
ツーソン日本語補習校
tucson.nihongo.hosyuko@gmail.com

10 月吉日

ツーソンならびに近郊にお住まいの皆様

ツーソン日本語補習校第５回運動会開催のお知らせ

　
　今年もいよいよやってきました。ツーソン日本語補習校第５回運動会のお知らせです。ツーソン補習
校では毎年学校行事の一環として運動会を開催しております。この貴重な機会を多くの皆様に経験
していただけるよう、本イベントは在校生のみならずツーソンならびに近郊にお住まいの 0 才から 17
才までのお子様とご家族にも参加していただけます。　定番の綱引き、玉入れ、リレーを始め、保護者
競技、親子競技などご家族揃って楽しんでいただけるイベントですので、みなさん奮ってご参加下さい。
競技に参加されない方は、応援として一緒に運動会を盛り上げていただけると嬉しいです。
　競技の後は、お弁当を食べながらの交流会を行います。また休憩時間中にはお菓子、飲み物の販
売も行いますので、現金をご用意ください。
　つきましては以下の詳細ご覧ください。

記

日　 に　ち：　　2019 年 11 月 23 日土曜日　
時　　　間：　　8 時 45 分　　   受付開始
　　　　  　　　9 時～12 時半　競技
                　　　  12 時半～2 時   昼食交流会
場　　　所：　　International School of Tucson 校庭にて
　　　　  　　　1701 E Seneca St. Tucson, AZ 85719
参　加　費：　　無料
持　ち　物：　　 敷物、キャンピングチェア等、お弁当、日焼け止め、水筒、帽子、現金
申し込み先 ：　    https://forms.gle/GraMkiWxbiH6doyU7　　

参加希望の方は 10 月 19 日土曜日までにオンラインにて参加登録の手続きをしていただきますよ
うお願いいたします。チーム分けが決定しましたら、メールにてお知らせ致します。お子様は該当の
チームカラーの T シャツをご準備ください。運動会について質問等ある方は、日本語補習校の E メー
ル(tucson.nihongo.hosyuko@gmail.com)までお問い合わせください。

スタッフ一同多くの皆様に参加いただけることを願っております。

ツーソン日本語補習校
エスピノサ　みなみ
マックナイト　ひとみ
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Tucson Japanese Language School
tucson.nihongo.hosyuko@gmail.com

October 3rd, 2019

To: Tucson Community members

5th Annual Tucson Japanese Language School’s Sports Day

      We are excited to announce that the Tucson Japanese Language School is hosting its 5th Annual 
Sports Day in November. Sports Day is one of the biggest school events in Japan and we are providing 
this opportunity for our students, their families and Tucson community members to enjoy physical 
exercises and learn importance of team work.  
     This event is open to public and anyone who is 0 year old to 17 years old, and their families can 
participate. (Please note that all the instruction will be provided in Japanese.) There will be lots events a
whole family can enjoy such as tag-of-war, relay, obstacle course, parent-child events and more.   
     After the events, we will have lunch together to meet and connect with other families. Please join 
us! You are welcome just to join us cheer for the participants. The More than merrier! 
     See the details below and, submit online registration form by Saturday, October 19th  if you wish
to attend the event.

DATE           :     Saturday, November 23rd, 2019
TIME           :     8:45am ~                    Check-in 

                                       9:00am ~ 12:30pm     Events
                                      12:30pm ~ 2:00pm      Lunch Reception

LOCATION:     International School of Tucson Field
                          1701 E Seneca St, Tucson, AZ
FEE             :     FREE
Registration:        https://forms.gle/GraMkiWxbiH6doyU7
Please bring a blanket or chairs for seating, lunch, hat, sunscreen, water, and cash

     Your child is expected to wear team color shirts for this event. Please read any and all follow up 
emails from Tucson Japanese language School.
     We hope many of you can attend! Feel free to contact us at tucson.nihongho.hosyuko@gmail.com if
you have any questions. 

Tucson Japanese Language School
Minami Espinosa
Hitomi McKnight
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