
今年最後の華を飾るお楽しみ会、
夏祭りです。 ルールを守り楽し
い一日となるようご協力をお願
いいたします。  

日時：12月9日（土）9:30 生徒登校 
　　　　　　　　　　9:45開場　10:00開演 
場所：ルイシャムパブリックスクール・ホール 

2. 卒業式 

3. 修了式 

＊予定時間、順番な
どは変更することが
ありますので、あら
かじめご了承願います。

こだま ハイホー
はやぶさ ドレミの歌　きらきらキラー
つばめ ロックソーラン節 

ひかり ひかり組とだるまさん
こまち 音読劇　おむすびころりん
はやて 日本の昔の遊び
やまびこ やまびこ組の作り方
とき 僕たちが経験したことを活かし未来へ

進もう
たにがわ クイズショー

時間：お楽しみ会終了後、12時頃より約１時間　 

場所：ガゼボ、その周辺にて

アクティビティ 

射的、スーパーボールくじ、ボールダーツ、ヨーヨー
釣り（各50c) 、金魚すくい、宝石すくい（各$1)  

食べ物販売　 

寿司ロール 
サーモン、ツナマヨ＆きゅうり、テリヤキチキン、
カリフォルニアロール　各$3) 

パン　 

クリームパン、メロンパン、アンパン　各$3.5 

かき氷　$3～ 

＊日本語マラソンの賞品チケットは食べ物にはご利用できません。

ホール仕様上の注意

★ホールのトイレは使用禁止です。通常どおり、
幼児部クラス近くのトイレをご使用下さい。

★小さなお子様連れのご家族には、出入りがし
やすいよう出入り口近くにお子様連れ専用
の席を設けています。そちらをご利用下さ
い。 

★小さなお子さまが走り回ったり、ホール内の
設備に触れたりしないようご注意をお願い
いたします。 

★ホール内での飲食はご遠慮下さい。お子さま
へのおやつも固くお断りいたします。 

★この時間は学校携帯での対応はしておりませ
ん。ご家族のなかで出入りをする可能性が
ある方には、各家庭で事前によくご説明さ
れるようお願いいたします。 

ゲートについて

終了後の片付け、清掃、またゴミの持ち帰りのご協
力を、よろ しくお願いいたします。  

2017年度　NSW日本語補習校 

お楽しみ会 
プログラム 

✦ 出入りをされる方は、必ずゲートのバーを下
げてください。 

✦ お楽しみ会開催中の10時から11時半までの
間（卒業式、修了式を含む）、ゲートは閉め
ておりますが、施錠はされておりません。こ
れはルイシャム校校長の許可を得て、この日
に限り行われます。

1. 演目



For Parents 
Please note the following to 

ensure the day runs smoothly.  

Date    9 December (Sat)  
　　     Students arrive at school by 9:30 
            Doors open 9:45　Start 10:00 
Place  Lewisham Public School Hall 

2. Graduation 

3. End of Year 
Assembly 

*The scheduled time and/or performance sequence 
may be subject to change.  

Kodama Hi Ho

Hayabusa Do-Re-Mi　Kira Kira Killer

Tsunami Rock Soranbushi

Hikari Hikari Class And Daruma-San

Komachi Drama Omusubi Kororin

Hayate Traditional Japanese Play

Yamabiko How To Make Yamabiko Class

Toki Learning From Experiences For 
Future Path Ways

Tanigawa Quiz Show

Activities 

Shooting games, Super Balls, Ball Darts、
Yo-Yo Picking（50c each),   Gold Fish 
Scooping, Gem Scooping（$1 each)  

Food Stall　 

Sushi Rolls 
Salmon, Tuna & Mayo & Cucumber, Teriyaki 
Chicken, California Roll ($3 each) 

Bread　 
Custard, Melon, Red Bean ($3.5 each) 

Shaved Ice　$3～ 

* Tickets given for Japanese Readathon awards 
cannot be redeemed for food.  

✦ Please use the toilet located near the 
kindy classrooms.  

✦ The seats near the exit are reserved 
for families with young children.  

✦ Please do not let children play in the 
hall or touch any equipment.  

✦ No food and drinks are allowed in the 
hall. If your child needs to eat, please 
do so outside.  

✦ Please help tidy the hall after the 
event.  

The Gate

✴ During performances, the gate will 
remain closed but not locked.  

✴ Please make sure to close the gate 
and secure the bar afterwards. 

Thank you for your cooperation.  

Thank you for cleaning up and taking the rubbish 
home after the event!  

2017      NSW Japanese School 

End of Year School 
Performance 

Summer Festival

Time:  Starts from approx. 12pm (depending   
on performance schedule) for 1 hour 
Place:   Around Gazebo  

Use of the Hall

1. Performance


