Middle School Girls Soccer Dinner and Movie Evening
Dear parents,
On Friday November 4th and Saturday November 5th, SOIS will be hosting the Middle School Girls’
Sabers Invitational Soccer Tournament. Participating teams include Canadian Academy from Kobe and
Nagoya International School, with the latter staying in school overnight on Friday. We plan to welcome
them by holding a dinner and movie evening which, we hope, will give the girls a chance to make new
friends and make the tournament even more memorable.
The schedule for Friday is:
4:40: Soccer games finish
5:15 – 6:15: Dinner in the school cafeteria Students can bring or buy o-bentos.
We will also order pizza (we will collect ¥1000 from each
student who wants pizza, which should be enough for about
½ a large pizza each and drinks).
6:30 – 8:15: Movie in the school theatre Her Best Move (ワールドカップに恋をして), an
inspiring story about a high school girl in the US who
dreams of becoming a professional soccer player.
(English with Japanese subtitles)
Please fill-out the permission slip below and return it to Mr Frater by 11:00am on Friday, November 4th.
Thank you,
Stephen Frater
sfrater@senri.ed.jp
( 090-3969-0516

( 072-727-5050 (School)

"

Permission Slip for Dinner and Movie Evening, Friday November 4th 2015

Student name:
Dinner in the cafeteria until 6:15

Yes

No

Movie in the theatre until 8:15

Yes

No

Yes

No

Please order pizza for my daughter (1,000 yen enclosed)

(Any requests for allergies or vegetarian pizza? Please write a note here.）

Parent’s signature:

中学女子サッカー部

夕食と映画鑑賞会のお知らせ

保護者の皆様
来る 11 月 4 日（金）と 11 月 5 日（土）に、SIS/OIS は、中学女子セイバーズ招待サッカー大会を
開催します。参加校は、神戸、名古屋 から、はるばる来阪し、金曜の夜に学校内で宿泊をするこ
とになっています。その生徒たちを歓迎するために、夕食と映画鑑賞会を催し、お互いに新しい
友人を作り、大会がさらに思い出深いものになってくれることを願っています。
金曜日の予定

4:40: サッカーの試合終了
5:15 – 6:15: 学校のカフェテリアで夕食
生徒はお弁当を持って/買ってきてもかまいません。こちらでピザを注文します
が、ピザ（飲物付）を食べる人は、お金(1,000 円)を持ってくるようにしてくださ
い。
6:30 – 8:15: 学校内のシアターで映画鑑賞
「ワールドカップに恋をして」: 私、恋もサッカーも諦めない!
女子サッカー全米代表入りを目指す女子高生の、恋とサッカーにかける青春!
( 英語の音声で、日本語字幕 )
下の承諾書に必要事項をご記入の上、11 月 4 日（金）11:00am までに、Mr Frater までご提出下さ
い。
よろしくお願いします。
Stephen Frater
sfrater@senri.ed.jp
( 090-3969-0516

072-727-5050 (学校)

"
サッカー大会の日の夕食と映画鑑賞会

参加承諾書

2015 年 11 月 4 日金曜日

生徒氏名:

カフェテリアでの夕食（午後 6：15 終了）

Yes

No

シアターでの映画鑑賞（午後 8：15 終了）

Yes

No

ピザを食べます。（1,000 円同封）

Yes

No

（アレルギーやベジタリアンの方はここにご記入下さい。）

保護者

ご署名

