
運動会のお知らせ(英語）
う ん ど う か い し え い ご

( )About the Undokai Sports Event

保護者の皆様におかれましては，ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃
ほ ご しや みな さま けんしよう よろこ もう あ ひ ごろ

から，本校の教育活動へのご理解とご支援をありがとうございます。さて，下記のとお
ほん こう きよういく かつ どう り かい し えん か き

り９月２４日（日）に運動会を開催いたします。
がつ にち にち うん どう かい かい さい

We want to thank in advance your colaboration and support for school activites. According
to our schedule, the Undokai (Sports event) will be held on September 24th. We know how
busy you are but we would like the parents come to our school.

１ 日時 平成２９年 ９月 ２４日（日） ９時～
にち じ へい せい ねん がつ にち にち じ

（雨天の場合 ９月 ２６日（火） ９時～）
う てん ば あい がつ にち か じ

September 24th (Sunday) from 9:00 amDate
If it rains then it will be postponed to the next, September 26th from 9:00 am.※

２ 場所 岩倉南 小学校 運動場
ば しよ いわ くらみなみしようがつ こう うん どうじよう

Ground of Iwakura Minami Elementary SchoolPlace

① ２４日は弁当が必要です。給 食はありません。
にち べん とう ひつ よう きゆうしよく

.It will not have school lunch on September 24th
② ２６日は給 食です。

にち きゆうしよく

.It will have school lunch on September 26th
， 。③ 子どもと一緒に昼 食をとるので 保護者の方がお弁当を持ってきてください

こ いつ しよ ちゆうしよく ほ ご しや かた べん とう も

.Parents bring lunch to eat with your child at school

３ 注意事項
ちゆう い じ こう

Attention matter

① 駐車場がないため，徒歩か自転車で学校へ来てください。
ちゆうしやじよう と ほ じ てん しや がつ こう き

As there is not enough parking lot, please come walking or by bike.
② ２４日に雨が降りそうな 場合は，通常の学習用具と運動会の用意が必要です。

にち あめ ふ ば あい つうじよう がくしゆうよう ぐ うん どう かい よう い ひつ よう

When it seems to rain on September 24th , Student brings a normal learning tool
.and a preparation undokai both

③ ２５日（月）は，学校は休みです。
にち げつ がつ こう やす

We have no class (holiday) on September 25th (Monday).


