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45 Days to the Spring Carnival Now!! !
All classparents are working on their booth arrangement tirelessly to make the Carnival a big 
success! !
And teachers are kindly offering generous support in every way for us. !!
Food booths confirmed:   
* Japan (G4/6),  *America, (G8) * Italian (G2), * Hawaii (G1), * Philippine (G3), * Korea 

(G2/3), * Bake Sale & Mexico (Meguro), * Maison Kayser (G7) !
Vendors confirmed: 
* Magnolia Bakery, * Turkey Legs, * Blanc et Coeur (flower), * Eikoh Trading (wooden dolls), 
*  Libursini (jewelry), * Bijou World Boutique (handicraft), * Golf, * Errikson Tea & Coffee, 
* Alumni (wine&cheese), * Japanese Obi handicraft, *31 Ice Cream 
* Ms. Abe (Handmade quilts & toys), * Jennifer Piearce (handmade elegant evening bags) !!

!!!!!
★WE NEED MORE VOLUNTEERS!!   Parents, grandparents, all Aoba family from kinder to 
high school, we NEED your help!!★ !
From Food Booth: 
☺ We need MORE VOLUNTEERS for Korean Booth! 
☺ We need MORE VOLUNTEERS for Philippine Booth! !
If you can volunteer, please contact Ishii or Shiraishi directly by e-mail: fc2014@aobajapan.jp. !
White Elephant Corner: 
☺ We need MORE ITEMS for White Elephant!  Donation please! 
☺ We need Cardboard Boxes, Large/medium size paper bags, wire clothes hangers! 
      Please hand them to the bus attendant or put them in the cardboard box which  
      is placed in front of Cafeteria. 
☺ School Uniforms and school backpacks are very welcomed! !
If you have any questions, please feel free to contact FC at any time. (fc2014@aobajapan.jp) 

!
Thank you very much for your support and cooperation.          
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カーニバルまであと45日！ 
クラスペアレントの皆様方も一生懸命にカーニバルの成功へ向けて奮闘して下さっています！！ 
そして先生方もこのカーバルをより楽しいものにする為に、いろいろな方法で助けて下さっています。 !
確定したフードブース 
＊日本（G４/６)、＊イタリア(G2)、＊アメリカ (G8)、＊ハワイ(G1)、＊フィリピン(G3)、 
＊韓国(G2/3)、＊メキシコ＆ベイクセール (Meguro)、＊メゾンカイザー (G7) !
確定ベンダー 
＊マグノリアベーカリー、＊ターキーレッグ、＊ブラン・エ・クール（お花)、＊しばむら（帯雑貨)、 
＊エイコートレーディング（木彫り人形)、＊リバーシニ（ジュエリー)、＊エリクソン Coffee&Tea、 
＊手作りキルト＆布おもちゃ、＊３１アイスクリーム、＊ゴルフ、＊卒業生コーナー（ワイン＆チーズ） 
＊ビジューワールド（手作り雑貨)、＊ジェニファー・ピアース（イヴニングバッグ)、 !!!!!!!
★　前日・当日ともにお手伝いがまだまだ足りません！★ 
　　保護者の皆様、祖父母の皆様、キンダーからハイスールまで、アオバファミリー全員で 
　　カーニバルの成功の為、どうかよろしくお願いいたします。 !
フードブースより 

☺　韓国ブースでお手伝い大募集中！！ 
☺　フィリピンブースでお手伝い大募集中！！ 
お手伝いいただける場合は、石井または白石までご連絡下さい。(fc2014@aobajapan.jp) !
ホワイトエレファントより 

☺　ホワイトエレファント、まだまだ品物が足りません！ 
　　 皆様のご協力を是非是非よろしくお願いいたします。 

☺　大/中/小・段ボール箱、大/中/小・紙袋、衣類用ワイヤーハンガーのご寄付をお願いします！ 
　　 バスアテンダントさんにお渡しいただくか、直接カフェテリア前に設置された段ボールまでお願い 
　　 いたします。 

☺　制服・通学用学校指定バックパックも募集いたします！ご寄付お待ちしております。 !
ご質問等ございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。(fc2014@aobajapan.jp） 
ご理解とご協力ありがとうございます。 !!
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