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No.2 2017 年 10 月 20 日（金）

ヴォーリズ学園
ヴォーリズデー実行委員会広報担当

*************************************************************************************
今年のヴォーリズデーは・・・

○駐車場はヴォーリズ記念グラウンドです

○無料シャトルバス
◆学園⇔ヴォーリズ記念グラウンド 9:00～ 16:00
◆学園⇔ JR近江八幡駅 9:00～ 16:00

○スクールバス
休日ダイヤ（朝・夕便のみ）で運行します。

（要予約。最終便は 16:30）

２０１７ ヴォーリズデー
テーマ：あつまろう つながろう ひろがろう そして未来へ

10月29日(日) ９：３０より１５：００まで

(販売開始は１０：００）
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Happy
Vories' Day!!

オープニングセレモニー 9:30～9:45 中庭広場

オープンキャンパスなど
 高校単位制ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ 10:00～12:00
 高校学年制ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ 13:30～15:00
 中学校ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ 10:00～12:00

校園紹介コーナ－
 小学校活動紹介ｺｰﾅｰ 10:00～15:00
 こどもセンター各園の紹介10:00～15:00

バザー(寄贈品の販売) 10:00～15:00
          ※お一人様5点以内
模擬店 10:00～15:00
         

イベント  中庭広場 10:40～11:00 書道ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ 秋麗 高校
      ※雨天時は教育会館 11:05～11:15 創作ダンス 『友よ∞』 小学校

11:20～11:50 高等学校ダンス 愛好会 高校

      教育会館 12:00～12:20 演劇「おかしな誘拐」 中学校
12:25～12:40 中学校 合唱部 中学校
12:45～13:00 高等学校 合唱部 高校
13:05～13:10 中学・高校 合唱部 中学・高校
13:15～13:35 もりゴス  since2015 こどもセンター
13:35～13:55 みんなでたのしく歌って踊ろう こどもセンター
14:00～15:00 中高吹奏楽部合同コンサート 中学・高校

クロージングセレモニー 15:00 中庭広場

恵愛館１階

ヴォーリズ記念体育館

キャンパス一円

 

PROGRAM

高校東館5階講堂
本館5階ｳﾞｫｰﾘｽﾞ平和礼拝堂
本館5階ｳﾞｫｰﾘｽﾞ平和礼拝堂

キッズホール前廊下で活動紹介

※バザー・模擬店とも品物が無くなり次第終了いたします。



Ｐ模擬店・催し
こどもセンター保護者会･･･ジュース、お茶、花苗
小学校 PTA･････チュロス、ポップコーン、ゲームコーナー
中学校 PTA･････焼きそば
高等学校 PTA･･･バザー（寄贈品の販売）

模擬店出店一覧表

エリア
店舗
№

出店名 企画内容・取扱品

1 宅配弁当サービス「ひかり」 焼肉弁当
2 カネ吉山本　八幡店 コロッケ、ササミ串、惣菜揚物
3 パン処　ブール八幡 焼きパン、サンドイッチ、ラスク
4 村田屋産業 ガーデニング、インテリア用品
5 学園同窓会（グッズ） 同窓会グッズ、小物
6 café　すたっく チーズケーキ、コーヒー他
7 高校図書委員会　古本市 リサイクルの雑誌や本を安く販売！

8 ｱｰﾕﾙｳﾞｪｰﾀﾞ ﾆﾝﾌｪｱｽﾃﾗｰﾀ 薬草ｵｲﾙでﾏｯｻｰｼﾞ　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ
9 ゴーイングナッツ ナッツ＆ドライフルーツ
10 学園同窓会（フード） 甘酒、冷やし甘酒
11 アトリエＶｅｒｔ 自然の材料を使った作品
12 ミンガラーバ・カフェ ミャンマー産ソバ粉ガレット
13 しまぬじゅうり 奄美大島の料理
14 北川製罐 ｵﾘｼﾞﾅﾙ缶バッチ製作ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
15 アトリエビンジュ＆願 絵画販売とワークショップ
16 ＥＣＲＩＮ(エクラン） 手作りビーズアクセサリー
17 ロベリア アクセサリー布小物
18 Hａｎｄｍａｄｅ　Ｂｏｘ　Ｃ．Ｃ．Ｉ 手作り服、小物、カバン類
19 花てまり 手作りカバン、ポーチ、小物類
20 町並・水郷美術館 似顔絵コーナーと和小物販売
21 ミニヨシ額絵クラブ ハガキ大ヨシ額絵、季節の花々
22 こどもセンター ジュース・お茶・花苗
23 小学校Ｐ チュロス、ポップコーン
24 中学校Ｐ 焼きそば
25 雑貨・ギフト　佐々木企画 陶器、雑貨、ギフト
26 ナナミの糸玉 手編みニット、雑貨
27 てのひら工房 木工製品動物パズルブロック
28 moco & keiko プラントハンガー、ヘアアクセサリー

29 工房　ＩＭＵＲＡ オリジナルバッグ＆小物
30 おうみやカフェ 手作り小物、あられ
31 ブルースカイ 手作り小物と日用品バザー
32 ライスフィッシュ 珍しいメダカ・ラメ・錦みゆき等
33 きらら ソフト粘土フラワー雑貨
34 ロサリウム 生花や小物など
35 Ｔ＆Ｍ 組紐細工、雑貨
36 ら・ふらんすの会 ラスク、メロンパン、綿菓子
37 手づくりのお店　リナージュ 手づくりコサージュ他　小物

大教室 38 日本カロム協会 彦根カロムの体験会
39 壱製パン所 近江牛ハンバーガー
40 café　ＮＩＣＯ 焼菓子、コーヒー、揚げワッフル
41 関西アーバン銀行 フランクフルト
42 ホテルニューオウミ ハロウィンフード
43 アジアのひろば アジアのカレーとお茶など
44 ガールスカウト第20団 油性マーカーで遊ぶハンカチ染め

45 アッサラーム パキスタン料理、ｽﾄｰﾙ、ｽﾊﾟｲｽ、岩塩

46 中学校Ｐ 焼きそば
47 ふる里食品 太郎坊だんご、抹茶みたらし
48 一休庵 一休庵特製肉巻おにぎり
49 浦孝商店 シジミ入りタコ焼きおいしいよ
50 T.K.C.サービス フライドポテト、ハッシュドポテト
51 漁師の店　川田商店 湖魚佃煮、鮒寿司、湖魚天ぷら
52 Ｃａｔ　Ｄｒｉｖｅ からあげ
53 バンバスポーツ スポーツ用品
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