
Happy  Ha l lowe e n

Shiminkatsudou Centre
Wednesday, October 31st

7-9pm

It’s a festival! On Halloween night, you can enjoy many things. 
Trick-or-treat to get candy, face painting, apple bobbing, games, 
making sweets and more! Meet international staff  and people 
who have travelled all over the world. Come enjoy! 

In case of  rain, the event will be cancelled. 

Children in elementary school should be 
accompanied by parents.

Must wear a costume or 
mask!

Bring a camera to 
capture memories!

Be friendly and smile!



Happy  Ha l lowe e n

市民活センター
Wednesday, October 31st

7-9pm

ハロウィンの時期がやってきました！
ハロウィンの夜はいろんなことを楽しめるんです。たとえば、Trick 
or Treatと言ってお菓子をもらったり・顔にペイントしてもらった
り・りんごかじりゲームしたり・お菓子を作ったり・・・
外国人の人としゃべったり、いろんなところへ行ったことのある人
たちと一緒に会っていろんな話を聞かせてもらおう！自由に参加し
てね！

雨天の場合、ハロウィンイベントはキャンセルさせていただ
きます。

小学生はご両親と同伴でお越しください。

参加するならば、仮面をか
ぶったり・仮装したりして

ね！

カメラは忘れずに！

仲良く笑顔で参加しましょ
う！



Happy  Ha l lowe e n

市民活
センター





Happy  Ha l lowe e n

Teachers: Your Help is Really Appreciated!

It’s a fun festival! On Halloween night, students from 
Kusunoki Sho, Okabe Sho and Nishi Chuu are invited to enjoy 
many activities. They can trick-or-treat to get candy, do face 
painting, apple bobbing, and play games! To participate, they 
are required to wear costumes to show their creativity and 
self expression. 

The festival is hosted by local residents and international 
staff. Our goal is to help kids have fun and use their 
imaginations, as well as promote bonds in the community. 
We want to encourage a big smile on every face and many 
happy memories.

We want to create the best experience we can for the kids. 
Therefore, any help you can give is greatly appreciated and 
will help us give more to the kids. Donations of money or 
goods are great. We can always use more outdoor 
decorations. If you’d like to come help out, we’d love to have 
you. You just need a costume/mask and a smile. 

Donations can be delivered to Timothy Baril at any of the 
above schools.

Event Date: Wednesday, October 31st
Event Place:　市民活センター

Contact: (enter here)
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ご協力いただけることに感謝いたします！ ハロウィンはとっても楽しいお祭りで
す。今年が初めての開催になりますが、Kusunoki小学校・Okabe小学校・西中学

校の子供たちをハロウィンの夜にいろんなアクティビティに参加してもらえるよう
に招待しています。

魔法の言葉でお菓子をもらったり、フェイスペイントしてもらったり、ゲームを
したり、お菓子を作ったりと様々なアクティビティをご用意しております。参加す

るには何かしら仮装をしてもらい、子供たちの創造性や本人の個性の主張を引き
出すものに繋がります。
このお祭りは近所の方々や英語の先生方などが個人的に開催するものです。

開催するテーマとしてはもちろん子供たちに楽しんで参加してもらうこと・自分の
想像力を活かすことと共にご近所とのつながりをさらに強くするものです。

最近子供たちが襲われたり・いじめられたりする事件がとても多いのが気になり
ませんか？このようなイベントを通して是非子供たちにいろんなことを共に学ば
せ、絆強くしていきましょう！

そして私達がこのような機会を与えることでいじめをなくし、ポジティブな気持
ちを向上させ、こんな事件が減るように助け合っていきましょう！

私達はどの子供たちにも笑顔が絶えず、楽しい思い出を作ってほしいだけなんで
す。

私達は子供たちの一番の思いで作りに貢献したく、ご家族の方々からのご支援を
いただくことができれば大変幸いです。このお祭りに必要なグッズ・お菓子・寄付

金等をいただけるのであれば大きな援助となります。
もしご家族の方も子供たちを見守る半分、ボランティアで手伝っていただけるの
であれば是非ご参加ください。（笑顔とイベントらしい服装でお越しください）

必要なグッズ・お菓子・寄付金等のあて先はTimothy Barilの住所宛

もしくは上記小学校・中学校でも承りますのでご相談があれば是非一言お声を掛
けていただければ幸いです。

Event Date: Wednesday, October 31st
Event Place:　市民活センター

Contact: (enter here)

Teachers: Your Help is Really Appreciated!


