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急に寒くなりました。広州にもいよいよ冬が近づきましたね。それでもやっぱり広州の気候は
　気分屋さんなので急にまた暖かくなったりします。体調を崩さないように気を付けましょう！
11 月は幼稚園の大きなイベントの運動会がありました！今回は、その様子をお伝え致します！

オイスカ広州日本語幼稚園便り

お友達と協力して
逆上がりできたよ！

 お父さん、お母さんと一緒にオイスカ
  ∞（エイト）！！力を合わせて頑張り
  ペンギンチームは見事優勝！やったね♪

さあ！アンカー頑
張れ！

今年の年中組の注目の競技はパラバル
ーン！！皆で協力して大きなバルーン
を作ったり、全員が前転したりと沢山
の技に挑戦しました。また、かけっこ
や障害物走も一生懸命に走る姿はかっ
こよかったです！

オイスカ幼稚園で、初めての運動会を迎える子
が殆どだった年少組さんは、何日も前から楽し
みにしていました！かけっこでは大きな声でお
返事したり、手作りのゼッケンを付けて障害物
を乗り越えたり、可愛いダンスを披露したりと、
沢山の事に挑戦 !! 来年の運動会も楽しみだね☆

今年のテーマは「仲間」楽しい時、悲し
い時、嬉しい時、辛い時いつでも、側に
いる「仲間」と 1 つのものを作り上げる
ために、運動会を目標に頑張ってきた年
長組。ソーラン節、組体操、障害物走、
色別対抗リレー等、様々な競技を通じて
仲間の絆を深めました。

おうえん
ありがとうございました！

2017年広州日本人新年会のお知らせ

広州日本商工会　在広州日本国総領事館共催による、毎年恒例の「広州日本人新年会」を

実施します。縁日・食事・ラッキードローなど、楽しい内容盛りだくさんで開催します。

是非ご参加ください！

日   時： 2017 年 1 月 14 日（土）
場   所： ホテル・ニッコー広州　　１階大宴会場
主   催： 在広州日本総領事館　　広州日本商工会
参加費： 大人：２００元　　子供（小学生）：１００元※小学生未満のお子さんは無料
参加資格：日本国籍を有する方
　　　　　 ※中国籍の方につきましては、広州日本商工会に会員登録をされている方はご参加いただけます。
　              （ただし、会員のご家族は 4 名様までご参加いただけます。ご友人のご参加はできません）
申込締切：2017 年 1 月 9 日（月）（先着順）
　　　　　 ※席に限りがありますので、定員（600 名）になり次第締め切らせていただきます。

筝・国画と舞踊のコラボパフォーマンス
抑揚ある古筝の音に合わせ中国伝統の舞踊をする
中、同じ壇上で「国画」を描く。中国伝統文化の
魅力を深く味わえます。

アイドルユニット S.I.N.G
中国版「AKB48」と呼ばれるガールズグループ。
賑やかな雰囲気で、よりよい一年をお迎えいたし
ましょう。

出し物募集
サークル会や飲み会仲間で、「新年会で PR した
い！」「パフォーマンスをしたい！」という希望
はありませんか？ご希望の方（団体）は、事務局
までご一報ください。個人（団体）の営利目的で
なければ OK です。

サポーター募集
当日お手伝いいただくサポーターも募集します。
事前に下記にご連絡いただくようお願いいたし
ます。

協賛品募集
ラッキードローの協賛品を募集します。新年の運
試しに相応しい商品を是非ご提供ください。

参加代表者氏名：                          （商工会会員の方は）社名：                       
参加者：大人　   　 　                     名      子供　   　    　          名     幼児　                        名
TEL：                   FAX：                       E-mail: 
送迎バス希望： 有 / 無　希望乗車地点：中信 / 珠江新城 / 花園酒店　出発時刻：各地 15:00 発 /16:30 発　
（ご参考）お住まいのマンション名：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                     　　　　　　　）
希望の項目に丸をお付け下さい。希望に添えるよう送迎バスの運行を調整する予定ですが、希望された送迎バスの乗
車を保証するものではないこと何卒ご了承お願い申し上げます。乗車案内は一月初旬にお送りいたします。

広州日本商工会　第 2 生活部

15:30~17:30　プレオープン（縁日・一般出し物）
17:30~20:00　宴会

出し物・協賛品・サポーターの応募およびお問合せ：広州日本商工会　Tel:020-8384-9971

返信　Fax:020-8384-9913 
         広州日本商工会　新年会事務局宛 E-mail:　shoko@nicchu.com
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2016 年広州日本人新年会のお知らせ
広州日本商工会　第 2 生活部

広州日本商工会在広州日本国総領事館共催による、毎年恒例の「広州日本人新年会」を

実施します。縁日・食事・ラッキードローなど、楽しい内容盛りだくさんで開催します。

是非ご参加ください！

日　時：2016 年 1 月 23 日（土）15:30 ～ 20:00　   15：30 ～ 17：30　プレ・オープン（縁日・一般参加出し物）
                                                             17：30 ～ 20：00　宴会
場　所：花園酒店 　1F 国際会議場
主　催：在広州日本国総領事館　広州日本商工会
参加費：大人 200 元 , 子供（小学生）100 元　※小学生未満のお子さんは無料
参加資格：日本国籍を有する方。
 　※中国籍の方については、広州日本商工会に会員登録されている方は可、ご家族は 4 名までとさせていた 
                  だき、ご友人の方は不可とさせていただきます。
申込締切：2015 年 1 月 11 日（月）（先着順）
    ※席に限りがありますので、定員（600 名）になり次第締め切らせていただきます。

返信 Fax:020-8384-9913　
広州日本商工会　新年会事務局宛 E-mail:shoko@nicchu.com

出し物・協賛品・サポーターの応募およびお問合せ：広州日本商工会　Tel：020 − 8384 − 9971

参加代表者氏名：　　　 　　　　　　（商工会会員の方は）社名：　　　  　　　　　　        

参加者：大人　　　　　　　 　名　子供　　　 　　　　　　名　幼児　　　　 　　　　　名

Tel：　　　　　　　　　Fax：　　　　　　　　　E-mail：                                                

中国伝統音楽コンサート
二胡の夏暁凡先生と中国伝統楽器の名手の
皆さんによる中国伝統音楽コンサートをお
楽しみ下さい。中国の伝統楽器が奏でる美
しい音色をご堪能いただき、新しい一年を
華やかにお祝いいたしましょう。

出し物募集
サークルや飲み会仲間で、「新年会でＰＲ
したい！」「パフォーマンスをしたい！」
という希望はありませんか？ご希望の方（団
体）は、事務局までご一報ください。個人（団
体）の営利目的でなければＯＫです！

協賛品募集
ラッキードローの協賛品を募集します。新
年の運試しに相応しい賞品を是非ご提供く
ださい！

サポーター募集
当日お手伝いいただくサポーターも募集し
ます。事前に下記にご連絡いただくようお
願いします。
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うんどうかい

年中組

年長・年中
障害物

年少組
年長組

親子競技

ジャンプして前回り♪

お手伝いのお姉さん
とっても優しいね❤

このスローガンは
みんなで考えました！

 みんなおそろいの 
ピカピカ金メダル☆ 

よく頑張ったね！ 
頑張ったぎゅ～！ 

大成功！

1 人で出来たよ！


