
How to Order Blue Ocean Bento

1) オンライン---沖縄会ウェブサイトでご注⽂出来ます。okinawakai.org -> Event 
2)チェックで⽀払い---下の注⽂⽤紙を記⼊し会計の孝⼦ボールさんへお送り下さい。
 締め切り（４⽉１０⽇必着）*お弁当のキャンセル及び返⾦は4⽉15⽇まで受付いたします。
  
1) Online --- Go to Okinawa Kai website.    okinawakai.org -> Event
2) Pay by check---Fill out the order form and send it with payment to our treasurer.
    Order must arrive by April 10. 2022  *Cancellation & refund deadline is April 15th.  
                 郵送先(Mail to) : Takako Ball   4944 Frishman Ct. Woodbridge, VA 22193 
      
  ご質問等は晶⼦クリフォード迄 If you have any questions, call Akiko Clifford at 540-809-2227

 ⻝事（Meal） --- 今年はポットラックではありません。1 または 2のどちらかを選んでください。
                     No potluck this year.  Please choose from one of two choices.
1.各⾃で⻝事を持参 (アルコール厳禁)  *シェアしたい物がありましたらどうぞお持ち下さい。⼤歓迎です。
  Bring your own food.(No alcohol please) *You're welcome to bring some yummy to share!

2.事前にブルーオーシャンのお弁当を注⽂（下記参照） お弁当は当⽇会場でお受け取り下さい。
 Order bento from Blue Ocean Restaurant beforehand (See below) and receive it on the day of Shin Shun Kai. 

Date:  Saturday April 23, 2022  Time: 11AM - 4PM 
Place: Glasgow Middle School  4101 Fairfax Parkway, Alexandria, VA 22312 

Blue Ocean Bento Box  $22 (Tax & Tip included) X  ___________   =    _____________

会員 :   ⼊場無料 Members: Free entry  
⾮会員:１⼈$10を⽬安に募⾦という形を取らせて頂いています  *(⼦供１８歳以下)無料 
Members: Free entry            
Non-members: We appreciate a donation to support festival expenses.(Suggested:$10) 
                *Children (younger than 18 yrs) – FREE

Name    ______________________________________      E-mail ____________________________________________
Address_______________________________________
             _______________________________________     Tel ______________________________________________

ブルーオーシャンのお弁当（鮭の塩焼き、エビ天ぷら、⼀⼝カツ、野菜炒め、ご飯もの、他）

The bento includes an assortment of Japanese food, including grilled salmon, fried shrimp, 
bite-sized cutlet, stir-fried vegetables, rice, and more! 

2022年 新春会
Shin Shun Kai 

皆さん, お元気でいらっしゃいますか？この⼆年間、皆で集まり親睦を深める機会が少なくなっていましたが、いよいよ今年、
新春会を開催する運びとなりました。うちな〜ミュージック,うどぅい, 空⼿等⼀緒に楽しみましょう。今年の⼲⽀寅年に加え、
過去⼆年間祝えなかった、⼦(ね)年、丑(うし)年と合同のトゥシビー祝いを予定しています。想像するだけでワクワクしてきま
すね！懐かしいお友達にも会える 機会です。どうぞご家族、ご友⼈も誘って是⾮お越し下さい。

新春会お弁当注⽂⽤紙

Shin Shun Kai Bento Box Order Form

Quantity                     Total             

Shin Shun Kai is back!  In addition to the year of Tiger, we'll celebrate the last two years of Tushibi (Rat & Ox) all together!
It's so exciting just to think about it！ Let's enjoy Okinawan music, dance, Karate etc..   We're not going to say "No" to
karaoke either! Come and celebrate the new Spring with family and friends! 

新春会の
⽇にち＆

場所

が変更にな
りました!

The date & venue

have changed!

11:00 am 受付開始 Registration 
12:00 pm ランチ Lunch 
1:00 pm - 4:00 pm プログラム    
                                   Program 

    Cash Raffle?   Bazaar?  Karaoke?   
   YES, YES, AND          YES!

https://okinawakai.org/index.php/product-category/events/


寄付して頂きたい物   
  雑貨、家庭⽤品、本(沖縄関係書籍のみ)着物、かりゆしウェア等⾃分でも買える程良いコンディションの物をお願いします。 
寄付いただけない物   
  ⾐類, 靴, 帽⼦ , 家具, 寝具, 電化製品など運搬が困難な物、 ビデオテープス 。
注意点

  *品物にはご⾃⾝でシール等で値段を付けてお持ちください。 (バザー担当に値段をお任せするアイテムには貼らなくても可)
  *お持ち頂いた物でも状態によりお断りさせて頂く場合もあります。 
  *当⽇売れなかった品物はお引き取りお願いします。 お引き取りのない物品は、
 沖縄会で処分させて頂き、 後⽇のお問合せには責任を負いかねます。 
What we accept 
Housewares, Knick knacks, Okinawa related Books (No other books please) Kimono, Kariyushi wear in good condition. 
What we don't accept 
  Clothing, Shoes, Hats, Furniture, Bedding, Big electronics, VHS tapes. 
  *Please pre-label all items with price (No need if you let bazaar volunteer decide on the price)
  *We may not be able to accept items depending on their condition. 
  *Please take unsold items home with you. If you don't, we’ll dispose 
 of them and not be responsible. 

受付場所、時間 (Collection Day, Time and location) 
新春会の前⽇ --４⽉22⽇（⾦）April 22 (Fri) 6:30PM〜9:00 PM 
グラスゴーミドルスクール カフェテリアにて 
Glasgow Middle School cafeteria 
4101 Fairfax Parkway Alexandria, VA 22312

バージニア州ではマスクの着⽤はオプショ

ンとなっています。コロナ感染拡⼤防⽌の

ため、新春会当⽇のバージニア州の法律に

基づいて、各⾃で⼗分な感染対策をお願い

致します。ご協⼒ありがとうございます。

There is no statewide mask mandate in place
in Virginia.  However, we will  follow the
guidelines on the day of Shin Shun Kai. 
Thank you for your cooperation. 

新春会のボランティアを募集しています  前⽇の４⽉２２⽇（⾦）
6:30 pm - 9:00 pmの間、ステージのセッティングに例年より多くの
⽅のボランティアが必要です。グラスゴーミドルスクールは新春会の

⼀週間後に学校⾏事（劇）があり、⼤きなプロップや、重い機材等が

置かれていて、それを移動しなければなりません。どうぞ皆さん⼀時

間でも時間がある⽅、出来れば前半の⽅に来てお⼿伝いをしていただ

けたら⼤変助かります。サインアップシートをイーメールで送ります

ので、どうぞ宜しくお願い致します。 

         Hey Kids!
   Bring your drawings of “Tiger” and
show off on the stage.       
     ハローキッズ！

今年は"とら年" とらの絵を上⼿に描いて
持って来てね。ステージに上がって    

    お披露⽬しましょう！

Bazaarバザー開催
新春会のバザーで販売する品物（沖縄/⽇本の物限定）の提供をお願いしています。 新品、⼜は中古品でもまだ使える物がご
家庭で眠っていませんか？ 収益⾦は沖縄会の運営費に充てられます。皆様からのご協⼒、ご⽀援を宜しくお願い致します。
We are asking for donations of items in good condition to be sold at our Spring festival. The proceeds will go to Okinawa
Kai general fund. 

We Need Volunteers! The day before Shin Shun Kai,
Friday Apr 22nd from 6:30 pm to 9:00 pm, we'll set up 
the stage and cafeteria. Glasgow MS is scheduled to 
put on a play one week after our Shin Shun Kai. 
Many volunteers are needed for moving heavy
items & props. If you can help even an hour, 
(earlier hour is better), please sign up on 
SignUpGenius which is coming to you via email.


	2022年 新春会 SSK Flyer 表1
	2022年 新春会 SSK Flyer 裏面2

