Saturday, September 17, 2022
12:00 – 2:00 p.m.

Keiro wishes to safely gather members of the community to reconnect with older adults in an IN-PERSON
format! The Keiro no Hi Festival is free and will include:
•
•
•
•
•

Complimentary bento & gift bag gathering OR a mailed gift package
Live Performances
Interactive Crafts
Fine Arts Showcase
And more!

Two Ways to Participate for Those Age 60+
A Register to attend OR receive a mailed gift package

• For those able to attend the in-person gathering, register to join us at different community organizations in
Pasadena, Gardena, Cerritos, and Venice (capacity is limited; available on a first-come, first-served basis).
• A mailed gift package is available for those who are unable attend in-person (registration required).

Visit keiro.org/knh for more information.

B Participate in the Fine Arts Showcase

• Create and express yourself thorugh different forms of art to be displayed on our website!
• Theme: Tsunagari or Connection.
• Submission Deadline: Friday, July 29th | 5:00 p.m. PDT

Visit keiro.org/arts-showcase for submission criteria.

Registration
Register for FREE by scanning the QR code or visiting keiro.org/knh. Registration closes Monday,
August 29, 2022 | 5:00 pm. PDT or while supplies last; available on a first-come, first-served basis.
UPDATE: Attendees must provide proof of full vaccination including at least one booster shot to attend the in-person
gathering. Keiro will also be following any additional COVID-19 safety policies per the requirements of each host site.

日本語は裏面へ
Japanese on Back

Founded in 1961, Keiro improves the quality of life for older adults and their caregivers in the Japanese American community of Los Angeles, Orange, and
Ventura counties. The Keiro no Hi Festival is FREE to the community and is made possible by Keiro along with support from The Aratani Foundation, our
community partners, sponsors, donors, and volunteers.

2022年９月17日（土）
正午 ー 14時

Keiroはシニア世代とコミュニティーが再び対面で繋がりあい
対面で繋がりあい、安全に高齢の方々をお迎えすることを目的
に、敬老の日フェスティバルを無料で開催いたします。
•
•
•
•

お弁当とギフトバッグのプレゼント（もしくはギフトバッグのみの郵送受け取り可能）
ライブパフォーマンス
インタラクティブなクラフト
バーチャル・アート展

60歳以上の方の参加方法:
A イベント参加もしくはギフトバッグの郵送
• 対面でご参加できる方はパサデナ・ガーデナ・セリトス・ベニスのいずれか四会場でフェスティバルに
参加いただき、お弁当とギフトバッグの受け取りが可能です。 （先着順、要予約）
• 直接会場に足を運べない方は、ギフトバッグのみ郵送で受け取ることが可能です。（要予約）
keiro.org/jp-knh よりご予約下さい。

B バーチャル・アート展の参加
• 「繋がり・コネクション」をテーマとした自作のアートの写真を投稿していただくとKeiroのウェブサイトに
オンライン展示されます。
• 締め切り：2022年7月29日（金）|
2022年7月29日（金）| 17時 PDT
作品の諸条件は keiro.org/jp/arts-showcase をご参照ください。

お申込み
お申し込み詳細は右のQRコードをスキャンしていただくか、keiro.org/jp-knh
keiro.org/jp-knh からご確認
ください。お席に限りがあるため、ご予約は2022年8月29日(月)
2022年8月29日(月) | 17時 PDT もしくは、定員に
なり次第締め切らせていただきます。
更新情報： 対面式のイベント参加にはワクチン接種（ブースター接種一回は必須）の証明が必須です。また、Keiroは各拠点の
COVID-19関連ガイドラインを遵守いたします。

English on Back
英語は裏面へ

Keiroはロサンゼルスを拠点に日系アメリカ人および日本人コミュニティのご高齢者とその介護者の生活の質を向上を目的に活動するNPO法人です。
当イベントはアラタニ財団、コミュニティ・パートナー、ご寄付提供者の皆さまのご協力のもとKeiroが主催し、無料で開催させていただいています。

