Fun Day 13th April 2019 10:00-15:00
Fun Day 4月13日 10:00-15:00
Parking パーキング:
Firefighters’ school parking. Opens at 9:15 until 16:00. Whoever parks here must leave by
16:00. 3 parking guards will be on site to guide you where to park. Parking spaces are limited,
please consider car-sharing or using the public transportation. Please refrain from parking on
the street.
広島県消防学校の敷地内をパーキングとしてお借りしました。9:15から開門、必ず16時までに
出庫ください。当日は3名の警備員の指示に従って駐車してください。駐車スペースには限りが
あります。できる限りカーシェアリングや公共機関にてご来場下さい。路上駐車はくれぐれも
ご遠慮ください。

Reception 受付:
Everyone checks-in at the reception. Children who want to do the Stamp Rally collect a stamp
card at the reception.
来場者は受付にてチェックインしてください。スタンプラリーに参加したい子供さんは、スタ
ンプカードを受付で受取って下さい。

Ticket Booth チケットブース:
You can buy tickets on site. Please can we ask you not to pay with bills bigger than
5000yen. 1000yen bills or smaller are good. 当日でもチケットは購入いただけます。5000円
札以上のお札の使用はご遠慮願います。1000円以下から取り扱い致します。
Stamp Rally スタンプラリー:
Each time you play a game or do an activity, you receive one stamp.
Please write your child’s name on the back of the stamp card and
remind them to get their card stamped. When your child has
received 10 stamps on their stamp card, they can pick a gift from the
Prize Box. 20 stamps means you get to pick twice from the Prize
Box.
各ゲームやアクティビティ毎に1つスタンプがもらえます。10個ス
タンプがたまったら、ミステリーボックスからプレゼントが貰えます。（20個のスタンプは2
回プレゼントが貰えます。）
Sport Games (all the activities in the gym are free and those participating can receive a
stamp on their stamp card) スポーツの試合（試合参加は無料です。参加者はスタンプ1つも
らえます。）
- 10:15-12:15 Futsal フットサル
- 12:20-13:30 Volleyball バレーボール
Performance パフォーマンス: 13:30-14:20 @ Gym
- 13:30– Brazilian Bujitsu demonstration ブラジリアン武術デモ
- 13:45– Kendo traditional Kata demonstration 剣道 伝統の型 デモ
- 14:00– HipHop Dance ヒップホップダンス
- 14:15– HIS Idol winner performance HISアイドル優勝者 Yuna & Ayaka
Outdoor activities 屋外アクティビティ：
- Bouncy Castle バウンシーキャッスル
- Hook a duck アヒル釣り
- Water blaster 水鉄砲
- Penalty shoot-out ペナルティシュート
- Pillow fight 枕投げ
- Ring Toss 輪投げ
- 14:30 Tug O War 綱引き *Everyone to join どなたでも参加できます
Indoor activities 屋内アクティビティ：
- Craft クラフト ＠G2/3 classroom
- Plane Toss 紙飛行機 ＠G2/3 classroom
- Face Paint is フェイスペイント ＠ KG/1 classroom
- Body Jewel Paint ボディジュエルペイント ＠KG/1 classroom

-

Tatoo transfers タトゥシール ＠KG/1 classroom
‘Guess the number’ 数当てゲーム ＠Genkan 玄関ホール
Selfie booth (Free) セルフィブース＠Genkan 玄関ホール
Scavenger hunt (Free) スカベンジャーハント＠Genkan 玄関ホール
UNICEF

Food フード:
- Afternoon Tearoom Cafe アフタヌーンティーカフェ@ EC classroom
- Vegetarian curry EC classroom ベジタブルカレー @EC classroom
- Cotton Candy 綿菓子
- Drinks stall (Lemonade & bottled water) ドリンクスタンド（レモネード＆水）
- BBQ Chicken BBQチキン
- Hot dogs ホットドッグ
- Korean pancake (Chijimi) & Popcorn 韓国チジミ
- Pre-order Pizza プレオーダーピザ
*Receiving time of Pizza 11:45-13:00. ピザの受取り時間 11:45-13:00
After 15:00 終了後
Please help us to clear up the venue. Your cooperation is much appreciated.
終了後は片付けのお手伝いにご協力ください。ご協力感謝申し上げます。

