PTA News 29th March
●
●

March 30th: DP Music Recital 5pm in the HIS Music Room. Please come if you can.
March 31st: Hanami at Hiroshima-shi Chuo Koen river side from 10am.
3月31日: 10時〜 花見ピクニック 中央公園川沿い

●

March 31st: Hoodie order closes.
3月31日 HIS Hoodies オーダー締切

●

2nd April: PTA meeting 9am to 11am, the Pink Room, HIS.
4月2日：PTAミーティング 9ー11時＠ピンクルーム

●

19th April: Sports Day
4月19日：スポーツデー

Please read the following information. Thank you.

The HIS Fun Day 2019 is going to be held on April 13th Saturday 10:00-15:00.
The HIS Fun Day 2019 が4月13日(土) 10:00-15:00に開催されます。
Please complete: 以下フォームにて各自お手続きください。
(既にご記入いただいている方は再度のご記入は不要です。)

●

VOLUNTEER LIST: Please check the volunteer list to see if we have allocated you the
spot you requested. Also, if any of you who have yet to volunteer could consider helping
out in the areas coloured yellow, we would be so grateful. Link
ボランティアのお願い：ボランティアリストをご参照ください。黄色い空白のセルはま
だお手伝いが必要な部分です。皆さんのご協力をお願い致します。お手伝いいただける
皆様にもFun Dayを楽しんでいただきたく思っていますので、なるべくたくさんの皆さ
んで手分けしてお手伝いいただければと思います。お手伝いいただける方は直接メール
若しくは、PTAスタッフ（Masae, Marina, Ming, Goomi, Matt）までご連絡ください。
Link

●

TEAM GAMES: If you would like to take part in a volleyball game or futsal game or
perhaps both, please complete the following sign up sheet. We will look at how many
parents and guests want to participate and arrange teams. We will contact you directly to
update you on what is happening with the teams.
Please click here to sign up for the games.
バレーボール、フットサルの試合に参加されたい方は、以下のサインアップシートにて
お申込みください。参加希望者数を把握した上、チームを編成致します。詳細は、参加
申込をされたかたへ直接ご連絡いたします。
Futsal/Volleyball フットサル/バレーボール Sign-up Form

●

Fun Day Registration form ← 当日の参加申込フォームです。
Those who haven’t signed up the registration form and are planning to bring the guests,
please fill out the form by the 31st March Sunday.Those who haven’t signed up the
registration form and NOT bringing guests, we keep your name (child’s name) on our list.
参加申込フォームをまだ記入しておらず、ゲストを同行される予定の方は、3月31日ま
でに必ず参加申込をしてください。参加申込をまだされておらず、ゲストの同行がない
方は、お子さんの名前をリストに残しておきます

More Fun Day planning days for your calendar 今後のプランニングミーティング予定
●

12th April: volunteers to arrive from 12:00 前日の設営準備 正午から

________________________________________
Hanami 31st March from 10am at Hiroshima-shi Chuo Koen river side.
Hopefully the cherry blossoms will still be in bloom for our picnic - come along with a picnic,
picnic mat, sunshade etc...whatever you feel like. Some of our community have tents which is
great so hopefully they’ll bring those along.
3月31日 10時〜 広島市中央公園 川沿いにて花見ピクニックを予定しています。ピクニックま
で、桜が咲いているといいのですが、食事は持ち寄りです。ピクニックマットや日よけ等ご持
参の上お時間のある方はご参加下さい。
HIS Community Hanami picnic spot 花見ピクニック場所：
１５ 基町 中区 広島市 広島県 730-0011 https://goo.gl/maps/q6m9o1eVqQr

HIS Parkas/ Hoodies

Here is the order form for the Hoodies if you missed out in the first round. Order Form
Orders will be open for one week – until next Sunday 31st March – so please order soon.
HIS Hoodiesの再注文を受け付けます。締め切りは今月末までです。オーダーフォーム

