会員限定イベント（Members Only）

ひ

こどもの日 イベント
が つ

に ち

ど

に ほ ん じ ん か い

4月27日(土)@ 日本人会
だい

ぶ

27th April (Sat) ＠Japan Club

かいじょう

第1部（Part 1）11：00～12：00 （開場 10：45）
こうえん

ふ よ う

◆さくらルーム （Sakura Room） おはなしひろば公演 ☆チケット不要☆
12:00～13:00 ◆ロアロビー（Lower Lobby）
だい

ぶ

め

Selling Lunch Box

かいかんない

あ

ラウンジにてお召し上がりいただけます。
あつ

◆ 会館内のスタンプを集めて、プレゼントをもらおう！
Collect Stamps, Get a gift! (For Kids)

だい

◆第1 ホール

GF

べ ん と う はんばい

お弁当販売

第2部（Part 2）13：00～17：00

Story telling in Japanese

(Hall)
13:00～14:30 サイエンスアクティビティー
Science Activities

14:40～14:55 サイエンスミニショー

◆カルチャールーム 1.2

(Culture 1.2)

13:00～17:00 アスタカ F.C. サッカーゲーム
しょうがくせいいかげんてい

ようちえんじだいかんげい

小学生以下限定 幼稚園児大歓迎！！

Football Game

Science Mini Shoｗ
あいきどう

◆カルチャールーム 3

15:00～15:25 合気道
も は ん え ん ぎ

たいけ ん

模範演技＆体験
Aikido Demonstration & Workshop

き も の

KL Hula Hibiscus/Mahalo Ukulele Concert

16:00～17:00 サイエンスショー
じむきょくまえ

Science Show

Kimono Dressing

◆カルチャールーム 4
たけ

◆事務局前

（Entrance）

(Culture 4)

づく

すうりょうげんてい

※数量限定
(While stocks last)

きょうしつ

13:00～17:00 竹とんぼ作り教室

Taketombo Making Class

すうりょうげんてい

※数量限定
(While stocks last)

（Culture 3）

つ

13:00～16:00 着物 着付け 「あやめ」

15:30～15:45
KL フラハイビスカス＆マハロウクレレコンサート

き

ざいりょうひ

ぽん

材料費：RM5/1本 Fee: RM5

per piece

す な え

13:00～17:00 砂絵

Sand Art

かいぎしつ

すうりょうげんてい

※数量限定
(While stocks last)

◆ロアロビー（Lower Lobby）

むりょう は い ふ

13:30～17:00 ポップコーン無料配布
Pop Corn Free Distribution

1F

◆カルチャールーム 5

(Culture 5)

で ん き

じっけん

13:00～17:00 電気のおもしろ実験♪
む せ ん

（アマチュア無線）

◆会議室 (Conference Room)
お

がみきょうしつ

13:00～17:00 折り紙教室
すうりょうげんてい

※数量限定
(While stocks last)

Origami Class

くるま こ う さ く

車 工作

Craft

◆ふじルーム

2F

(Fuji Room)
しょうぎ

13:00～17:00 将棋

Shogi

Let’s study about electricity!
だい

◆さくらルーム

◆第2 ホール

(Sakura Room)
たいかい

13:00～17:00 ベイブレード大会
しょうさい

けってい し だ い

Beyblade Tournament

13:00～17:00

きょうそう

ストラックアウト＆ホームラン競争
しょうがくせいいかげんてい

ようちえんじだいかんげい

小学生以下限定 幼稚園児大歓迎！！

(Ｌｏｕｎｇe)

Struck Out &Home Run

たもくてき

だま

13:30～17:00 けん玉、こま、キャロム、チョンカ
に ほ ん

しょうねん や き ゅ う ぶ

ハリマオ少年野球部

し

詳細は、決定次第HP にてお知らせいたします。

◆ラウンジ

(2nd Hall)

でんとうてき

◆多目的ルーム

(Multi-Purpose Room)

あそ

日本＆マレーシアの伝統的なおもちゃで遊ぼう！！
Let’s play Kendama, Top spinning, Carrom, Congkak

13:00～17:00 ラグビークラブ"ハリマオ"
ラグビーボールボーリング Rugby Ball Bowling

駐車場が大変混雑することが予想されます。
当日は出来るだけお乗り合わせや公共交通機関でのご来館をお願い致します。
Avoid parking hassles! Carpooling or taking public transportation on this day is very much appreciated.
プログラム変更の可能性がございます。予めご了承下さい。Programmes are subject to change without prior notice.
※イベント中の傷病やその他の事故について、当会は一切の責任を負いません。JCKL will not be held responsible for any injuries or sicknesses that might occur during the event.
※お子様の会員登録をお願い致します。登録されると部･同好会での活動にご参加いただけます。Please register your child so that she/he can join our activities.

