EWA

サマーキャンプ

June 17th – August 16th, 2019
Summer Day Camp Operation
Monday - Friday / 9:00am - 4:00pm
American Embassy Housing Compound
サマーキャンプスケジュール・場所
月曜日 - 金曜日 / 9:00am - 4:00pm
米国大使館宿舎

Age Groups / Class Division
(Must be of age by the start of camp)
Panthers - 3.6yrs - 5.11yrs
Dragons - 6yrs - 11.11yrs
クラス・年齢
（6月17日までに下記の年齢に達していること）
パンサーズ：3歳6ヶ月 - 5歳11ヶ月
ドラゴンズ：6歳 - 11歳11ヶ月

1

Summer Day Camp Operation
サマーキャンプ詳細
Drop-Off and Pick-Up Location
EWA Members - Perry Field
Non-EWA Members - Outside of Perry Gate (The gate opens at 9am)

Please see back page for access information

集合・解散場所
* ペリーゲート前（午前9時開門となります）
詳しくは4ページをご覧ください

What to Wear
*Comfortable Clothes (Example: T-shirts, shorts, pants etc.)
* Sport Shoes (NO open-toed shoes)
* EWA Summer Day Camp Yellow T-Shirt
(Panthers-Must on Fridays; Dragons-Must on Wednesdays and Fridays)

服装
* 動きやすい服装 （例: Ｔシャツ、短パン、ズボンなど）
* 運動靴 （つま先の開いた靴は不可）
* 配布したEWA Summer Day Campの黄色いＴシャツ
（パンサーズクラスは金曜日、ドラゴンズクラスは水曜日と金曜日に必ず着用）

What to Bring
Please bring everything in a backpack - label child’s name on all personal items
Lunch, Water Bottle, and Healthy Snacks (Our facilities are Nut-Free Environment)
Swimming Suit, Towel, and Sandals/Flip Flop (ONLY to/from pool), Goggles/Swim Cap if desired
 Change of Clothes (Not necessary, but highly recommended)
Light Jacket (Not necessary, but highly recommended)
Sunscreen and Hat (If necessary)
Insect Repellant Spray (If necessary)

持ち物
持ち物はすべてリュックに入れて持参してください - すべての持ち物に名前を書いてください
* お弁当、水筒、健康的なおやつ（当施設はナッツ類の持込禁止）
*水着、タオル、サンダル（プールへの往復時のみ使用）、ゴーグルと水泳帽は必要な方のみ
* 着替え（必須ではありませんが推奨しております）
* 薄手の上着 （必須ではありませんが推奨しております）
* 日焼け止め、帽子（必要な場合のみ）
* 虫除けスプレー（必要な場合のみ）
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Video games, smart phones,
and other electronic devices are
NOT allowed during EWA
Summer Day Camp
ビデオゲーム、スマートフォン等の電子機器は持ち
込み禁止とさせていただきます
Fridays - BBQ Day
We provide BBQ lunch (hamburgers and hotdogs) on Fridays - please remember that lunch is not
needed. However, please bring healthy snacks and water bottle.

金曜日 - バーベキューデー
毎週金曜日にはアメリカ式バーベキュー（ハンバーガーとホットドック）を実施します。
お弁当は必要ありませんが、おやつと水筒は忘れずにお持ちください。

Field Trips (for Dragons only)
There are Field Trips every Wednesday for Dragons Class. Drop-off and pick-up time will be same as
other days - when special instruction is needed we will send out emails to Dragon Class parents.
Please remember to wear provided yellow EWA Summer Day Camp T-shirts on Field Trip days.
Campers are allowed to bring ¥1,000 on Field Trips to buy extra drinks - not allowed to purchase any
foods, gifts or goods. (Each camper is responsible of their own money)
To check themes and destination of field trip, please see our website at
http://mitsuigardensinternationalpreschool.com.

We will post when confirmed.

遠足（ドラゴンクラスのみ）
ドラゴンズクラスは毎週水曜日に遠足がございます。送迎の時間に変更はありません。
もし変更がある際はドラゴンクラスの保護者様へメールにてご連絡致します。
また、遠足当日は配布致しましたEWA Summer Day Campの黄色いＴシャツを
必ずご着用ください。
遠足当日は飲み物購入の為のお小遣いとして1,000円まで持参可能です。
（食べ物、お土産等は購入不可）
但し、お小遣いは各児童に責任を持って保管していただきます。
各週のテーマと遠足の行き先については下記のウェブサイトにてご確認ください。
http://mitsuigardensinternationalpreschool.com
決まり次第サイトにアップさせていただきます。
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Access to the Compound
Drop-off and pick-up point is at the Perry Gate.
Please see map below for access route from each train station.

米国大使館宿舎までのアクセス
集合・解散（送迎）場所は米国大使館宿舎ペリーゲートです。
各駅からのアクセスは下記地図をご参照ください。

Vehicle Access to Perry Gate
Due to Traffic congestion and Tokyo Metropolitan Police involvement car drop off will no longer
be accepted. If you are driving to drop-off and pick-up your child(ren), please park at paid
parking nearby and walk your child to the gate.

お車でのアクセス
交通渋滞防止および警視庁からの指導により、お車での送迎は不可となりました。
お車でお越しの際は、近隣の有料駐車場に停めていただき、ゲートまでお子様と歩いて
来ていただきますようお願い致します。

Grew Gate – No Access

Contact Information
EWA Summer Camp 2019
American Embassy Housing Compound
2-1-1 Roppongi Minato-ku Tokyo
Phone: 03-3224-6787 Fax: 03-3224-6788
Website: mitsuigardensinternationalpreschool.com
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