
 

 

 

 

れました。れました。れました。れました。

パラつく中朝８時から設営にパラつく中朝８時から設営にパラつく中朝８時から設営にパラつく中朝８時から設営に

に取り掛かり瞬く間に設営完了しました。に取り掛かり瞬く間に設営完了しました。に取り掛かり瞬く間に設営完了しました。に取り掛かり瞬く間に設営完了しました。

 

 

 

 

２０１３年８月３日２０１３年８月３日２０１３年８月３日２０１３年８月３日

当日の天気も申し分無く、児童保護者合わせて４００名を超える参加者がありました。当日の天気も申し分無く、児童保護者合わせて４００名を超える参加者がありました。当日の天気も申し分無く、児童保護者合わせて４００名を超える参加者がありました。当日の天気も申し分無く、児童保護者合わせて４００名を超える参加者がありました。

各学年各学年各学年各学年のののの

「やよい会」「やよい会」「やよい会」「やよい会」

ルーム・体育施設開放もルーム・体育施設開放もルーム・体育施設開放もルーム・体育施設開放も

  

 

 

 

 

 

 

 

ほんの一ほんの一ほんの一ほんの一

大きいタイプに変更等大きいタイプに変更等大きいタイプに変更等大きいタイプに変更等

 子どもたちの楽しそうな笑顔は準備運営していただいた皆様への感謝の形だと思います。子どもたちの楽しそうな笑顔は準備運営していただいた皆様への感謝の形だと思います。子どもたちの楽しそうな笑顔は準備運営していただいた皆様への感謝の形だと思います。子どもたちの楽しそうな笑顔は準備運営していただいた皆様への感謝の形だと思います。

 今後も子ども今後も子ども今後も子ども今後も子ども

はははは、、、、積極的に積極的に積極的に積極的に

最後になりましたが、ご協力いただきました最後になりましたが、ご協力いただきました最後になりましたが、ご協力いただきました最後になりましたが、ご協力いただきました

この「模擬店この「模擬店この「模擬店この「模擬店

この数年でこの数年でこの数年でこの数年で

ているようでているようでているようでているようで

た。た。た。た。 

定番となった行事ではありますが、全て例年通定番となった行事ではありますが、全て例年通定番となった行事ではありますが、全て例年通定番となった行事ではありますが、全て例年通

りでうまく行くわけではなく、また過去の反省なりでうまく行くわけではなく、また過去の反省なりでうまく行くわけではなく、また過去の反省なりでうまく行くわけではなく、また過去の反省な

ども踏まえて、準備運営していただいた皆様のども踏まえて、準備運営していただいた皆様のども踏まえて、準備運営していただいた皆様のども踏まえて、準備運営していただいた皆様の

工夫と努力によって成り立っています。工夫と努力によって成り立っています。工夫と努力によって成り立っています。工夫と努力によって成り立っています。

恒例の加美東盆踊り大会は恒例の加美東盆踊り大会は恒例の加美東盆踊り大会は恒例の加美東盆踊り大会は

れました。れました。れました。れました。 

その週は連日雨が降りしきり、当日も朝から小雨がその週は連日雨が降りしきり、当日も朝から小雨がその週は連日雨が降りしきり、当日も朝から小雨がその週は連日雨が降りしきり、当日も朝から小雨が

パラつく中朝８時から設営にパラつく中朝８時から設営にパラつく中朝８時から設営にパラつく中朝８時から設営に

に取り掛かり瞬く間に設営完了しました。に取り掛かり瞬く間に設営完了しました。に取り掛かり瞬く間に設営完了しました。に取り掛かり瞬く間に設営完了しました。

 

 

２０１３年８月３日２０１３年８月３日２０１３年８月３日２０１３年８月３日

当日の天気も申し分無く、児童保護者合わせて４００名を超える参加者がありました。当日の天気も申し分無く、児童保護者合わせて４００名を超える参加者がありました。当日の天気も申し分無く、児童保護者合わせて４００名を超える参加者がありました。当日の天気も申し分無く、児童保護者合わせて４００名を超える参加者がありました。

のののの PTA によるゲーム、クジ引きなどの模擬店、教職員によるによるゲーム、クジ引きなどの模擬店、教職員によるによるゲーム、クジ引きなどの模擬店、教職員によるによるゲーム、クジ引きなどの模擬店、教職員による

「やよい会」「やよい会」「やよい会」「やよい会」の全面協力による食品ブースや、今の全面協力による食品ブースや、今の全面協力による食品ブースや、今の全面協力による食品ブースや、今

ルーム・体育施設開放もルーム・体育施設開放もルーム・体育施設開放もルーム・体育施設開放も

ほんの一ほんの一ほんの一ほんの一例ですが、景品の仕入単価の上昇を種類でカバーしたり例ですが、景品の仕入単価の上昇を種類でカバーしたり例ですが、景品の仕入単価の上昇を種類でカバーしたり例ですが、景品の仕入単価の上昇を種類でカバーしたり

大きいタイプに変更等大きいタイプに変更等大きいタイプに変更等大きいタイプに変更等

子どもたちの楽しそうな笑顔は準備運営していただいた皆様への感謝の形だと思います。子どもたちの楽しそうな笑顔は準備運営していただいた皆様への感謝の形だと思います。子どもたちの楽しそうな笑顔は準備運営していただいた皆様への感謝の形だと思います。子どもたちの楽しそうな笑顔は準備運営していただいた皆様への感謝の形だと思います。

今後も子ども今後も子ども今後も子ども今後も子どもたちの笑顔を少しでも多く見られるような行事たちの笑顔を少しでも多く見られるような行事たちの笑顔を少しでも多く見られるような行事たちの笑顔を少しでも多く見られるような行事

積極的に積極的に積極的に積極的に協力していきたいと思います。協力していきたいと思います。協力していきたいと思います。協力していきたいと思います。

最後になりましたが、ご協力いただきました最後になりましたが、ご協力いただきました最後になりましたが、ご協力いただきました最後になりましたが、ご協力いただきました

この「模擬店この「模擬店この「模擬店この「模擬店形式」のサマーフェスティバルも形式」のサマーフェスティバルも形式」のサマーフェスティバルも形式」のサマーフェスティバルも

この数年でこの数年でこの数年でこの数年で定番となり、子どもたちも楽しみにし定番となり、子どもたちも楽しみにし定番となり、子どもたちも楽しみにし定番となり、子どもたちも楽しみにし

ているようでているようでているようでているようで、とても大勢が、とても大勢が、とても大勢が、とても大勢が

定番となった行事ではありますが、全て例年通定番となった行事ではありますが、全て例年通定番となった行事ではありますが、全て例年通定番となった行事ではありますが、全て例年通

りでうまく行くわけではなく、また過去の反省なりでうまく行くわけではなく、また過去の反省なりでうまく行くわけではなく、また過去の反省なりでうまく行くわけではなく、また過去の反省な

ども踏まえて、準備運営していただいた皆様のども踏まえて、準備運営していただいた皆様のども踏まえて、準備運営していただいた皆様のども踏まえて、準備運営していただいた皆様の

工夫と努力によって成り立っています。工夫と努力によって成り立っています。工夫と努力によって成り立っています。工夫と努力によって成り立っています。

恒例の加美東盆踊り大会は恒例の加美東盆踊り大会は恒例の加美東盆踊り大会は恒例の加美東盆踊り大会は

 

その週は連日雨が降りしきり、当日も朝から小雨がその週は連日雨が降りしきり、当日も朝から小雨がその週は連日雨が降りしきり、当日も朝から小雨がその週は連日雨が降りしきり、当日も朝から小雨が

パラつく中朝８時から設営にパラつく中朝８時から設営にパラつく中朝８時から設営にパラつく中朝８時から設営に

に取り掛かり瞬く間に設営完了しました。に取り掛かり瞬く間に設営完了しました。に取り掛かり瞬く間に設営完了しました。に取り掛かり瞬く間に設営完了しました。

  

２０１３年８月３日２０１３年８月３日２０１３年８月３日２０１３年８月３日加美東小学校にて加美東小学校にて加美東小学校にて加美東小学校にて

当日の天気も申し分無く、児童保護者合わせて４００名を超える参加者がありました。当日の天気も申し分無く、児童保護者合わせて４００名を超える参加者がありました。当日の天気も申し分無く、児童保護者合わせて４００名を超える参加者がありました。当日の天気も申し分無く、児童保護者合わせて４００名を超える参加者がありました。

によるゲーム、クジ引きなどの模擬店、教職員によるによるゲーム、クジ引きなどの模擬店、教職員によるによるゲーム、クジ引きなどの模擬店、教職員によるによるゲーム、クジ引きなどの模擬店、教職員による

の全面協力による食品ブースや、今の全面協力による食品ブースや、今の全面協力による食品ブースや、今の全面協力による食品ブースや、今

ルーム・体育施設開放もルーム・体育施設開放もルーム・体育施設開放もルーム・体育施設開放も、輪投げ、輪投げ、輪投げ、輪投げ

例ですが、景品の仕入単価の上昇を種類でカバーしたり例ですが、景品の仕入単価の上昇を種類でカバーしたり例ですが、景品の仕入単価の上昇を種類でカバーしたり例ですが、景品の仕入単価の上昇を種類でカバーしたり

大きいタイプに変更等大きいタイプに変更等大きいタイプに変更等大きいタイプに変更等、、、、またまたまたまた私物を地域私物を地域私物を地域私物を地域

子どもたちの楽しそうな笑顔は準備運営していただいた皆様への感謝の形だと思います。子どもたちの楽しそうな笑顔は準備運営していただいた皆様への感謝の形だと思います。子どもたちの楽しそうな笑顔は準備運営していただいた皆様への感謝の形だと思います。子どもたちの楽しそうな笑顔は準備運営していただいた皆様への感謝の形だと思います。

たちの笑顔を少しでも多く見られるような行事たちの笑顔を少しでも多く見られるような行事たちの笑顔を少しでも多く見られるような行事たちの笑顔を少しでも多く見られるような行事

協力していきたいと思います。協力していきたいと思います。協力していきたいと思います。協力していきたいと思います。

最後になりましたが、ご協力いただきました最後になりましたが、ご協力いただきました最後になりましたが、ご協力いただきました最後になりましたが、ご協力いただきました

形式」のサマーフェスティバルも形式」のサマーフェスティバルも形式」のサマーフェスティバルも形式」のサマーフェスティバルも

定番となり、子どもたちも楽しみにし定番となり、子どもたちも楽しみにし定番となり、子どもたちも楽しみにし定番となり、子どもたちも楽しみにし

、とても大勢が、とても大勢が、とても大勢が、とても大勢が参加をしてくれまし参加をしてくれまし参加をしてくれまし参加をしてくれまし

定番となった行事ではありますが、全て例年通定番となった行事ではありますが、全て例年通定番となった行事ではありますが、全て例年通定番となった行事ではありますが、全て例年通

りでうまく行くわけではなく、また過去の反省なりでうまく行くわけではなく、また過去の反省なりでうまく行くわけではなく、また過去の反省なりでうまく行くわけではなく、また過去の反省な

ども踏まえて、準備運営していただいた皆様のども踏まえて、準備運営していただいた皆様のども踏まえて、準備運営していただいた皆様のども踏まえて、準備運営していただいた皆様の

工夫と努力によって成り立っています。工夫と努力によって成り立っています。工夫と努力によって成り立っています。工夫と努力によって成り立っています。

恒例の加美東盆踊り大会は恒例の加美東盆踊り大会は恒例の加美東盆踊り大会は恒例の加美東盆踊り大会は、、、、去る去る去る去る

その週は連日雨が降りしきり、当日も朝から小雨がその週は連日雨が降りしきり、当日も朝から小雨がその週は連日雨が降りしきり、当日も朝から小雨がその週は連日雨が降りしきり、当日も朝から小雨が

パラつく中朝８時から設営にパラつく中朝８時から設営にパラつく中朝８時から設営にパラつく中朝８時から設営に 50名余りの従事者が一斉名余りの従事者が一斉名余りの従事者が一斉名余りの従事者が一斉

に取り掛かり瞬く間に設営完了しました。に取り掛かり瞬く間に設営完了しました。に取り掛かり瞬く間に設営完了しました。に取り掛かり瞬く間に設営完了しました。

加美東小学校にて加美東小学校にて加美東小学校にて加美東小学校にて、、、、PTA

当日の天気も申し分無く、児童保護者合わせて４００名を超える参加者がありました。当日の天気も申し分無く、児童保護者合わせて４００名を超える参加者がありました。当日の天気も申し分無く、児童保護者合わせて４００名を超える参加者がありました。当日の天気も申し分無く、児童保護者合わせて４００名を超える参加者がありました。

によるゲーム、クジ引きなどの模擬店、教職員によるによるゲーム、クジ引きなどの模擬店、教職員によるによるゲーム、クジ引きなどの模擬店、教職員によるによるゲーム、クジ引きなどの模擬店、教職員による

の全面協力による食品ブースや、今の全面協力による食品ブースや、今の全面協力による食品ブースや、今の全面協力による食品ブースや、今

、輪投げ、輪投げ、輪投げ、輪投げと水槽コイン落としのブースを出店と水槽コイン落としのブースを出店と水槽コイン落としのブースを出店と水槽コイン落としのブースを出店

例ですが、景品の仕入単価の上昇を種類でカバーしたり例ですが、景品の仕入単価の上昇を種類でカバーしたり例ですが、景品の仕入単価の上昇を種類でカバーしたり例ですが、景品の仕入単価の上昇を種類でカバーしたり

私物を地域私物を地域私物を地域私物を地域の方々などの方々などの方々などの方々など

子どもたちの楽しそうな笑顔は準備運営していただいた皆様への感謝の形だと思います。子どもたちの楽しそうな笑顔は準備運営していただいた皆様への感謝の形だと思います。子どもたちの楽しそうな笑顔は準備運営していただいた皆様への感謝の形だと思います。子どもたちの楽しそうな笑顔は準備運営していただいた皆様への感謝の形だと思います。

たちの笑顔を少しでも多く見られるような行事たちの笑顔を少しでも多く見られるような行事たちの笑顔を少しでも多く見られるような行事たちの笑顔を少しでも多く見られるような行事

協力していきたいと思います。協力していきたいと思います。協力していきたいと思います。協力していきたいと思います。

最後になりましたが、ご協力いただきました最後になりましたが、ご協力いただきました最後になりましたが、ご協力いただきました最後になりましたが、ご協力いただきました

形式」のサマーフェスティバルも形式」のサマーフェスティバルも形式」のサマーフェスティバルも形式」のサマーフェスティバルも

定番となり、子どもたちも楽しみにし定番となり、子どもたちも楽しみにし定番となり、子どもたちも楽しみにし定番となり、子どもたちも楽しみにし

参加をしてくれまし参加をしてくれまし参加をしてくれまし参加をしてくれまし

定番となった行事ではありますが、全て例年通定番となった行事ではありますが、全て例年通定番となった行事ではありますが、全て例年通定番となった行事ではありますが、全て例年通

りでうまく行くわけではなく、また過去の反省なりでうまく行くわけではなく、また過去の反省なりでうまく行くわけではなく、また過去の反省なりでうまく行くわけではなく、また過去の反省な

ども踏まえて、準備運営していただいた皆様のども踏まえて、準備運営していただいた皆様のども踏まえて、準備運営していただいた皆様のども踏まえて、準備運営していただいた皆様の

工夫と努力によって成り立っています。工夫と努力によって成り立っています。工夫と努力によって成り立っています。工夫と努力によって成り立っています。 

去る去る去る去る 8 月月月月 24 日に挙行さ日に挙行さ日に挙行さ日に挙行さ

その週は連日雨が降りしきり、当日も朝から小雨がその週は連日雨が降りしきり、当日も朝から小雨がその週は連日雨が降りしきり、当日も朝から小雨がその週は連日雨が降りしきり、当日も朝から小雨が

名余りの従事者が一斉名余りの従事者が一斉名余りの従事者が一斉名余りの従事者が一斉

に取り掛かり瞬く間に設営完了しました。に取り掛かり瞬く間に設営完了しました。に取り掛かり瞬く間に設営完了しました。に取り掛かり瞬く間に設営完了しました。 

PTA 主催の主催の主催の主催の

当日の天気も申し分無く、児童保護者合わせて４００名を超える参加者がありました。当日の天気も申し分無く、児童保護者合わせて４００名を超える参加者がありました。当日の天気も申し分無く、児童保護者合わせて４００名を超える参加者がありました。当日の天気も申し分無く、児童保護者合わせて４００名を超える参加者がありました。

によるゲーム、クジ引きなどの模擬店、教職員によるによるゲーム、クジ引きなどの模擬店、教職員によるによるゲーム、クジ引きなどの模擬店、教職員によるによるゲーム、クジ引きなどの模擬店、教職員による

の全面協力による食品ブースや、今の全面協力による食品ブースや、今の全面協力による食品ブースや、今の全面協力による食品ブースや、今年度は、『年度は、『年度は、『年度は、『
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