
2020年７月 

片瀬剣友会運営について「新型コロナウイルス感染防止対策含む」 

          

                                                        片瀬剣友会 総務グループ 

＊稽古に来るときは、家からマスクを持ってきて、 

片瀬小学校校内としおさいセンター館内ではマスクを使用してください 

 

（１） 当番について ：当番の前には必ずお読みください 

 

＜片瀬小学校体育館＞    

  

・  出席簿・日誌・救急箱等の入った当番鞄を当番にあたる前の週に受け取ってください。 

 

    ［14:00～16:00 初心者と中学生以下の稽古］ 

・ １時５０分には矢口先生（又は総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ）がアラームを解除し、鍵を開けます。 

当番の方はこの時間にお越し下さい。  

・ 体育館の鍵が開いたらまず、当番と小学生の保護者 1名が先に体育館にはいり、 

対物用のアルコールスプレーとキッチンペーパーで、会員の触れそうなところを、消毒します。 

 

       消毒作業中に、会員が外の手洗い場でハンドソープを使い手を洗うよう、促してください。 

        （会員各自持参のタオルやハンカチで手を拭いてもらってください） 

       消毒終了後、手を洗い終わった会員から体育館に入ります。 

 

・ 体育館に入ったら直ぐ、速やかに出席チケット（仮）の提出を促し、忘れてきた会員には、その場で

の記入と体温測定を促してください。（提出がなければ体育館へは入れないことを教えてください） 

 

［出席チケット（仮）］は体育館に来た人全員（保護者・兄弟も）が提出してください。 

 

又、会員が体育館に入った後は、練習が始められるよう声をかけ、下記の準備をお願い 

します。 

①窓や扉をあける ②日差しのある日はカーテンを閉める ③受付台や先生用の折りたたみ 

椅子を出す ④マットを出す ⑤打込み台を出す ⑥舞台用階段を舞台上に上げる   

⑦床の金属カバー用テープを貼る ⑧出欠表や日誌、ストップウォッチ、笛を手元に準備  など 

（学校の備品は当分の間、使用不可です） 

（打ち込み台は使用する時に出してください） 

（床の金属カバー用テープは必要な時に必要な場所にだけ貼ってください） 

・ 練習中は、怪我や具合の悪い子への応急手当、防具の着脱の手伝い等を感染に十分注意してお

願いします。 

・ 熱中症の対応にも気配り、心配りをお願いいたします。 

稽古中に会員の変化等気づいた時は、速やかに指導者に伝え、指導中の安全への協力を 

してください。（保護者の皆様にもご協力お願いします） 

・ 出欠席・出席チケット（仮）・日誌の記入・体育館使用連絡用紙（体育館壁面に常設） の記入、先

生の指示があればストップウォッチによる計時・笛による合図等をお願いします。 

（今年度は皆勤賞・精勤賞の授与は見送ります） 

・ 練習終了後は、身支度を手早く済ませ帰宅するよう促してください。 

 

・ 当番と小学生保護者で、すみやかに掃除（モップ掛け）やマット等の片付けをしてから会員が触れ

たところを対物用アルコールスプレーとキッチンペーパーで消毒してください。 

 

初心者と中学生以下の会員は帰宅となります。 

 



［16:00～18:00 高校生以上の稽古］ 

 

・ 体育館に入る前に、会員は外の手洗い場でハンドソープを使い手を洗うよう 促してください。 

        （会員各自持参のタオルやハンカチで手を拭いてください） 

       手を洗い終わった会員から体育館に入ります。 

 

・ 体育館に入ったら直ぐ、速やかに出席チケット（仮）の提出を促し、忘れてきた会員には、その場で

の記入と体温測定を促してください。（提出がなければ体育館へは入れないことを伝えてください） 

 

・ 練習中は、怪我や具合の悪い会員への応急手当、防具の着脱の手伝い等を感染に十分注意して

お願いします。 

 

・ 熱中症の対応にも気配り、心配りをお願いいたします。 

稽古中に会員の変化等気づいた時は、速やかに指導者に伝え、指導中の安全への協力を 

してください。（会員同士でもご協力をお願いします） 

 

・ 出欠席・出席チケット（仮）・日誌の記入・体育館使用連絡用紙（体育館壁面に常設） の記入、先

生の指示があればストップウォッチによる計時・笛による合図等をお願いします。 

（今年度は皆勤賞・精勤賞の授与は見送ります） 

・ 練習終了後は、身支度を手早く済ませ帰宅するよう促してください。 

 

・ 当番と会員有志で、すみやかに掃除（モップ掛け）やマット等の片付けをしてから会員が触れたとこ

ろを 対物用アルコールスプレーとキッチンペーパーで消毒してください。 

 

・ 消毒で使用したキッチンペーパー等のゴミは当番が持ち帰ってください。 

 

・ 忘れ物は、感染防止のため全て処分させていただきます。 

 

・ 床の金属をカバーするためにテープを貼った場合は、練習終了後すべてはがしてください。 

 

 

・ 最後に、2階・舞台袖・放送室・器具庫入口・下の扉・窓・外トイレを閉めてください。 

   セキュリティーを完全にする為 施錠をしっかり確認してください。 

 

・ トイレ掃除の日に当番になった方は 総務ｸﾞﾙｰﾌﾟが用意する清掃道具を使って稽古時間中に 

トイレ掃除をしてください。その際に出たゴミは持ち帰って下さい。 

 

 

高校生以上の会員は帰宅となります。 

 

 

※ 当番の方は、必ず次の方に次週が当番であることを電話で伝え、当番バックを受け取りに来て 

もらう手配をして下さい。 

 

※ 当番の交替は個人で交渉し、変更内容は総務グループまで知らせてください。 

 

※ 練習が中止になった日の当番の方は、当番済みとみなされます。 必ず次の方に次週が当番で 

あること伝え、お手元にある当番バッグを次の方にスムーズに引き継いでください。 



＜しおさいセンター＞ 

     使用する為の細かな約束事が増えました。小学生の保護者の皆様、ご協力をお願いします。 

 

・ しおさいセンター館内にいる時は、マスクを必ずしてください。 

 

・ しおさいセンターの備品は当分の間使用不可になりました。 

又、感染防止の観点から館内の共有スペースが素足禁止ですので、しおさいセンターに来るときは 

各自上履きやスリッパなどを持参し、必ず履いてください。 

 

・ 時間になりましたらまず、小学生の保護者２名が先に体育室にはいり、しおさいセンター受付で受

け取ったアルコールスプレーと会で用意したキッチンペーパーで、会員の触れそうなところを、消毒

します。 

 

       消毒作業中に、会員は、トイレの洗面化粧台で会の用意したハンドソープを使い、 

手を洗うよう促してください。 

        （会員各自持参のタオルやハンカチで手を拭いてもらってください） 

       消毒終了後、手を洗い終わった会員から体育室に入ります。 

 

・ 体育室に入ったら直ぐ、速やかに出席チケット（仮）の提出を促し、忘れてきた人には、その場での

記入と体温測定を促してください。（提出がなければ体育室へは入れないことを教えてください） 

［出席チケット（仮）］は体育室に来た人全員（保護者・兄弟も）が提出してください。 

又、会員が体育室に入った後は、練習が始められるよう声をかけ、下記の準備をお願い 

します。 

① 窓や扉をあける、②椅子を出す（当分の間しおさいセンターの備品は使用不可です） 

 

・ 出席チケット（仮）を集め、内容を確認、その後、しおさいセンターから渡されている 

［新型コロナウイルス感染防止のための公民館使用チェックリスト］を記入して 

19:30頃までに受付に提出してください。 

 

・ 練習中は、怪我や具合の悪い会員への応急手当、防具の着脱の手伝い等を感染に十分注意して

お願いします。 

 

・ 熱中症の対応にも気配り、心配りをお願いいたします。 

稽古中に会員の変化等気づいた時は、速やかに指導者に伝え、指導中の安全への協力を 

してください。（会員同士でもご協力をお願いします） 

 

・ 出席ノートへの記載は当分しません。 

 

・ 稽古開始後に来た会員と保護者からも必ず［出席チケット（仮）］を集めてください。 

 

・ 練習終了後は、身支度を手早く済ませ帰宅するよう促してください。 

 

・ 小学生の保護者と会員有志で、すみやかに掃除（モップ掛け）やマット等の片付けをしてから会員

が触れたところを しおさいセンターから受け取ったアルコールスプレーとキッチンペーパーで消毒

してください。 

 

・ 消毒で使用したキッチンペーパー等のゴミは小学生保護者が持ち帰ってください。 

 

・ 忘れ物は、感染防止のため全て処分させていただきます。 

 

・ 使用許可されている体育室以外の施設には立ち入らないでください。なお、更衣室(女子)は利用

できます。 （当分の間更衣室は使用不可です） 



 

 

・ 練習終了後は、すみやかに帰宅するよう 子供達を指導して下さい。 

 

・ 体育室退出時、しおさいセンターから渡されたアルコールスプレーを返却してください。 

 

 

（２）施設利用について 

・飲み物は、ふたのできるものを持ってきて下さい。こぼした時は必ず拭くよう子供達に伝えて下さい。 

・しおさいセンターでの練習は夜間の為、大人の送迎を必ずお願いします。 

・しおさいセンター駐車場は規約で 1団体 2台しか駐車出来ません。 

その２台分は先生方に利用していただくため 車を使用して稽古に来る会員の方々は 

総務グループ長澤に相談ください。会場使用に支障がでる場合もありますので規約は守ってください。 

但し、稽古の送迎の為の 15分以内の駐車については許可がおりましたので、時間を守って 

しおさい駐車場をご利用ください。また、万が一しおさいセンター職員から注意を受けたら必ず従い、 

後で総務グループ公民館担当長澤までお知らせください。 

 

 

（３）防具の貸し出しについて 

・ 現在、剣友会から防具等を借りている方は専用の封筒をお渡ししますので 

貸し出し料金を８月末頃までに納入してください。 

（一品につき年間５００円、木刀は年間３００円） なお、道着と袴の貸し出しもしています。 

 

 

（４）会員名簿について 

・ ７月の練習日に新年度の会員名簿を配ります。 

個人情報ですので、取り扱いには十分ご注意をお願いいたします。 

         

 

（５）当番について 

   本年度は、以下の順でまわります。   【会員が小学生以上の世帯で行う（中３・高校生・大学生世帯は免除）】 

片瀬小 

→ 田嶋→ 矢野→ 安藤→ 佐藤(健)→ 島田→ 井上(光司)→ 小山→ 山上→ 瀧→ 杉岡→ 長澤→ 

→ 大井→ 田尾→ 福冨→ 桑原→ 石原→ 友部→ 篠原→ 藤原→ 矢口→ 臼井→ 海部→  

→ 馬場→ 渡会→ 村野→ 平河→ 福住→ 和田→ 井上(穂波)→ 渡邉（日向）→ 菅→ 林→  

→ 長田→ 平井→ 田中→ 矢澤→ 小瀧→ 浦園→ 古川→‥  

 

※体調の思わしくない方、妊婦の方、介護をしているなど当番が難しい状況の方は事前にご相談ください。 

 

 

（６）しおさいセンターの予約係りについて 

令和２年度、 毎月１人 １年を１２人で担当してくださいます。 

4月  1日(水) 瀧さん        8月  3日(月) 矢澤さん    12月  1日(火) 平井さん 

6月 15日(月) 長澤さん     9月  1日(火) 長田さん   R3   1月  4日(月) 杉岡さん  

7月  1日(水) 田中さん     10月  1日(木) 和田さん     2月  1日(月) 菅さん 

7月 20日(月) 渡邉(日向)さん  11月  2日(月) 林さん       3月  1日(月) 平河さん 

 

☆今年度も島田喜信さんが、片瀬公民館《サークル連絡会》の会長です。 

島田さんは、片瀬剣友会の代表として活動(会議)に参加しています。        

どうぞよろしくお願い致します。 

 

 



 

 

 （７）令和二年度 グループメンバー 

      ・今年度のｸﾞﾙｰﾌです。宜しくお願いいたします。  

昨年度入会されたかたは赤字、移動された方は青字で表示しています。 

 

審査ｸﾞﾙｰﾌﾟ      大会ｸﾞﾙｰﾌﾟ      合宿ｸﾞﾙｰﾌﾟ      冬行事ｸﾞﾙｰﾌﾟ      総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

井上(光司)       安藤          渡邉(日向)       友部             瀧    

和田           藤原          矢野           山上            杉岡 

矢澤           平河           田嶋           小山            長澤 

林              田尾           福冨            大井             島田 

菅              堀池           臼井            石原            福住 

海部            田中          佐藤(健二)        平井            矢口 

臼井             浦園          篠原           小瀧            狩野見 

川上            カンタタム パヌウィット   長田            井上(穂波)        山口(竜次)  

               村野          古川            馬場         

                                          渡会         

                                                                                                                                                                                                                 

《ご事情から免除》桑原 

《会員が中３～大学又は準ずる学生免除》恩田・倉持・新井・山室・渋谷・阿部(彪)・本間・土屋・星 

《休会中》髙野・阿部(健)・山口(勝治)・早川(彩可)・岩田・犬塚・中田・花村・中山・小林 

《休会扱い中》ホール・ 

 

 

（８）２０１９年度の会計報告について 

 6月 17日送信した〈2019年度会計報告〉への質問及び異議は届きませんでした。この場をお借りして 

 承認をいただけたことを報告させていただきます。 

 

 

（９）今後への議題の提起 

・ 先日のメールで、【議題を持っている方】へと お声がけしたところ、１つの議題が寄せられました。 

    

＊各グループ小学生の会員が減少している。そのうえ、その小学生のうち 4人が小学６年生で、今後の動向に 

巾がある。又、現在子供の会員と大人の会員の比率がかなりアンバランスになっている。 

このままでは、現在のグループ体制が維持できるか不安を覚える。 

そろそろ、現状に合った体制（以前の役員制やグループの統廃合等）の構築が必要な局面に来ているように 

思う。是非、議論してほしい。 

 

新コロナウイルス感染症がはやる状況下で、総会を開催することも出来ず、みなさまのご意見を開かれた場で 

聞くことが今は出来ませんが、落ち着いたら 最優先課題として、保護者の皆様、会員の皆様で考え、議論して 

いただけるよう準備してまいります。 

議題をお寄せくださりありがとうございます。 

 

                                      以上 

 

 


