
 

令和３年１０月１９日 

保護者様  

船橋市立葛飾小学校 

校 長 秋元 大輔 

“ＭＩＮＩ”運動会のご案内 

 

錦秋の候、保護者の皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

さて、新型コロナウイルス感染が続く状況を鑑み、今年度も例年のような形での開催は難しいと判

断いたしました。しかし、ワクチン接種が進んだり、感染者が減少したりしている現状から、運動会

を縮小して二学年ごとに実施し、下記のとおり開催することとしました。感染防止のため、保護者の

皆様にも様々なご協力をいただくこととなりますが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

We will hold sports competitions on the following dates, but to prevent the spread of the 

epidemic, we will hold them every two grades. Thank you for your understanding and 

cooperation. 

（中文） 

金秋季节，时隔两年我校将于下述日期举办运动会。为防止疫情的扩散，缩小为各两个年级同时举办

的形式，请给予理解和配合。 

 

 なお、さらなる感染拡大等、状況の変化により、変更がある場合もありますので、ご了承ください。 

 

記 

 

１ 日 時   令和３年１０月３０日（土）  

※雨天順延 １０月３１日（日）または１１月２日（火） 

         

２ 場 所   葛飾中学校 校庭 

 

３ 時 程    

 保護者待機 保護者入場 競技 保護者退場 

３・５年生  ８：１５～ ８：４０～ ９：００ ９：００～１０：３０ ～１０：４０ 

２・４年生 １０：１５～ １０：４０～１１：００ １１：００～１２：３０ ～１２：４０ 

１・６年生 １２：１５～ １２：４０～１３：００ １３：００～１４：３０ ～１４：４０ 

※待機時間前のご来校はご遠慮ください。 

４ 実施方法 

 ・各学年２競技（徒競走、リズム・表現）を実施します。 

 ・子供たちは競技以外の時間は、学級にて通常の授業を実施します。 

 ・１～５年生は５校時日課１５：００下校、６年生は６校時日課１６：００下校です。 

・当日、給食は実施しません。お弁当を持たせてください。 

 

Practice method 

・Each academic year is limited to two sports events. 

・Students will have normal classes in the classroom when they are not in competition. 

・Grades 1-5 end at 15:00, Grade 6 ends at 16:00. 

・On the day of the sports festival, the school does not provide lunch, so students need 

to bring their own lunch. 

家庭数配付 



（中文）実施方法 

・各学年仅限两种竞技项目。 

・学生们在竞技以外的时间，将在教室正常上课。 

・1-5年级 15:00放学、6年级 16:00放学 

・运动会当天，学校不提供午餐，请自带午餐。 

 

５ 保護者の参観方法 

 ・各学年の完全入れ替え制で実施します。 

 ・入場できるのは、各ご家庭で２名までとします。来賓、地域の方はお招きしません。 

  受付でＰＴＡから配付されている名札（お名前とお子様の所属学級が記入されているもの）を確

認させていただきます。お連れの方とご一緒にお並びください。 

 ・保護者席にはソーシャルディスタンスをとって並べたパイプ椅子を使用します。 

ご家族で２脚ずつの組になった椅子にお座りください。未就学のお子様に関しましては、競技開

始から終了まで保護者様の膝の上で参観できる場合に限り、参観することが可能です。（席から

離れたり、立ち歩いたりしての参観は、固くお断りいたします。） 

・途中での席のご移動はできません。 

 ・写真・動画撮影はご自分の席からのみ可能です。 

 ・当日は撮影業者が全学年の競技を撮影し、後日 WEBで注文を受け付けます。 

 ・本部席、来賓席、敬老席等は設けません。 

 ・自転車、自動車での来校は禁止とさせていただきます。 

 

How to visit parents 

・ It will be carried out with a complete replacement system for each grade. 

・ Up to 2 people can enter each household. We do not invite guests or locals. 

At the reception, we will check the name tag distributed by PTA (the one with your name 

and the class to which your child belongs). Please line up with your companion. 

・ For the guardian's seat, use pipe chairs lined up with a social distance. 

Please sit in a chair with two legs each for your family. Preschool children can only 

visit the competition on their parents' lap from the start to the end. (Visiting by 

leaving your seat or walking around is strictly prohibited.) 

・ You cannot move your seat on the way. 

・ You can take photos and videos only from your own seat. 

・ On the day of the event, the photographer will shoot the competitions of all grades and 

accept orders on the website at a later date. 

・ Headquarters seats, guest seats, respect-for-the-aged seats, etc. will not be provided. 

・ Bicycles and cars are prohibited. 

 

（中文）家长来校参观方法 

・实施各学年交替参观制 

・每个家庭可以有两名进入会场参观。须佩戴名字牌。 

・座位是连椅，未成年者请坐在家长腿上。 

・途中禁止调换座位。 

・照相，录像仅限在自己的位置上。 

・当天将有专业的摄影及录像。有需要者随后可在 wep上订购。 

・因场地有限，不提供自行车和汽车的停车位。 

 



６ 保護者の入退場方法 

（１）下図のように、ピロティーを通っていただき、小学校グランドにお並びください。並び方の詳

細や入場方法につきましては、後日配信メールでお知らせいたします。 

※受付をされる方は、ピロティ以外の通路からの入場はできませんので、ご了承ください。 

※ソーシャルディスタンスの確保にご協力ください。（前後の方との距離を７０ｃｍ程、空けて

ください。）  

 

Please go through the aisle and meet at the elementary school campus as shown in  

the picture below. 

Other routes are off limits to the campus. 

（中文） 

按下图所示，来校者请穿过过道在小学校的校园集合 

其他路线，将禁止进入校园。 

 

※待機時間前のご来校はご遠慮ください。（参照：３ 時程） 

（２）待機場所と受付で名札を確認いたします（お名前とお子様の所属学級名）。 

 

Please confirm the name and the school year of the child 

（中文）请确认名字和孩子的学年 

 

（３）お時間になりましたら、保護者席へ移動していただきます。着席する前にご自分の席をご自身

で消毒してください。（競技終了後は、時間短縮のため消毒の必要はありません。） 

  ※席の確保は、ご自分の席のみとし、他のご家庭分の確保は禁止とします。 

 

Please do not reserve seats for others. 

（中文）除自己的座位外，不得为他人站位子。 

 

（４）競技終了後、速やかに下図で示す３方向から退場してください。 

  ※①②③の出口以外から、退場することはご遠慮ください。 

After the competition is over, please leave the arena quickly according to the 

instructions and path 

（中文） 竞技结束后，请按指示及路径迅速退场 

 

  ※２～５年の児童は競技終了後も授業があります。 

Students in grades 2-5 will continue to attend classes after the competition 

（中文）２-５年级的学生竞技后，继续上课 

 

 

 

 

 

 

 



（５）兄弟関係で連続した学年をご覧になる方は、ご覧になっている競技終了後、新たに次の学年の

保護者の列の最後尾にお並びください。 

  ※①の出口から退場していただき、生活道路を左方向へ進み、ピロティより入場し、グランドの

列にお並びください。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 雨天の場合について 

  【１０月３０日（土）が雨天の場合】 

・メール配信でお知らせします。登録されていない方は、電話でお知らせします。 

なお、その日は休みとなります。 

  【１０月３１日（日）も雨天の場合】 

・弁当なしの４校時（月曜日課）です。メール配信等でお知らせします。 

    なお、電話による問い合わせはご遠慮ください。 

３０日・３１日のどちらかで実施の場合も１日（月）は休みになります。 

 

１０月３０日（土） ○実 施 ×雨天・休み ×雨天・休み 

１０月３１日（日） 休み ○実 施 
×雨天・登校 

弁当なし４校時授業 

１１月 １日（月） 休み 休み 休み 

    ２日（火） 登校 平常日課 登校 平常日課 
○実 施 

昼食は給食 
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