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運動会通信（ＭＥＧＵＭＩ通信 第１２号）

新高山めぐみ幼稚園 ２０２２年１０月４日（火）

今年度の運動会についてのお知らせ

新型コロナウイルスの感染予防

１）運動会は昨年度と同じ方式で開催

┫尾道市と周辺市町村での感染者数は、やや減少した日々が続いています。この状況が

続いた場合、

┫運動会は、昨年度と同じ感染予防の方式を踏襲して開催したいと考えています。

┫開催日と会場はすでにご案内した通りで変更ありません。

*１０/１５（土）に向島運動公園の多目的グラウンドで開催

２）開催方式

┓いちご組と幼稚園との合同で、運動会の回数を１回にします。

┓全種目を午前中で終え、昼食時間はありません。

┓できるだけ同じ学年が複数の種目を連続しておこないます。

お子様の学年の全種目が終わりましたら、その学年は一斉にご帰宅下さい。

＊来年度入園予定・卒園児・高齢者のみなさんが出場する種目はありません。いつの日か復活を！

┓トラック内での演技は、園児間の距離を従来よりも広げます。 *1.5㍍→２㍍

┓運動会の間、園児は園児専用のテントで待機し、保護者や見学の方とは離れています。

┓保護者の方は応援・見学に徹していただきます。準備係・放送係等は教職員が担当し

ます。

３）見学

┓参加・見学の人数は、園児本人の他５名の計６名以内にして下さい。未就園児は人数

に含みません。お車は１台で乗り合わせて下さい。どうしても１台にするのが難しい

場合は、ご相談下さい。 *２名が在園ならば、２名の園児本人の他５名の計７名までとな

ります。
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*全関係者の参集規模は昨年と同じく1,000人程度と見込んでいます。

┓見学の方は、お車から降りたらグラウンドの「外野席」に行き、待機して下さい。

┓お子さまが出場する種目になりましたら、前の種目の見学の方と入れ替わり、「トラ

ック周辺」に集まっていただきます。 *今年度はトラック周辺にテントを設置しません。

４）「見学予定一覧」の提出

┓見学を予定する方は「見学予定一覧」にご記入の上、１０月７日（金）までにご提出

下さい【全園児】。

＊全関係者を特定できる行事とします。

＊一覧にお名前のない方が見学することはやめて下さい。

＊都合により見学を取りやめる方は事前のご連絡は不要です。

＊運動会の２週間後、「見学予定一覧」は責任をもって処分します。

＊見学予定のみなさんは、各自、当日までの体調管理にお気をつけ下さい。

┓園児本人は引き続き園が作成した「健康観察カード」に記録し、当日まで体調管理に努

めて下さいね━

*当日の健康観察カードの提出は不要です。

┓PCR検査を必要とする事態になった場合、

見学者の方に関する詳細な個人情報、たとえば、①氏名（読み）、②生年月日、

③性別、④電話番号、⑤住所 を電話や「らくらくアプリ」で園児の保護者に問

い合わせます。

５）運動会の中止

┿以下の事態が生じた場合、当日朝６時までに「らくらくアプリ」で運動会の中止をお

伝えします。

（１）運動会の１週間前までに１クラスが学級閉鎖となり、園内感染が疑われる場合。

【１０／７（金）以降、感染状況に応じて、園長が判断します】

（２）広島県内、中でも尾道市や福山市とその周辺市町村で発生し、感染の拡大が懸念

される場合。

（３）教育行政組織から相当する指示があった場合。

（４）保健医療の専門機関や専門家から新たな知見や対応策が示された場合。
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運動会についての連絡・お願い

前日

┝前日の１４日（金）は午前保育（給食なし、１１：２０降園）です。

┝ひまわり保育・バス給食の利用はできます。ただし会場準備があるため、できました

ら１５：００までにお迎えに来ていただけると助かります。

┝利用の有無について「ひまわり保育、バス給食の利用予定」にご記入の上、１０月２

７日（金）までにご提出下さい【全園児】。

当日

┗集合 １０月１５日（土）いちご・年少・年長組→８：３０ 年中組→９：１５
┗場所 向島運動公園 多目的グラウンド
┗お車 １台のみで乗り合わせ *後日配布する、上のお子様のクラスカラーの駐車券が必要

┗服装 ①年長組：スポーツウェア上下
いちご・年少・年中組：上はMEGUMI Tシャツ、下はスポーツウェア

②カラー帽子
③名札 ＊左胸につける

④白色靴下 ＊ワンポイント可

⑤靴 ＊自由。履き慣れた靴

⑥マスク ＊着用して会場へ

┗持って来る物
・いちご組・・・①水筒、②着替え（MEGUMI Tシャツ、スポーツウェア、下

着）
・年少組 ・・・①水筒、②着替え（ 同 上 ）
・年中組 ・・・水筒
・年長組 ・・・①水筒、②鼓隊の衣装、③親子リレーのゼッケン

欠席連絡

★運動会を欠席する場合、下記の電話番号宛てに必ず連絡して下さい。

＊当日は「らくらくアプリ」での連絡、電話での連絡は受け付けできません。

★当日の連絡先（園長直通） → ０９０－１６８７－７３８７

＊向島運動公園の事務所には電話しないで下さい。

１５日（土）が雨天の場合

┠１５日（土）朝６時までに「らくらくアプリ」で運動会の中止をお伝えします。連絡

がなければ実施です。
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┠２２日（土）に運動会を実施します。

＊２２日（土）も雨天の場合、朝６時までに「らくらくアプリ」で運動会の中止をお伝え

します。その後、どうするのかは後日、ご連絡します。

当日の集合、待機、帰宅

１）向島運動公園の入口に入ったら

【①マスク、②駐車券を用意】

①全員、不織布マスクを着用して下さい。 ＊乳児・いちご組１歳児はマスク不要

②車のダッシュボードにクラスカラーの駐車券を置いて下さい。 *後日配布

┝入口からそのまま直進して下さい。

┝ 駐車場 の図を参照して、①いちご組、②年少、③年中・年長の３コースに分かれ、

駐車して下さい。

＊ごきょうだいがいるご家庭は、年上のお子様の学年のコースへ。

┝駐車したら、 向島運動公園 の図を参照して、２箇所の「便所」前の手洗い場で

手を洗って下さい。 *手洗い場には園の消毒液も置いておきます。

┝ 会場の見取り図 を参照して、全園児 →「入場門」付近へ連れて来て下さい。

年少・年中・年長組の見学者の方 →グラウンドの「外野席」で待機して下さい。

いちご組の見学者の方 →「トラック周辺」で待機して下さい。

２）園児の集合場所

┝いちご組を含む全園児が水筒を持って、「入場門」に集合して下さい。

３）見学者の待機場所

┝いちご組 →「トラック周辺」で待機して下さい。 ＊いちご組が最初の種目のため

┝年少・年中・年長組 →「外野席」で待機して下さい。

┝外野席には個人テントを設営できません。適宜、日傘や帽子などをご用意下さい。

┝いちご組の種目が終了したら、年少組の見学者がトラック周辺へ入れ替わります。

┝いちご組と年少組は、自分の学年の全種目が終了したら、手を洗い、マスクを着用

してご帰宅下さい。
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４）全種目の終了後

┝年中・年長組の保護者のみなさまは、テントの片付けなどにご協力下さい。

┝手を洗い、マスクを着用してご帰宅下さい。

┝帰宅後に体調が悪くなり、診察・検査を受けましたら、必ず園までご連絡願います。

会場での注意事項

☆各家庭で必要以上の大きなシートは敷かないで下さい。

☆同じ方が何カ所も場所を取らない様にして下さい。

☆会場内での、飲酒・喫煙は禁止とさせていただきます。運動会に向け子ども達は小さ

な体で精いっぱいがんばって練習していますので、保護者の方は常識ある行動で、子

ども達に大きな声援を送ってあげて下さい。ご協力をお願いします。

プログラムの変更

┴当日の天候によって、一部のプログラムを省略して進行する事もあります。ご了承下

さい。

衣装、踊る位置など

┓今年も保護者の見学なしで予行演習をするため、お子様の衣装、踊る位置がご不明の

ことかと思います。

┓後日、学年別通信にて衣装、踊る位置などの内容についてお伝えします。

┓プログラムは、本日配布しています。

会場までの交通・経路

┿一般道ですと幼稚園から１５分程度です。時間に余裕をもってお越し下さい。

┿以下をご参考の上、車のナビを設定して下さい。

・名称：向島運動公園 *【注意】同じ名称が山口県防府市にもあります━

・所在地：〒722-0073 広島県尾道市向島町11098-289

・電話：0848-44-6700

┿一般道の経路 *幼稚園から約15分

・尾道大橋（無料）で向島に入り直進すると信号待ち渋滞 →Ｔ字路の「二番潟」交差

点を右折 →右にハローズ、左に「尾道市民センターむかいしまココロ」が見える

→「富浜」交差点（しまなみ海道の標識あり）を左折 →国道317号線を道なりに進
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む（人家がまばらになっていく） →左に「ヤマト運輸尾道向島センター」が見えた

ら、そのすぐ先（向島運動公園の標識あり）を右折 →上がり勾配で細く曲がりくね

った道を道なりにゆっくり進む。

┿高速道の経路 *「向島IC」から数分で到着

・しまなみ海道の新尾道大橋（有料）で向島に入る →「向島IC」で降りる（料金300

円） →信号「向島インター入口」を左折 →100メートルほど進み※、すぐ先（向島

運動公園の標識あり）を左折 →上がり勾配で細く曲がりくねった道を道なりにゆっ

くり進む。

*「※」印の所で「ヤマト運輸尾道向島センター」が右に見えて通過したら行き過ぎ━

向島運動公園
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駐車場

┿運動公園の事務所と打ち合わせて、駐車場所をすみ分けています。

┿指定の場所以外には駐車しないで下さい。また途中で車を出すことはできません。

┿向島運動公園に入ったら、そのまま直進し、上の図に沿って３つに分かれて下さい。

○【年少組専用 多目的グラウンドの外周道路】約７０台

＊反時計回りで入り、前に駐まっている車の後ろに駐車していきます。帰りは前の車から発進。

＊「第４コート」の敷地も駐車可です。

○【いちご組専用 第３駐車場】事務所前を左。約４０台＋１０台。

○【年中・年長組専用 多目的グラウンド内】約１４０台。

×第１駐車場（運動公園の入口からすぐ左）：駐車禁止！ *他の利用者が使用

×第２駐車場（運動公園の入口からすぐ右）：駐車禁止！ *他の利用者が使用

×第４駐車場（事務所前を右） ：駐車禁止！ *他の利用者が使用

┿クラスカラーの駐車券は、車のダッシュボードに置いたままにして下さい。

＊駐車券は、後日、上のお子様のクラスカラーのものを１枚配布します。
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【駐車場所をお守り下さい】

┝指定した場所以外には、絶対に駐車しないで下さい。

┝他の利用者の方に迷惑がかかります。

┝お守りいただけませんと、来年度、会場を借りることができなくなります。

会場の見取り図

┴急な位置変更をお願いすることもあります。ご了解下さい。

┴トイレは２箇所あり、数もあります。ただし便器は和式です。

┴「入口のアーチ」に飲料の自動販売機があります。

┴芝生・階段の「外野席」も見学・休憩でご利用できます。

締切：１０／７（金）
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全員提出

見学予定一覧

【園児本人】

くみ 名前

くみ 名前 *１人目のきょうだい

くみ 名前 *２人目のきょうだい

【見学を予定する方】 *保護者を含め、４人までです

① 続柄 名前 住所

② 続柄 名前 住所

③ 続柄 名前 住所

④ 続柄 名前 住所

⑤ 続柄 名前 住所

＊運動会限りの利用とし、運動会から２週間後に責任をもって処分します。

＊こちらも全員回答

前日１４日（金）のひまわり保育、バス給食の利用予定

*当てはまるものに○

┗ひまわり保育を ・利用しません ・利用します（迎えの時刻： 頃）

（バス利用児のみ回答）

┗バス給食を ・食べません ・食べます

提出後にひまわり保育、バス給食の予定が変わりましたら、ご連絡下さい。
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