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 今年は名まえのとおり桜まんかいの中でお祭りに

参加することが出来ました

 例年この時期は天気に恵まれず、嵐や大雨で運営が

大変なこともありました。今回は見事な桜の下でから

あげ・玉せん・クッキーを販売。からあげは大人気で

すぐに売り切れました！

 たくさんの方が来ていてにぎやかなお祭りとなり
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