第 63 回剣道級位審査会

当日注意事項

審査日：令和 2 年 11 月 15 日（日）午前受付 9：00、午後受付 12：30
（午前審査は 8 級～4 級、午後審査は 3 級～1 級）
会場：吹田市立武道館（洗心館第一武道室）
＜当日注意事項＞
・午前の開門時間は 8：45 です。開門前からならばないように時間の調整をお願いいたします。
・役員の方の駐車場開場は 8：35 です。路上停車ができませんので時間調整の上入場ください。
なお駐車券の配布は入り口で役員よりお渡しします。各団体への配分は下記となります。
審査員の先生：藤原先生（さ）、大竹先生（純）、石田先生（高）は普通車駐車券
藤澤先生（剣）と古川先生（吹）は平面駐車券（2 台のみ）
審査員以外の役員配分：さつき 4 台、ひかり 2 台、高野台 2 台、山田 2 台、玄武館 1 台
吹剣 1 台、中体連 1 台、純正館 1 台、剣心 1 台
以上駐車券は合計 20 台分です。上記配分で役員以外の方の駐車でも可能ですので有効に
ご利用ください。
・各団体でこの用紙をコピーの上受審者全員にお渡しください、そのうえで下記の当日の体調
確認表を持参くださいますようお願いいたします。受付時に出席者分を提出いただきますようお
願いします。付き添いの代表者もしくは保護者の方、又役員の方もご提出いただきますようお願
いいたします。
・役員の方のお弁当を用意いたします。ただし午前のみの担当団体（玄武館、吹剣、ひかり、中体
連の各 1 名）の方の昼食はありません。
・受審者は入場したら一旦観覧席へ荷物を置き、防具・竹刀など審査に必要なものをもって審査会
場へ入ってください、各級ごとに待機場所が決められていますので役員の指示に従って着席して
ください。
・午後の審査 1 級～3 級は 12：00 以降に入場いただきますようお願いいたします。
・その他、級位審査会の案内に添付の「新型コロナ感染防止対策における注意事項」をよく読んで
いただきますようお願いいたします。
キリトリ線

11/15 当日持参提出いただきますようお願いいたします。
第 63 回吹田市剣道級位審査会
令和 2 年 11 月 15 日

吹田市立武道館

9：00～15：00

本日の級位審査会に参加するにあたり体調不良等ありませんのでご報告いたします。

所属団体名

個人の方は記入不要です

下記該当に○印をお願いします

受審者・責任者・付き添い保護者・役員・その他（

お名前

）

体温 37.5℃未満です

□←レチェックを

【第 63 回級位審査会

新型コロナ ウィルス感染防止対策におけ る注意事項 】

＜共 通事 項＞
・今 回の 受審 対象 者は 吹田 市内 の在 学生、道場 生、教 室生、市内 在住 の方 に限定 させ てい ただ いて
おりま す。
・受信 者及 び保 護者 、役 員を 含め 全 員当日 の朝 自宅 にて 検温 をお 願い い たしま す。
37.5°以上 の方 は受 審で きま せん 、 また保 護者 役員 の方 も入 館で きま せ ん。
・当 日は 必ず マス ク着 用に てご 来館 く ださい 。マス クを 着用 しな い方 の入 館 をお断 りい たし ます 。
・入退 館の 際は 必ず 手指 の消 毒を お 願いい たし ます 。
・大き な声 での 私語 は慎 んで いた だ きます よう お願 いい たし ます 。

＜受審 者及 び保 護者 又は 団体 責任 者 ＞
・当日 の入 館に は入 場制 限を 設け て います ので ご協 力お 願い いた しま す 。
第一 武道 室の 観覧 席→30 人程 度 、各団体 責任 者を 含め 保護 者 2 人 まで とし個 人で の受 審保 護者
は 1 人 とし ます。
第三 武道 室の 観覧 席→ 午前 中の み の使用 とな りま す。 各団 体責 任者 も しくは 保護 者 1 人 とし
個人 での 受 審保護 者 は 1 人と しま す。
上記 以外 の保 護者 の方 など は駐 車 場もし くは 武道 館外 での 待機 をお 願 いいた しま す。
・受信 者は 全て 会場 へ入 った ら面 マ スクを 着用 して 待機 のこ と（ 面マ ス クは鼻 まで 覆う ）
・8 級～5 級の 受信 者は 面マ スク を必 ず着用 する こと 。
・4 級～1 級の 受信 者は 面マ スク 及び マウス シー ルド を必 ず着 用す るこ と 。（面 マス クは 面着 用時
のみ鼻 を出 して もよ い）
・木刀 など の貸 し借 りは しな いよ う に各自 用意 をし てく ださ い。
・会場 にお ける 待機 場所 の指 定が あ ります ので 誘導 員の 指示 のも と移 動 をお願 いい たし ます 。
・受付 時間 が午 前と 午後 に分 かれ ま すので ご注 意し てく ださ い。
午 前 9：00 受付 →8 級～4 級 、午 後 12：30 受付→3 級 ～1 級の予 定で すが申 込状 況に より 若干
の変 更が ある 場合 があ りま すの で ご注意 くだ さい 。（ 変更 ある 場合 す ぐに連 絡い たし ます ）
・審査 終了 後は 速や かに 解散 いた だ きます よう ご協 力願 いま す。
・更衣 室の 使用 はで きま すが 人数 制 限をか けま すの でで きる だけ 剣道 着 着用に て会 場へ 入館 いた
だきま すよ うお 願い いた しま す。
・水 分補 給用 の水 筒や 汗拭 きタ オ ルは各 自専 用に 用意 して くだ さい 。
・審査 にお ける 発声 につ いて 、自 然 に声が 出る のは やむ を得 ない とし 発 声を審 査対 象に は含 めな
いと いた しま す。

