
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

天候不順で

 

 

競技№６

☆内容：玉入れ

☆

 

競技№９

☆内容：「こども園にあつまれ、よ～いドン！」

☆

卒園児・未就園児の保護者の方へ

日
会

  受

 ・動きやすい服装、履きなれた靴を履いてお越し下さい

 ・会場は

各自で行って下さい。

 ・競技に参加される方は

 ・安全

天候不順で

競技№６

☆内容：玉入れ

☆競技№４「年少

競技№９

☆内容：「こども園にあつまれ、よ～いドン！」

☆競技

卒園児・未就園児の保護者の方へ

日 
会 
   

受 
◎

動きやすい服装、履きなれた靴を履いてお越し下さい

会場は

各自で行って下さい。

競技に参加される方は

安全の為、必ずお子様と一緒に行動して下さい。

雨天の場合は、卒園児・未就園児の競技は行いません。

天候不順で

競技№６ 

☆内容：玉入れ

競技№４「年少

競技№９ 

☆内容：「こども園にあつまれ、よ～いドン！」

競技№７「

卒園児・未就園児の保護者の方へ

 時：
 場：夢の島公園陸上競技場
   
 付：本部（テント下）
◎必ず受付を済ませ、リボンを受け取って下さい

動きやすい服装、履きなれた靴を履いてお越し下さい

会場はとても

各自で行って下さい。

競技に参加される方は

の為、必ずお子様と一緒に行動して下さい。

雨天の場合は、卒園児・未就園児の競技は行いません。

天候不順で

 卒園児プログラム

☆内容：玉入れ

競技№４「年少

 未就園児プログラム

☆内容：「こども園にあつまれ、よ～いドン！」

№７「年少

 

卒園児・未就園児の保護者の方へ
♬

時：
場：夢の島公園陸上競技場

   
付：本部（テント下）
必ず受付を済ませ、リボンを受け取って下さい

動きやすい服装、履きなれた靴を履いてお越し下さい

とても

各自で行って下さい。

競技に参加される方は

の為、必ずお子様と一緒に行動して下さい。

雨天の場合は、卒園児・未就園児の競技は行いません。

天候不順で 10/14

卒園児プログラム

☆内容：玉入れ 

競技№４「年少表現」終了後、入場門にお集まりください（

未就園児プログラム

☆内容：「こども園にあつまれ、よ～いドン！」

年少かけっこ」終了後、入場門にお集まりください（

卒園児・未就園児の保護者の方へ
♬第７回運動会のお知らせ

時：2017
場：夢の島公園陸上競技場

   （

付：本部（テント下）
必ず受付を済ませ、リボンを受け取って下さい

動きやすい服装、履きなれた靴を履いてお越し下さい

とても広く、日陰がありま

各自で行って下さい。

競技に参加される方は

の為、必ずお子様と一緒に行動して下さい。

雨天の場合は、卒園児・未就園児の競技は行いません。

10/14 に実施しない

卒園児プログラム

表現」終了後、入場門にお集まりください（

未就園児プログラム

☆内容：「こども園にあつまれ、よ～いドン！」

かけっこ」終了後、入場門にお集まりください（

卒園児・未就園児の保護者の方へ
第７回運動会のお知らせ

2017
場：夢の島公園陸上競技場

（10

付：本部（テント下）
必ず受付を済ませ、リボンを受け取って下さい

動きやすい服装、履きなれた靴を履いてお越し下さい

広く、日陰がありま

各自で行って下さい。

競技に参加される方は

の為、必ずお子様と一緒に行動して下さい。

雨天の場合は、卒園児・未就園児の競技は行いません。

に実施しない

しののめＹＭＣＡこども園

卒園児プログラム

表現」終了後、入場門にお集まりください（

未就園児プログラム

☆内容：「こども園にあつまれ、よ～いドン！」

かけっこ」終了後、入場門にお集まりください（

卒園児・未就園児の保護者の方へ
第７回運動会のお知らせ

2017 年
場：夢の島公園陸上競技場

10 時開始、

付：本部（テント下）
必ず受付を済ませ、リボンを受け取って下さい

動きやすい服装、履きなれた靴を履いてお越し下さい

広く、日陰がありま

各自で行って下さい。 

競技に参加される方は必ずトイレを済ませてから

の為、必ずお子様と一緒に行動して下さい。

雨天の場合は、卒園児・未就園児の競技は行いません。

に実施しない

しののめＹＭＣＡこども園

TEL

卒園児プログラム 

表現」終了後、入場門にお集まりください（

未就園児プログラム

☆内容：「こども園にあつまれ、よ～いドン！」

かけっこ」終了後、入場門にお集まりください（

卒園児・未就園児の保護者の方へ
第７回運動会のお知らせ

年 10
場：夢の島公園陸上競技場

時開始、

付：本部（テント下）
必ず受付を済ませ、リボンを受け取って下さい

動きやすい服装、履きなれた靴を履いてお越し下さい

広く、日陰がありま

必ずトイレを済ませてから

の為、必ずお子様と一緒に行動して下さい。

雨天の場合は、卒園児・未就園児の競技は行いません。

に実施しない

しののめＹＭＣＡこども園

TEL：

表現」終了後、入場門にお集まりください（

未就園児プログラム 

☆内容：「こども園にあつまれ、よ～いドン！」

かけっこ」終了後、入場門にお集まりください（

卒園児・未就園児の保護者の方へ
第７回運動会のお知らせ

10
場：夢の島公園陸上競技場

時開始、

付：本部（テント下）
必ず受付を済ませ、リボンを受け取って下さい

動きやすい服装、履きなれた靴を履いてお越し下さい

広く、日陰がありま

必ずトイレを済ませてから

の為、必ずお子様と一緒に行動して下さい。

雨天の場合は、卒園児・未就園児の競技は行いません。

に実施しない場合

しののめＹＭＣＡこども園

：03-5547

表現」終了後、入場門にお集まりください（

☆内容：「こども園にあつまれ、よ～いドン！」

かけっこ」終了後、入場門にお集まりください（

卒園児・未就園児の保護者の方へ
第７回運動会のお知らせ

10 月
場：夢の島公園陸上競技場

時開始、14

付：本部（テント下）
必ず受付を済ませ、リボンを受け取って下さい

 

動きやすい服装、履きなれた靴を履いてお越し下さい

広く、日陰がありません

必ずトイレを済ませてから

の為、必ずお子様と一緒に行動して下さい。

 

雨天の場合は、卒園児・未就園児の競技は行いません。

場合

しののめＹＭＣＡこども園

5547

 

表現」終了後、入場門にお集まりください（

☆内容：「こども園にあつまれ、よ～いドン！」

かけっこ」終了後、入場門にお集まりください（

卒園児・未就園児の保護者の方へ
第７回運動会のお知らせ

月 14
場：夢の島公園陸上競技場

14 時

付：本部（テント下）
必ず受付を済ませ、リボンを受け取って下さい

動きやすい服装、履きなれた靴を履いてお越し下さい

せん。

必ずトイレを済ませてから

の為、必ずお子様と一緒に行動して下さい。

雨天の場合は、卒園児・未就園児の競技は行いません。

場合は、当日ＨＰ

しののめＹＭＣＡこども園

5547-5388

表現」終了後、入場門にお集まりください（

☆内容：「こども園にあつまれ、よ～いドン！」 

かけっこ」終了後、入場門にお集まりください（

卒園児・未就園児の保護者の方へ
第７回運動会のお知らせ

14 日
場：夢の島公園陸上競技場

時 45 分終了予定）

付：本部（テント下）
必ず受付を済ませ、リボンを受け取って下さい

動きやすい服装、履きなれた靴を履いてお越し下さい

。水分補給など

必ずトイレを済ませてから

の為、必ずお子様と一緒に行動して下さい。

雨天の場合は、卒園児・未就園児の競技は行いません。

、当日ＨＰ

しののめＹＭＣＡこども園

5388 

表現」終了後、入場門にお集まりください（

 

かけっこ」終了後、入場門にお集まりください（

卒園児・未就園児の保護者の方へ
第７回運動会のお知らせ

日(土
場：夢の島公園陸上競技場

分終了予定）

付：本部（テント下） 
必ず受付を済ませ、リボンを受け取って下さい

動きやすい服装、履きなれた靴を履いてお越し下さい

水分補給など

必ずトイレを済ませてから

の為、必ずお子様と一緒に行動して下さい。

雨天の場合は、卒園児・未就園児の競技は行いません。

、当日ＨＰ

しののめＹＭＣＡこども園     

表現」終了後、入場門にお集まりください（

かけっこ」終了後、入場門にお集まりください（

卒園児・未就園児の保護者の方へ
第７回運動会のお知らせ

土)
場：夢の島公園陸上競技場

分終了予定）

必ず受付を済ませ、リボンを受け取って下さい

動きやすい服装、履きなれた靴を履いてお越し下さい

水分補給など

必ずトイレを済ませてからお集まり下さ

の為、必ずお子様と一緒に行動して下さい。 

雨天の場合は、卒園児・未就園児の競技は行いません。

、当日ＨＰに掲載します。

     

表現」終了後、入場門にお集まりください（

かけっこ」終了後、入場門にお集まりください（

卒園児・未就園児の保護者の方へ
第７回運動会のお知らせ♬

) 
場：夢の島公園陸上競技場（次頁

分終了予定）

必ず受付を済ませ、リボンを受け取って下さい

動きやすい服装、履きなれた靴を履いてお越し下さい。

水分補給など暑さ対策を

お集まり下さ

雨天の場合は、卒園児・未就園児の競技は行いません。

に掲載します。

     

表現」終了後、入場門にお集まりください（10

かけっこ」終了後、入場門にお集まりください（

卒園児・未就園児の保護者の方へ
♬ 

次頁

分終了予定）

必ず受付を済ませ、リボンを受け取って下さい。

。 

暑さ対策を

お集まり下さ

雨天の場合は、卒園児・未就園児の競技は行いません。

に掲載します。

      

10 時 45

かけっこ」終了後、入場門にお集まりください（11 時

 

卒園児・未就園児の保護者の方へ

次頁参照）

分終了予定） 

。 

暑さ対策を

お集まり下さい。

雨天の場合は、卒園児・未就園児の競技は行いません。 

に掲載します。

45 分頃）

時 30

卒園児・未就園児の保護者の方へ

参照）

暑さ対策を 

い。 

 

に掲載します。

分頃） 

30 分頃）

卒園児・未就園児の保護者の方へ

参照） 

 

に掲載します。 

分頃） 

卒園児・未就園児の保護者の方へ 

  



＜夢の島公園陸上競技場へのアクセス＞ 

 所在地：江東区夢の島一、二丁目 

 交通機関： 

 東京メトロ有楽町線・JR 京葉線・りんかい線「新木場」下車 徒歩 7 分 

 東京メトロ東西線「東陽町」から都バス（東陽町-新木場、東陽町-若洲

海浜公園）「夢の島」下車 

 高速湾岸線「新木場インター」より 5 分 

 駐車場（有料）   

 


