主催・B JA FA 運 動 会 実 行 委員

2017年

ブルックリン 大運動会
午前の部 プログラム

時間

競 技名

出場組

本日の運動会の写真は、
以下のアルバムで共有しております。
https://bjafa.shutterfly.com/
よろしければ、後日ご覧になってください。

          内 容

09:30

受付

10:00

開会式

10:15

泣き相撲

ひよこ

一対一の対戦方式で男性係員に抱っこされ、先に泣いた方が勝ち

10:20

I ♡ アンパンマン

ぱんだ

ママ・パパと一緒にスタートし、お面とマントをつけたらママ・パパが抱え
て走り、アンパーンチ！でゴール。

10:30

ころボールでGO!

うさぎ

バランスボールを転がしながら進み、おせんべいを取ってゴール

10:45

はらぺこ あおむし

きりん

バランスボールを転がしながら進み、ポテトサックに入り進み、ちょうちょ
になっておせんべいを取ってゴール

11:00

ハイハイ競争

ひよこ

ゴールで呼んでいるママ・パパの所までハイハイでゴール

11:05

はじめてのお使い♪

ぱんだ

ママ・パパと一緒に朝食のお買い物をしてもらう。
商品 (シリアル、牛乳、たまご) を買い物袋に入れながらゴール！

11:15

障害物競争

うさぎ

ふみ台からジャンプ→トンネルをくぐる→せんべい→ゴール

11:30

障害物競争

きりん

ふみ台からジャンプ→トンネルくぐる→お玉にボールを入れ走る→せんべ
い→ゴール

11:45

紅白玉入れ

ひよこ＆ぱんだ

11:55

紅白玉入れ

うさぎ＆きりん

12:05

大人の綱引き（母）

お母さん(女性)同士

12:15

大人の綱引き（父)

お父さん(男性)同士

12:25

昼食

12:35

あおぞら学園

13:00

午前の部・閉会式

開会宣言、注意事項、準備体操「エビカニクス」、写真撮影

「ひょっこりひょうたん島」

【注意事項】
◎進 行の妨げになるので、お子様を学校内のプレイグラウンドで
遊ばせないで下さい。
◎お 帰りの際はバンダナを出入り口にある返却箱に返却して下さい。
◎お子様に怪我、事故がないよう十分お気をつけ下さい。
◎観 覧席から皆様が気持ちよく観覧、応援できるように、競技中の
レース内には関係者以外立入り禁止とします。
◎ごみは各自が責任を持ってお持ち帰りください。

ひよこ組

０歳〜１歳 (お座りからハイハイ）

ぱんだ組

１歳〜２歳 (よちよち歩ける）

うさぎ組

２歳〜３歳 (スタスタ歩ける）

きりん組

３歳〜４歳 (2013年生まれ）

協賛・伊 藤 園
※注意 このプログラムは、NYCまたはNYC DOEのプログラムとは関わりの無いものです。

主催・B JA FA 運 動 会 実 行 委員

2017年

ブルックリン 大運動会
午後の部 プログラム

時間

競 技名

出場組

本日の運動会の写真は、
以下のアルバムで共有しております。
https://bjafa.shutterfly.com/
よろしければ、後日ご覧になってください。

          内 容

12:45

受付

13:30

開会式

13:50

二人組競争

1年生以上 ⃝⃝⃝

2人組になってボールを背中にはさんでゴール

14:05

徒競争

全員

男女別短距離走

14:20

休憩

14:25

学生応援団

14:30

空手

日本空手協会
           松濤館流

太極初段（たいきょくしょだん）、平安初段（へいあんしょだん）

14:35

借り物競走

1年生以上 ⃝⃝⃝

絵つきカードに書いてあるものを身に着けている人を探し、
手をつないでゴールまで走る

14:50

障害物競走

PreK & K

お玉とボール → 網 → 走る → ゴール

15:05

玉入れ

15:20

綱引き

1年生以上 ⃝⃝⃝

１年生以上子供同士、お母さん（女性）同士、お父さん（男性）同士

15:35

BNG選抜リレー

3年生以上

事前に選抜で勝ち抜いた子ども達、お母さんチーム、お父さんチームがそ
れぞれリレーで勝負

15:50

閉会式

15:55

片付け

開会宣言、注意事項、準備体操「ラジオ体操第一」、写真撮影（児童のみ）

⃝⃝⃝⃝

ブルックリン日系高校生・大学生 & お友達

PreK & K
1年生以上

⃝
⃝
⃝⃝⃝

⃝⃝

1回目－PreK ＆ K（４０秒 × １回）
2回目－1年生以上（４０秒 × １回）

閉会宣言 by BJAFA (帽子返却、メダル授与)

【注意事項】
◎進 行の妨げになるので、お子様を学校内のプレイグラウンドで
遊ばせないで下さい。
◎お 帰りの際は帽子を出入り口にある返却箱に返却して下さい。
◎お子様に怪我、事故がないよう十分お気をつけ下さい。
◎観 覧席から皆様が気持ちよく観覧、応援できるように、競技中の
レース内には関係者以外立入り禁止とします。
◎ごみは各自が責任を持ってお持ち帰りください。

PreK & K
１〜２年生
３〜４年生
５〜8年生

⃝
⃝
⃝
⃝

４歳〜６歳 (NYC公立学校基準）
６歳〜８歳
８歳〜１０歳
１０歳〜１３歳

協賛・伊 藤 園

日本空手協 会
※注意 このプログラムは、NYCまたはNYC DOEのプログラムとは関わりの無いものです。

Brooklyn

Organized by BJAFA Field Day Committee

Field Day 2017
Morning Program

Check out our photos
from today at:
http://bjafa.shutterfly.com/

09:30

Registration

10:00

Opening Ceremony
For Morning Program

10:15

Crying Sumo

Chick Group

Babies are held by male staff dressed as sumo wrestlers and will face off with one
another. The first one who cries will win the game.

10:20

I ♡ Anpanman

Panda Group

Kids and their parent run toward the Anpanman costume then wear the Anpanman
mask and cape. Once worn, the parent will carry their child in a superhero flying
pose and run to the finish line.

10:30

Go! Rolling Ball

Rabbit Group

Roll the exercise ball with their parents’ assistance → grab snack → goal together

10:45

The Very Hungry
Caterpillar

Giraffe Group

Roll the exercise ball → potato sack → become a butterfly → grab snack → goal

11:00

The Baby
Crawling Race

Chick Group

The babies will crawl towards their parents waiting at the finish line.

11:05

Little Helpers♪

Panda Group

Who can shop fast for their breakfast? The kids will pick up a cereal box, milk,
and an egg carton and place it in the shopping bag with their parent and run to
the finish line.

11:15

Obstacle Course

Rabbit Group

Step stool → crawl through the tunnel → grab snack → goal

11:30

Obstacle Course

Giraffe Group

Step stool → crawl through the tunnel → balance ball in ladle → grab snack → goal

11:45

Beanbag Toss

Chick & Panda

Children throw as many balls as possible into a basket.

11:55

Beanbag Toss

Rabbit & Giraffe

Children throw as many balls as possible into a basket.

12:05

Parent’s Tug of War
(Mother)

All women

12:15

Parent’s Tug of War
(Father)

All men

12:25

Lunch Break

12:35

Aozora Gakuen

13:00

Closing Ceremony
For Morning Program

Opening statement, warnings and precautions, warm-up exercise, group photo

Hyokkori Hyotanjima Exercise

Chicken Group

0–1 yrs. (Sit up to crawl）

Panda Group

1–2 yrs. (Toddle）

Rabbit Group

2–3 yrs. (Able to walk fast）

Giraffe Group

3–4 yrs. (Born in 2013）

Sponsored by ITO-EN
This activity is not sponsored or endorsed by the NYC Department of Education or the City of New York.

Organized by BJAFA Field Day Committee

Brooklyn

Field Day 2017
Afternoon Program

Check out our photos
from today at:
http://bjafa.shutterfly.com/

12:45

Registration

13:30

Opening Ceremony

13:50

Ball Balancing Race

1st Grade & Up

14:05

Sprint

All Ages

14:20

Break

14:25

Teens’ Cheering Squad

By Japanese teenagers and their friends

14:30

Karate KATA
Performance

By members of Japan Karate Association of Brooklyn

14:35

Card & People
Matching Game

1st Grade & Up

14:50

Obstacle Course

PreK & K

⃝

15:05

Beanbag Toss

PreK & K

⃝

15:20

Tug of War

15:35

Opening statement, safety precautions, warm-up exercise: Radio Exercise No.1,
group photo (children only)

BNG Relay Race

15:50

Closing Ceremony
For Afternoon Program

15:55

Clean Up

⃝⃝⃝

⃝⃝⃝⃝

⃝⃝⃝

1st Grade & Up

⃝⃝⃝

1st Grade & Up

⃝⃝⃝

3rd Grade & Up

⃝⃝

Children pair up and race with a ball squeezed between their backs

Short distance races for all ages

Children pick a card and locate the person holding/wearing the item on the card
then race with the person to the finish line.
Children balance balls on ladles, crawl under a net and race to the finish line.
Children throw as many balls as possible into a basket in two 1-minute segments.
1st game — Prek & K (40 seconds × 1); 2nd game — 1st Grade & Up (40 seconds × 1)
1st game: Children (1st Grade & Up); 2nd game: Women; 3rd game: Men

Previously selected BNG children team, mothers team and fathers team compete

Closing statement by BJAFA, drop off cap and receive takehome souvenir

PreK & K

⃝  4–6 yrs. (NYC public school standards）

1–2 Grade ⃝  6–8 yrs.

3–4 Grade ⃝  8–10 yrs.

5–8 Grade ⃝ 10–13 yrs.

Japan Karate Association
of Brooklyn

Sponsored by ITO-EN
This activity is not sponsored or endorsed by the NYC Department of Education or the City of New York.

