に置いて「世界地図が描ける」ようにすることなどが述べられました。教育懇談会や説明会は、今後も適宜開催される予定です。 

    

＜＜＜＜GSTGSTGSTGST 増税増税増税増税ででででもももも授業料は据え置き＞授業料は据え置き＞授業料は据え置き＞授業料は据え置き＞    10 月 1 日から GST の税率が 12.5％から 15％に引き上げられます。これにともない、多くのサービスや物品の購入価格の値上りが予想されています。補習校の授業料にかかる GST も当然15％になります。しかし、運営理事会でこの対応について協議検討した結果、今年度は GST増税にともなう授業料の値上げはいたしません。したがって、３学期および４学期の授業料は第３学期および４学期の授業料は第３学期および４学期の授業料は第３学期および４学期の授業料は第１子１子１子１子 155155155155 ドル（幼稚園ドル（幼稚園ドル（幼稚園ドル（幼稚園 125125125125 ドル）で変更はありドル）で変更はありドル）で変更はありドル）で変更はありません。ません。ません。ません。ただし、授業料以外の教材費等については増税分の価格変更がありえます。なお、来年度は、授業料を含む諸費用についてこの増税分だけ、すなわち平均で２％の値上げがありうることをお知らせします。先の「運営だより」３号で、「来年度の授業料は据え置き」とご案内しました通り、授業料自体は据え置かれますが、それにかかる GST増税分の転嫁については法的にも認められていることですので、ご理解くださるようお願いいたします。 
 ＜日本人会日本人会日本人会日本人会からからからから＄２０００＋＄２０００＋＄２０００＋＄２０００＋の寄付＞の寄付＞の寄付＞の寄付＞    GST増税にともない、補習校の税負担額は1000ドル以上増えますが、日本人会から 2000ドルの寄付と会報配布協力謝金 450 ドルを受領できますので、それだけでも増税分を吸収できます。 

    

＜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。 
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＜日本人会との協力支援関係＜日本人会との協力支援関係＜日本人会との協力支援関係＜日本人会との協力支援関係＞＞＞＞ 日本人会から 2000ドルの寄付を受けたり、日本人会の会報を補習校で配布することになったのは、今年３月に補習校と日本人会との間で、相互支援協力の協定を結んだためです。これまでも、先日実施した「地球をきれいに」の清掃活動や「サンタパレード」、「運動会」など日本人会か主催する行事に補習校が参加してきましたが、この協定によって、両者は独立を保ちつつ、より緊密な協力関係を形成していきます。協定の主な内容は以下の通りです。  ・両者は互いの発展のために協力･支援しあう。 ・日本人会が補習校の設立母体であると認識。 ・両者は独立した法人格をもつ別団体である。 ・会議録やニューズレターを相互に交換する。 ・両者首脳による協議会を年数回開催する。 ・補習校入学は日本人会員であることを要す。 ・サンタパレード、運動会等を共同で行う。 ・日本人会は補習校に財政支援を行う。 ・日本人会は補習校の補助金申請を支援する。 ・補習校は日本人会会報の配布に協力する。  折りしも、９月４日に大地震が起こったとき、日本人会と補習校は領事館とも連携をとりながら在留邦人の安否確認にあたりました。補習校と日本人会が、在留邦人のコミュニティの中核的な役割を担っていることが、この点からもわかります。今から 160 年前、英国からこの地に渡ってきた初期移民の人々が、街づくりに着手して真っ先に建てたのが、教会と学校でした。当時の教会は精神的な拠り所であるとともにコミュニティ活動の拠点でした。日本人会と補習校は、かつての教会と学校の役割を引き継ぎ、日本人移住者のコミュニティを前に進めていく車の両輪のように思われます。 
    

＜＜＜＜児童生徒数は児童生徒数は児童生徒数は児童生徒数は数年数年数年数年微増微増微増微増のち微減のち微減のち微減のち微減＞＞＞＞    日本の文部科学省から、「今後３～５年在留邦人数および義務教育年齢児童生徒数の見通しについて」という照会があり、今月初旬に回答しました。1999年の開校時には 55人であった児童生徒数は、2002 年に 100 人を超え、2009年には 200 人を超えるなど、毎年平均 10％の増加率で増えてきました。しかし、今後は費用の負担増や出生数の減少などの要因によって、児童生徒数の伸びは頭打ちとなり、若年移住者が増加しないと、長期的には微減に転じる可能性があります。今後数年間の児童生徒数、は現状維持か微増する一方、幼稚部は微減することが予想されます。  年 児童徒数 幼稚部 小学部 中学部 2008   １９７ ２７  １６３    ７ 2009   ２１２   ３１  １５７   ２４ 2010   ２１４   ２４  １５９   ３１ 2011   ２１７   ２２  １６２   ３３ 2012   ２２０   ２０  １７０   ３０ ※2011 年と 2012 年の数値は推定値  
＜＜＜＜CCCCJSS Up DJSS Up DJSS Up DJSS Up Date ate ate ate for for for for English SpeakersEnglish SpeakersEnglish SpeakersEnglish Speakers＞＞＞＞    

Hello, everyone. I hope you all fine recovering from 

damages caused by September 4
th

 Great Earthquake. 

However, I know some are still in tough situations.   

You know GST rate will change from 12.5% to 15% 

as of October 1
st
. The Board discussed how to deal 

with the GST hike and decided not to increase our 

school fee until March next year.  

Thanks to big increase of the school fees, we are 

relatively in sound financial situation in this FY year. 

In addition that, our backing, the Japanese Society of 

Canterbury has contributed $2000 for donation and 

some $450 more for us by helping the JSC 

Newsletter circulation. This allows the school fees to 

remain unchanged for several months despite GST 

hike. 

Thus close relationship between CJSS and JSC is 

very important as it extends not only to the financial 

supports but also to participate in big events such as 

the Christmas Santa Parade or Undokai, Sports 

Festival. JSC and CJSS are like twin wheels that run 

the Japanese community go forward. 

                                                        


