
ｱﾝｹｰﾄにご協力ありがとうございました。皆様から頂いたご意見の一部をご紹介致します。 

今後の参考にさせていただきます。ご報告まで時間がかかり申訳ありません。 

ｱﾝｹｰﾄの総数  平成 24 年度 総数 66 通 つき 24 通 ゆり 19 通 ことり 23 通 

平成 23 年度 総数 53 通 つき 10 通 ゆり 24 通 ことり 19 通  

       平成 22 年度 総数 83 通 つき 26 通 ゆり 23 通 ことり 32 通 仲 2 通 

       平成 21 年度  総数 75 通 つき 21 通 ゆり 26 通 ことり 27 通 ﾒｰﾙ 3 通 

開催まで(お子様の様子・実施要綱等案内の手紙等について) 
1.  組体操は、1 つ覚えてくると嬉しい様で、家でも見せてくれた。休日に公園で幼稚園のお友達と技の練習もしていた。 つき 

2.  分かりやすく、良かった。 つき 

3.  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ配布前に、HPに載せて下さったので参考になった。 つき 

4.  倒立が直前まで出来ず、毎日練習をしていた。出来るようになると、楽しくてしょうがない様子だった。 つき 

5.  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑがたくさんあって助かった。子供ははりきって逆立ちの練習やﾀﾞﾝｽの練習をしていた。 つき 

6.  前日も早く寝て当日に備えていた。すごく楽しみにしていた。 つき 

7.  ｶﾚﾝﾀﾞｰを見ながら毎日楽しみにしていた。風邪をひかないよう早く寝たり、自分でも気をつけている姿に成長を感じた。 つき 

8.  前日は家族でてるてる坊主を作り、お天気になるようお願いをした。 つき 

9.  毎日指折り数えて楽しみにしていた。練習で先生方にほめて頂いた事・教えて頂いた事も、嬉しそうに報告してくれた。 つき 

10.  園からの案内に関しては、当日の動きが分かりやすく、助かった。 ゆり 

11.  100円ショップでﾀﾝﾊﾞﾘﾝを購入して、毎日踊っていた。 ゆり 

12.  1等賞をとると、公園で友達とかけっこの練習をしていた。 ゆり 

13.  赤白帽子は、運動会で使うので、幼稚園に前日から預かってもらっていた方が良いと思う。年長の上履きなども。 ゆり 

14.  配置を書いたお手紙はとてもありがたい。 ゆり 

15.  どこで競技をするのかお手紙に書かれていたので、良かった。 とり 

16.  競技ごとにクラスの位置がわかるお手紙をもらったので、当日とても動きやすかった。 とり 

17.  毎日大玉ころがしの「ちょうだいな」の手を教えてくれた。ﾊﾒﾊﾒﾊの、だしてちょん！だしてちょん！も耳に残るほど。私ま

で口ずさんでしまいます。 
とり 

18.  「後○回寝たら運動会!」と毎日教えてくれ、ﾀﾞﾝｽやその日に練習した内容も教えてくれた。 とり 

19.  運動会でうたう歌を楽しそうに家でも歌っていた。ﾊﾟﾊﾟと大玉ころがしをとても楽しみにしていたので、当日は大満足で、

日頃時間がとれない主人も嬉しそうで良かった。 
とり 

20.  「よこﾋﾟｯ よこﾋﾟｯ まえしたうえ まえしたうえ」とフリつきで踊っていた。 とり 

21.  暑い中運動会の練習は体力的にきつい部分もあったようですが、どんな練習をしたか、寝る前に話してくれたり、いっと

うしょう体操の歌をいつも口ずさんでいて、楽しそうでした。 
とり 

22.  手紙等は、観覧する場所、ﾚｼﾞｬｰｼｰﾄを敷く位置などが分かりにくかった。 とり 

23.  どの辺で演技をするのか、事前にプリントをもらって、わかっていたので迷わず探す事ができて良かった。 とり 

24.  毎年ｽﾑｰｽﾞに行われていると思う。 とり 

25.  案内の手紙は、とても詳しくて良かった。もっと禁止すべき事（ﾀﾊﾞｺや集合の仕方）を強く伝えてほしい。 とり 

26.  手紙は、わかりやすくして欲しい。 とり 

27.  運動会の練習をして帰ってくると、よく食べ、良く寝るようになった。家でもたくさんﾊﾒﾊﾒﾊのﾀﾞﾝｽを見せてくれた。手紙

案内等は詳しく記されていて、わかりやすかった。 
とり 

当日(お子様の様子･時間の設定･演技の内容･会場等について) 
28.  つき組の組体操、きちんと出来るのか不安でしたが、“やー”という大きなかけ声!!ことり組の時は「つき組さんの様に出来

たらいいな」という思いでしたが、子供の成長を分かった時だった。 
つき 

29.  ﾃﾝﾎﾟ良く進むのが、津久井幼稚園運動会の良さ。 つき 

30.  出来る事が増えていてビックリした。 つき 

31.  先生方、役員さん、本当にお疲れ様でした。 つき 

32.  午前中で運動会が終了するのは、本当に有難い。山あり谷ありのｽﾀｰﾄが早すぎると思った。 つき 

33.  皆自分で出せる力を精一杯出している姿に、とても感動した。開門前の行列は長く、なんとからならいかと思った。 つき 

34.  つき組らしい貫禄がついていたし、走っている姿はみんなｶｯｺ良かった。先の行事もすごく楽しみ。 つき 

35.  幼稚園最後の運動会。3年間を振り返り、涙が出た。組体操・ﾘﾚｰ全てに感動。 つき 

36.  ﾘｽﾞﾑ体操では、練習の時に失敗してしまう事がよくあったようですが、本番では成功し、嬉しそうで自信につながった。 つき 

37.  午前中だけの運動会、賛成です。帰ってお昼を食べながら、ﾋﾞﾃﾞｵを観て楽しい時間を過ごす事ができた。 つき 

38.  とても張り切って楽しんでいた。家では何も教えてくれなかったので、本番を見てとても感動した。 つき 

39.  子供達が、一生懸命頑張っている姿に感動した。 つき 



40.  午前中に全てが終わるのは、その後ゆっくり休めるので良い。 ゆり 

41.  あんなに人数がいるのに、ﾑﾀﾞなく進行できて、先生も子供達もよく動いているなぁと感心した。徒競走もﾀﾝﾊﾞﾘﾝも、と

ても上手に出来ていた。徒競走を、もう尐し一走一走の間隔を空けても良いのでは？と思った。 
ゆり 

42.  午前中で運動会自体も終わり、お弁当もなくて助かる。自分より上の学年の演技を見て、「来年は自分がこの演技を

するんだ」と次に向けて目標が理解できることが良い。 
ゆり 

43.  去年は泣きながら演技や競技をしていたのですが、今年は泣くこともなく、一生懸命はりきる姿に、この1年の成長を感

じました。走っている時の真剣な表情は、忘れることはないでしょう。 
ゆり 

44.  午前中で全てが終わるのは良い。 ゆり 

45.  半日で終了するのは、小さい子や年配の方がいる家庭には助かる。 ゆり 

46.  ｽﾑｰｽﾞに進行されていた。先生方のおかげです。ﾀﾞﾝｽも昨年は恥ずかしそうだったのが、手の先まで伸ばし“びしっ”と

踊っていて成長を感じた。 
ゆり 

47.  時間通りの進行には、毎年感心。演技を待つ子供達も、騒ぐことなく待つことが出来ていてさすがです。 ゆり 

48.  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの予定時間通りに、進行されているのは、すごいと思う。 ゆり 

49.  午前中のみで終わること、参観エリアが決まっている事がありがたい。 とり 

50.  午前中だけで、尐し寂しいかなと思ったが、充実した時間を過ごす事が出来た。親子競技をとても楽しそうにしていた。 とり 

51.  時間もｽﾑｰｽﾞで、撮影等もﾛｰﾌﾟの中で(子供の出番の時)出来たので、良かった。 とり 

52.  時間設定もわかりやすく、大変満足できる内容だった。 とり 

53.  時間の設定はﾃﾝﾎﾟ良く、運営もｽﾑｰｽﾞだった。 とり 

54.  午前中で終了するのが良い。他の幼稚園、小学校など普通は午前・午後もあるので、お弁当作りが大変なので、そ

れをしなくても良いので、心にも時間にも余裕ができてありがたい。 
とり 

55.  親とのふれあいの演技があり、とても良かった。 とり 

56.  内容も濃く、ﾑﾀﾞな時間が無かったので、半日で充分満足。朝のお弁当作りもないので、落ち着いて仕度が出来た。 とり 

57.  成長を感じた。時間もｽﾑｰｽﾞに行われている。会場には毎年ですが、車での送りなど、保護者の意識が不足。 とり 

58.  時間、会場については問題なし。 とり 

59.  子供の集中力から見ても、午前で終わるのは良い。演技の内容は、どのお子様も素晴らしく頑張っている姿に感動。 とり 

終了後(お子様の様子･その他) 
60.  家では甘えん坊で、大丈夫かな？と毎日思ってしまいます。幼稚園ではしっかりしていて、驚いています。 つき 

61.  やりきった様子で、とても満足していた。先生にも「頑張ったね」と声をかけてもらって、嬉しそうだった。先生方、準備等

当日も忙しく動き回りお疲れのことと思います。ありがとうございます。役員様にも感謝いたします。 
つき 

62.  楽しかった!!と何度も言っていて、練習では出来なかったことが出来て、すごく自信がついた。 つき 

63.  終わってしまうのが、残念なようで、明日も運動会がいい!!と連呼していた。 つき 

64.  つき組らしい貫禄がついていましたし、ﾘﾚｰを走っている姿は、みんなｶｯｺ良かった。先の行事もすごく楽しみです。 つき 

65.  やりきった、成し遂げた感じが表情に現れていた。とても楽しい運動会になったと感じた ゆり 

66.  連休の間も興奮さめやらずで、妹を相手に運動会ごっこをしていた。 ゆり 

67.  帰宅後、子供を誉める言葉が足りなかったらしく、「ぼくには、お上手って言ってくれないの?」と言われた。反省です・・。 ゆり 

68.  来年に向けて、ﾊﾟﾊﾟと倒立の練習を始めた。 ゆり 

69.  次の日、また運動会をやりたいと言っていた。 とり 

わいわい給食・エプロンママ（役員様）について 
70.  お友達のﾏﾏが来るのが楽しみなようです。役員の皆様、いつもありがとうございます。 つき 

71.  普段の子供の様子がわかり、とても楽しいです。 つき 

72.  子供達と一緒に食べるお弁当。楽しいです。 つき 

73.  ｴﾌﾟﾛﾝﾏﾏ楽しくお手伝いさせていただいています。参観とは違った普段の子供の様子を見る事ができ、とても嬉しい。 ゆり 

74.  月 1回のわいわい給食は、子供も楽しみにしている。 ゆり 

75.  子供達に顔を覚えていてもらえて、わいわい給食にお手伝いに行くのが楽しみ。 ゆり 

76.  わいわい給食は、小学校の給食の練習になり、とても良いと思う。 とり 

77.  ｴﾌﾟﾛﾝﾏﾏ、毎回とても楽しいです。 とり 

78.  園での子供の様子を見る事が出来るので、配膳や一緒に昼食を食べる事も貴重な体験をさせて頂いている。 とり 

79.  子供と一緒に御飯が食べられて、普段参観の時とは違う子供達の様子が見られるのは、とても貴重な時間です。 とり 

80.  運動会では、役員さんがとてもよく動いていて大変そうだなと思い、また感謝しています。 とり 

サ－キット参観・｢コミメル等｣について 

81.  作品展も見られ、ｻｰｷｯﾄ参観も元気で頑張っている姿は、とても良いと思いました。 つき 

82.  年長さんのスピードに驚かされます。 つき 

83.  1学期の時より成長している姿を見る事が出来た。 つき 



84.  ﾗﾀﾞｰが園庭になって、様子がよくわかり、良かった。 つき 

85.  ﾗﾀﾞｰが中になったので、移動しないで良かった。年長さんは、とび箱をやる回数が増えると良いと思った。 つき 

86.  朝の様子を見られるのは良い。 つき 

87.  やり方を変えてからより参加しやすくなって、頑張っている姿が見られて嬉しい。 ゆり 

88.  とび箱が月日をおうごとに高い段数がでるようになり、跳べる子が増えた。息子も自然と 7段を跳べるようになった。 ゆり 

89.  4日間続けて行って頂けるので、都合の良い日に見られて助かる。 とり 

90.  元気一杯走って、体操をしている姿を見るのは嬉しい。息子がきちんと並んで先生の話を聞いている姿に感動 とり 

91.  参観日数を多く設定して下さっているので、とても良いです。 とり 

日頃子ども達のために努力している先生の応援メッセージを！ 
92.  運動会、朝早くから、また重いものを運び、大変な中あの笑顔。ありがとうございます。 つき 

93.  津久井幼稚園の先生方には本当に頭が下がります。これからもよろしくお願いします。 つき 

94.  自分達では考えられないくらい、子供の可能性を引き出してくれて、とても感謝しています。ありがとうございます。 つき 

95.  「なつやすみやくそくひょう」親でも読むのが大変な日記を、千葉先生はきちんと読んでｺﾒﾝﾄをつけて下さって、感動しま

した。電話連絡もマメに下さり、安心してお願い出来ます。子供も「千葉先生、優しくて大好き」と言っております。 
つき 

96.  山崎先生の細かな面まで子供達を見て下さる所、素晴らしいです。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。電話の忚

対、社会人を感じます。息子も親の私も大好きです。 
つき 

97.  担任の先生が自分の事を“大好きでいてくれる” “たくさんかっこいいと言ってくれる”と、とても自己肯定感を持てている

ようです。先生に出会えた事に感謝です。 
つき 

98.  必ずどの先生も最高のｽﾏｲﾙで挨拶してくれるので、気持ちが良いです。素敵な笑顔をいつもありがとうございます。 つき 

99.  運動会・鼓笛の練習、弱音をはく日もあるが、「やればできる」と毎日励まし、見守って下さっている畑中先生に感謝。 つき 

100.  いつも子供の良い所を見つけて、ほめて下さりありがとうございます。親子で先生が大好きです。 つき 

101.  毎日沢山の言葉がけをありがとうございます。ほめてくれて、すごく嬉しい様で、毎日先生方の話をしてくれます。 つき 

102.  田中先生、娘は先生が大好きです。とにかく優しい所が良い。 ゆり 

103.  ほめて伸ばすをどの先生方も実行されていて、どれだけ子供の励みになっているかとありがたく思います。これからも笑顔

と元気パワーをよろしくお願いします。 
ゆり 

104.  子供達の笑顔は先生達のおかげです。 ゆり 

105.  運動会準備の写真を PCで見たが、ﾄｲﾚ掃除や荷物運び等で、夜遅くまでやってくれて感謝の気持ちで一杯です。 ゆり 

106.  大串先生のメリハリのある指導で、成長が加速しています。 ゆり 

107.  とても良い先生ばかりです。板倉先生は、息子の様子なども教えてくれ、まだ通っていない次男や長女まで覚えてくれ、

いつも声をかけてもらい、嬉しく思っています。 
ゆり 

108.  佐竹先生、いつもありがとうございます。 ゆり 

109.  こまめにお電話をしてくれて安心します。子供に色々と気を掛けてくれ、感謝です。 ゆり 

110.  いつも明るく冗談も交え子供に接してくれる大串先生。参観を観ていても、思わず笑ってしまう明るい雰囲気が大好き

です。気になることを伝えると、必ずお電話をいただき、様子を教えて下さり、本当にありがたいです。 
ゆり 

111.  ﾆｺﾆｺの加藤先生。笑っている姿しか見たことがないくらい。その笑顔が素敵です。 ゆり 

112.  これからも笑顔で子供達と接してください。子供達は先生の笑顔が大好きです。 ゆり 

113.  加藤先生は、1 年目でいろいろな行事等で緊張されていると思いますが、とても笑顔が素敵で、子供も楽しく過ごして

いるので、安心しています。いつもありがとうございます。 
ゆり 

114.  宮下先生は、とても元気で明るく、頑張っているなぁと目立ちます。 ゆり 

115.  どの先生も子供の名前を覚えて下さり、担任の先生は忙しい中、お電話を下さって頭が下がる思いです。 とり 

116.  入園当初は毎日心配でしたが、この先生方なら心配なし！これからも素敵な笑顔と元気で頑張って下さい。 とり 

117.  息子は今野先生が大好きです。帰宅するといつも先生の話を私にしてくれます。 とり 

118.  ｢先生大好きだから、早く幼稚園に行きたい！｣と休みの日にも言っているので、それくらい先生は子供達の為にしてい

るんだと、いつもありがたく思っています。これからもよろしくお願いします。 
とり 

119.  子供の目線で話してくれたり、優しく対忚して下さって感謝しています。 とり 

120.  どの先生方も本当にいつもﾆｺﾆｺしていて気持ちが良い。挨拶はきれいな笑顔で、毎日親子で元気をもらっている。 とり 

121.  頼りになる道子先生。安心して、子供を幼稚園に送り出せます。道子先生がいてくれるので、親としても心強いです。

息子も道子先生が大好きです。 
とり 

122.  金曜日に「明日幼稚園お休みだよ」と言うと「え～、道子先生大好きだから、幼稚園行きたい」と言っています。 とり 

123.  毎日泣いたり、騒いだりしている子供達を笑顔で迎えてくれて、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。 とり 

124.  いつも笑顔で接して頂いて、大変有難い。先生の笑顔は子供にとって安心できます。 とり 

125.  大変なのに、いつも笑顔で接して下さっているおかげで、楽しく幼稚園に通うことができています。ありがとうございます。 とり 

126.  毎日子供達にしっかりとした対忚。心から対忚してくれていて、本当に嬉しく思います。これからもよろしくお願いします。 とり 



127.  たくさんほめて頂き、ありがとうございます。いつも笑顔で帰ってくるのは、先生方のおかげだと思います。 とり 

ホームページ：「コミメル」等について 
128.  幼稚園での状況が分かって、とても良い。 つき 

129.  大雨警報など、朝早くに連絡をいただけて、助かります。 つき 

130.  いつも助かっています。 ゆり 

131.  特にありません。 ゆり 

132.  今現在ので、見やすいです。 ゆり 

133.  助かります。 ゆり 

134.  ﾒｰﾙは忘れずにしてくれるので、助かります。 ゆり 

135.  きめ細やかなｺﾐﾒﾙ、忘れている事もあり、ありがたい。 ゆり 

136.  携帯ﾒｰﾙが来ると、受信料がかかってしまうので、緊急な要件のみだとありがたい。 とり 

137.  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに UP されている写真を楽しみにしています。大変だと思いますが、たくさんのせてほしいです。 とり 

138.  写真閲覧する時、ｽﾗｲﾄﾞになると見やすいです。ｺﾐﾒﾙ時々漢字や文字が間違っている時があります。 とり 

139.  携帯からだと、容量の大きいお知らせが見られず不便。 とり 

140.  とてもわかりやすい。常にﾒｰﾙが来るので、現状が分かってありがたい。 とり 

141.  助かります。 とり 

今後幼稚園に希望する事 

142.  いつもありがとうございます。人数が多く、お友達もたくさんできて嬉しいです。 つき 

143.  今までと変わりなく子供をのびのびと成長させて下さい。 つき 

144.  鼓笛・成道会と行事が続きますが、よろしくお願い致します。 つき 

145.  特になし。いつもありがとうございます。 つき 

146.  海・山などで、もっと自然と触れ合う時間をつくってほしい。文字・計算のプリントは尐なくて良い。 つき 

147.  園長先生の運動会開会式のお話にとても共感できました。子供達には日本人らしい素晴らしい教えで、心の豊かな

子に育ってほしいと心から思っています。 
ゆり 

148.  子供が元気で楽しく幼稚園生活が送れるよう、ご指導と励ましをよろしくお願い致します。 ゆり 

149.  これからも、園児達の事を 1番に考えた幼稚園教育をしていただけたらと思います。 ゆり 

150.  特にありません。ありがとうございます。 ゆり 

151.  運動会中に、お酒を飲んでいる方がいて、どうかと思う。 ゆり 

152.  何もありません。大満足です。いつもありがとうございます。 とり 

153.  津久井幼稚園の勢いがずっとずっと続くと良いです。いつまでも元気いっぱいの津久井幼稚園でいてほしい。 とり 

154.  今のところ特にありません。 とり 

155.  今のまま、末永く子供達に学ぶ場の提供をして頂きたいです。 とり 

役員様 運動会についてお気づきになられた点。良かった点。改善を望む点。 
156.  最後の片付けも、今年は先生方に指示して頂けたので、手伝いﾏﾏ達は動けてとても良かった。毎年、何をして良いの

か分からずにいたので、今回は出来た様な気がしました。ありがとうござます。 
つき 

157.  体操着で運動会を行うというのに、ﾎﾟﾛｼｬﾂの方が居た事です。統一してもらいたい。 つき 

158.  ﾄｲﾚをすぐ後の校舎に園児専用が設けられて、すごく良かった。 つき 

159.  用具係でしたが、お父様の手伝いがありがたかった。先生方の大変さがよくわかった。感謝の気持ちで一杯です。 つき 

160.  役員も定員制にして、尐なくなった分、役割がきちんと出来て、ﾋﾞﾃﾞｵだけで、遊んでいる人がいなかった。ｼｰﾙの効果

もあって、きちんとしていた。 
つき 

161.  また来年も出来ればやりたいと思う。 ゆり 

162.  最初から最後の片付けまでｽﾑｰｽﾞに進んだと思う。用具係でしたが、先生方の指示もわかりやすく、迷うことなくお手

伝いすることが出来た。重いものを持ったり、走ったり大変でしたが、運動会に参加したという感じがした。 
とり 

 

 

園ホームページ週にどれくらいご覧になりますか             

携帯電話で… H24 H23 H22 H21 パソコンで… H24 H23 H22 H21 

ほとんど毎日 ９ ２１ １２ １３ ほとんど毎日 ４ ５ ９ ６ 

４～５日 ８ ４ ４ １１ ４～５日 ５ ７ １５ １８ 

１～３日 １５ ７ １６ １１ １～３日 １７ １６ ２１ ２３ 

ほとんど見ない ２２ ２０ ３０ １９ ほとんど見ない ２２ １４ １６ １４ 



保護者様 

平素 津久井浜学園教育方針にご理解をお示しいただき感謝申し上げます。いただいたアンケートは、全て

拝読しました。ありがたいご意見、教職員へ温かい励ましのお言葉をいただき心から感謝申し上げます。一部

ですが以下紹介します。 

Q.徒競走、障害物競争の出走間隔をあけて欲しい。 

A.進行上急いだ部分もあるかもしれません。今年度の進行状況報告によると時間に余裕が出ています。     

次年度は出走間隔を配慮します。また、徒競走は日ごろのサーキットの成果をご覧いただきたく距離を伸ば

すことを検討しています。 

Q.年中少児は次年度の目標のため年長の競技を参観する時間を持って欲しい。園児がゆっくり参観する席を設

置してほしい 

A.毎日の練習の中で、見る態度、一生懸命頑張っているお友達を応援しましょうと、運動会練習、教育運営の

中での目標にしています。毎日の練習の中で練習時間よりも応援している時間のほうが長いくらい、特に 3

歳児はその傾向があります。運動会当日は、年少教諭は負担がないよう、飽きないよう配慮しています。ど

うぞご理解ください。 

Q.シルバー、マタニティー席が満席です。席を増やしたほうがいいのでは？ 

A.ありがとうございます。次年度以降、倍に増やします。  

Q.親子競技で本部前で踊る必要があるの？カメラ撮影ができません。 

A.ありがとうございます。次年度以降、「親子競技」に限り、本部前を開放する方針です。 

Q.トイレの洗剤が男女で一本だったので、数本あると作業が効率的。当日、トイレ掃除の場所を割当てられた

が、役員会時にわかっていれば教えて欲しい。 

A.ありがとうございます。ご指摘の通り、次年度より行います。 

 

一部のご意見を紹介しました。アンケートの中で一番多いご意見を紹介します。 

こちらです。 

「いつも細かなところまで見ていただき、お電話をまめにいただきありがとうございます」 

「幼稚園に行くとどの先生も笑顔で挨拶していただき気持ちがいいです」 

「卒業した兄姉、そしてこれから入園する弟妹の名前を覚えて呼んでいただきうれしいです」 

「いつもほめることを忘れない先生に脱帽です。子育ての参考になります」 

その他、保護者様よりうれしいお言葉をいたただきました。私たちの励みになります。 

暖かい「最幸」のお言葉をありがとうございます。 

 

運動会が皆様のご協力で無事に終了したことを改めて御礼申上げます。ありがとうございます。 

運営に際したくさんのご意見をいただきました。今後の参考にして、より良い運動会を目指し

ます。役員様にはご協力いただきありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


