
令和3年度　運動会　保護者アンケートから（抜粋） ※兄弟姉妹は上の学年で回答しています

学年 ご感想・ご意見
１年 コロナ禍での運動会開催、諸先生方は大変な御苦労だったことと思います。ありがとうございました。天気にも

恵まれ子供達の頑張る姿に元気を貰いました。

１年 コロナ禍の大変な中、準備をはじめ、運動会を開催していただきありがとうございました。
運動会の練習の様子をよく家庭で話してくれていました。とても楽しいこと、ダンスが難しいこと、入退場の場
所を覚えられたこと、リレーのカーブが難しいこと、その練習の成果を見れたこととても感謝しています。
子どもにとってとても良い経験ができたと思います。この経験を生かしこれからも実のある学校生活になれるよ
うにしたいです。
これからもよろしくお願いします。

１年 待機エリアにも日焼けテントがあると助かります
(半日開催でテントなど設置できない場合)

体育館までわざわざ行くのは小さい子を連れているとなかなか大変です
１年 子どもたちみんなが一生懸命に取り組み､楽しんで行っていてとても素敵な運動会だったと思います。会場の区画

もわかりやすく運動会もスムーズに行われたので私たちも楽しむことができました。

１年 コロナ禍でも運動会をやり終えたことは子供達にとって貴重な経験になったことと思います。ありがとうござい
ました。
色々な制約もあっただろうとは思いますが、赤白チームに分けるのであれば、点数表示などをして勝敗を競わせ
るのも子供達の士気があがって良いのではないかと思いました。

１年 観覧エリアがあることで場所取りに苦戦することなく楽しめた。
１年 観覧席のマナーも守られていて、とても応援しやすかったです。ソーラン節がとても格好よく、今は一年生の息

子が踊る姿を想像しました。楽しみです。どの学年の子供たちも、一生懸命で、頑張る姿に感動しました。色々
な係を一人一人が責任をもってこなす姿も印象的でした。小学生になって初めての運動会でしたが、上級生の姿
を見ながら息子も成長していって欲しいと感じました。分散登校、コロナ対策と大変な毎日の中、ご指導いただ
いた先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。

１年 小学校の初めての運動会で、コロナ禍の中去年はどんな感じで行われたのか分からず少し心配はありましたが、
観覧席を設けて各ご家庭が自分の子供の競技などを撮影できた事は本当に良かったと思います。
競技の場所や順番なども教えて頂いのでドタバタせず子供の撮影ができました。来年以降も同じやり方で運動会
を行って欲しいです。

１年 子供達の頑張りを見れて感動しました。高学年のダンスはとても完成度が高く驚きました。沢山練習したことを
思うと、涙が溢れてきました。リレーもどの学年も頑張っていて、見応えがあり感動でした！

１年 どの競技・演技も素晴らしくとっても良い運動会でした。
上級生が消毒やマスクの案内をしたりなど児童の対策もしっかりしてました。
感染症対策や、観覧方法も良かったと思います。(下校の際は玄関付近が少し密でした)

規模縮小や他の家族が来れなかったのは残念でしたが、開催できよかったです。
対策・準備等ありがとうございました。

２年 感染対策もなされ、密にもならずに、スムーズに運動会が開催され安心しました。
家族の人数制限のおかげで子どもの演技も落ち着いてみられ、良かったです。
コロナ関係なくこういった形の運動会がいいなと思いました。

２年 本日はありがとうございました。
コロナ禍での大変な中、子どもも楽しみにしていた運動会を開催していただき感謝しています。
また、感染対策もしっかりしていただいており安心できました。
時間が短く種目が少ないながらもこどもたちのがんばった成果に感動し、ここまで仕上げてくれた先生方にも感
謝でいっぱいです。
まだまだコロナウイルス感染が心配ですが終息することを願い、来年はぜひまだ入学してから一度も経験してい
ない1日運動会をお弁当を持って参加したいと思っています。

２年 2週間延ばすべきだと思いました。組み立て体操もなく残念でした。でも先生方のお陰で開催され、また天気にも
恵まれ嬉しかったです。ありがとうございました。

２年 日陰が少なく、テントも禁止の為、日陰は密集してました。持参テント許可か、学校で用意して頂ければいいか
と思います。

２年 コロナ禍の中、2年続けての午前中開催は致し方ないと思っています。
去年に比べて今年はダンスにしても低学年から高学年まで統制がとれていた様に感じました。
良かったと思います。
短い期間で分散登校もある中でここまでの状況は見応えありました。
来年こそは今の状況が落ち着き1日を通しての開催が出来る事を願っています。

先生方の御尽力に感謝致します。
２年 各家庭で2人までの入場許可ですが、両親+未就学児の3人以上で入場している家族がいました。

片方の親が家で未就学児の面倒を見ることは可能のはずですので、学校側から提示された決まりを守っていない
ことになります。
学校側の指示に従っている家庭が不公平になりますので、来年は未就学児も入場申請を必須にしてほしいです。

２年 感染症対策が万全なのは良かったが、入学して一度も運動会をおじいちゃんおばあちゃんに見せてあげれてない
ので、来年はみんなが来れる運動会にしてほしい
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学年 ご感想・ご意見
２年 コロナ禍、分散登校もあったなか、児童がのびのびと競技を行い、体を動かす楽しさ、友達や上級生、下級生と

過ごすひとときが印象的だった。
従来のフェスティバル色が強い運動会より、
シンプルで本来の教育活動を目的とした運動会となっているため、一保護者の立場からは今回の運営の仕方の方
が学校生活や交友関係が伝わりやすく好感をもった。
勝ち負け関係なく、参加した児童が大満足で帰宅し、運動会楽しかった〜！と申していたことから、よい思い出
になったと思う。
　帰宅後昼食をとりながら運動会の練習から競技にうつるまでの話を聞き、日頃すれ違いの多い父親とゆっくり
団欒ができ、午後は珍しく父親のそばで過ごしていたため、家庭環境にも一役かっていただいた結果となった。
　制限の多いなか、中止の可能性にも諦めず準備を進めてくださった先生方、教育関係者の皆様の努力に改めて
敬意と感謝を申し上げます。

２年 娘はまだ２年生なので、１日開催の運動会を経験していません。ですので、本人は半日の運動会でリレーとダン
スのみでしたが大満足だったようです。
保護者としては、コロナ前の運動会ができていたらと、思うところもあります。
分散登校の時期があり、学習面の遅れも心配です。火曜日からは、気持ちを切り替えて頑張ってもらいたいで
す。

２年 一度延期になってからの運動会の準備等、ありがとうございました。
今年は分散登校もあり、準備の時間が少なく大変だったと思いますが、それを感じさせない子ども達の素晴らし
い姿を観ることができ、嬉しかったです。
コロナ対策として、観覧人数制限があるのはよかったです。観覧場所の入れ替え制も観覧者が固まりにくいの
で、よかったです。
ただ開会式、閉会式では、残念ながら観覧エリアで日傘を使用されている方もいて、保護者待機エリアからは見
づらかったです。観覧エリア前列は座るなどにしていただけると、保護者待機エリアからでも見やすくなるので
はないかと思いました。
また、低学年の表現が、子どもたちが向き合って行われていたので、保護者としては子どもの顔があまり良く見
えなかったので、残念でした。最後の移動も遠くへ走ってだったので、速すぎてあらかじめ場所を教えてもらっ
ていても、見失ってしまいました。保護者も撮影するために一緒に走って移動してしまっている方も多く、交差
するので危ないと思いました。
表現の時はどの学年も出来れば外側を向いて演技するようにしてもらえたら有り難いです。
学年リレーは、子どもの並んでいる列の後ろも走ってくれたので、より近くで子どもを観ることができ、良かっ
たです。

２年 運動会の開催、ありがとうございました。
子供達の一生懸命頑張っている姿を見ることができ、先生方のおかげと感謝しております。練習もとても頑張っ
たことと感心しました。開会式、閉会式を座っての対応にして頂き、子供達の負担も特に暑い日でしたので、負
担は少なかったのではないかと思います。
待機中も消毒を行うなどコロナ対策もして頂き安心でした。

３年 昨年に続き半日開催でしたが、場所取りなどの手間もなく良いかなと思いました。
どの学年も、踊りなどもよく覚えたなと思います。とても感動しました。

３年 子供達にしてみれば、1日通しての運動会がいいと思うが、観覧者からしてみると半日で終わるくらいの競技数で
ちょうど良いように思います。
年々暑つさが増し残暑もきびしくなってきているので、今後も半日位で終わる感じが良いのではないかと思いま
す。

３年 コロナ渦の中先生方が色々と工夫をして行っていることが伝わりとても有意義な半日でした。観戦エリアもいつ
もより(コロナ前)見やすいですしコロナ前の保護者内の暗黙の合戦がなくよかったように感じます。半日でも1日
でも子供たちががんばる姿が見れるのは親としてはありがたい行事です。
上の子供からお世話になっておりますが運動会終了後に子供を待つため玄関周辺にとても保護者が集まります。
そのせいで子供たちの椅子の片付け等が遅くなっているように感じます。引き渡し訓練のように校庭内で保護者
が待つことは難しいでしょうか？(前もって地域ごとの場所を指定して親はそこにいて子供たちには終わり次第そ
ちらに来るなど)テントなどの片付けがあるのでそれも難しいように感じますが大きな荷物を運んでいる子供たち
の進路の妨げを何回も見ていて同じ保護者として恥ずかしく思いました。疲れている子供たちが最後までスムー
ズに帰宅出来るように保護者も考えるべきなのですがなかなかそのようなことを考える人は少ないと感じます。
個人的に運動会で見せる我が子の顔や普段は生意気なことを言っている近所の子供の真剣な顔などを見ると涙が
出てくる位感動します。あんなにがんばった子供たちに最後にグダグタな保護者を見せるのはちょっと切なく思
うところです。

３年 大変な状況の中の開催、ありがとうございました。
心から感謝申し上げます。子供たちの笑顔が見れたことが何よりでしたし、先生方にお会いする機会も少ない
中、お顔を拝見でき安心しました。

カメラマンに入っていただき、動画や写真の販売があるとありがたいです。
参加者2名までの中で、ソーシャルディスタンスを守りながらの応援と撮影は忙しく、本当はカメラ越しではな
く、肉眼で子供達を見てあげたいです。

３年 先生方、PTA本会役員のみなさま、準備や片付け等、ありがとうございました。
運動会も半日でしたが、内容はとても良く　時間もちょうどイイと思います。
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学年 ご感想・ご意見
３年 運動会の準備や指導ありがとうございました。

子供達の頑張ってる姿がみれて、とても感動しました。
お酒と煙草を吸っていた方が何人か居たので、喘息もあるので出来れば学校でも見回ってもらいたいです。来年
は完全禁止でお願いします。
よろしくお願い致します。

３年 延期になってしまいましたが、晴天の下で無事に開催できたこと、よかったです。
子どもたちの頑張る姿を拝見でき嬉しく思いました。
1年生、2年生のリレーは毎年分かりにくいので徒競走を希望します。
3、4年生のソーラン節はとても迫力があって子供たちの気合が感じられました。
ただ、下校の際、玄関付近がとても密になっていたのが気になりました。
色々変更があったりと例年通りいかず大変な中、先生方、子供達のためにありがとうございました。

３年 子供達の頑張っている姿はとても感動しました。
しかし、コロナ対策という点では最近学校からコロナ陽性者がでたにもかかわらず1週間の延期のみで開催され、
密状態も所々に見られたので学年をわけての開催でもよかったのではと思いました。

４年 運営については感染対策、密にならない対策を徹底しており、安心して観戦出来た。感謝してます。未満児の受
け入れも可能にしてもらい、有り難かった。一方で、学校の校門横での喫煙者が多く、副流煙、マスク無しでの
会話、柄が悪い人も多く、不安になる部分もあるので、そこへも対応してほしい。6年生はもう少し種目を増やし
てもいいのではないかと思いました。

４年 コロナでなくても半日開催でいいと思います。開会式をもう少し早い時間にして、学年種目の競技を１つずつや
るようにしたらいかがでしょうか？

４年 応援合戦や声援を送りたいであろう中、こどもたちが静かに観覧している姿が印象的でした。
少し寂しい感じもしましたが、ルールを守り、気遣いしながら運動会を成功させたいという思いが伝わりまし
た。
来年はこどもも保護者も声を出して応援できるような運動会になればいいなと思いました。
無事に開催していただき、ありがとうございました！

４年 このような状況の中、運動会が無事に開催されて本当にありがたかったです。先生方のご尽力に心から感謝いた
します。ありがとうございました。ただ、半日の運動会は少し寂しい気もいたします。せめて高学年の競技数が
もう少し多くあればいいなと思いました。来年度、コロナが落ち着いていましたら、高学年の組立体操を復活し
ていただきたいです。また、祖父母も孫が頑張っている姿を見たいと言っておりました。来年度は観覧の人数を
もう少し増やしていただけるとありがたいです。

４年 快晴の中、開会式等で貧血で倒れる子どもがいるので体育座りで話を聞くスタイルで良かったと思いました。リ
レーにダンス 楽しめる種目凝縮の内容で良かった。吐気がすると弱気な竜大の背中を押し走らせていただき感謝
です。 観覧エリアは人との距離が近いので 大きな声援ができなかったけれど感染対策としてはベストであったと
思います。

４年 分散登校、運動会の延期等がありましまが、無事に運動会を終える事が出来てよかったです。昨年同様、コロナ
禍の中での運動会だった為、子供達には少し物足りない感じがあるかもしれませんが、私個人としてはお弁当の
準備から始まり、場所取り、片付けを考えると、半日の運動会で助かったというのが正直な気持ちです。
昨年の開会式時、体調が悪くなってしまう児童が多く、ハラハラしながら開会式を見ていましたが、今年は座っ
て行っていたので安心して見る事が出来ました。

４年 コロナ禍で競技にも制限があるなかで子供達は頑張っていたと思います。いい運動会でした。
来年度以降は、感染症対策に気を遣わなくて良い運動会が開催されることを願うばかりです。しかし一方で、こ
の2回を契機に運動会のあり方を抜本的に見直していただきたいです。10月に延期されても炎天下になる現代の気
候状況です。家庭環境も昔ながらの両親祖父母揃って、一族の娯楽的に参加されるご家庭ばかりではないと思い
ます。
PTA競技などは廃止又は縮小するなどして開催時間を短くしてほしいです。個人的には半日で終わりでよいと思
います。
児童も色々な感想があると思いますのでそれも汲み上げていただき、児童主体で運動会のあり方を考えるのも良
いのではないのでしょうか。ご検討よろしくお願いいたします。

４年 楽しみにしていた運動会が無事終了しましてほっとしております。昨年より午前中のみの運動会ですが、多忙の
現在に正に合ったシステムと感じました。これからは、日本全国の運動会が午前中で終了できるものになってほ
しいと思います。

４年 コロナ禍の最中の子供達のご指導に加え、急な延期や台風に戸惑いながらも無事に運動会を終えたこと。先生方
のご尽力のおかげだとまずは感謝を申し上げたいと思います。
台風一過の晴天で、とても清々しい気持ちで運動会を見学できました。子供達がみんな一生懸命に取り組む姿を
見られ、感動しました。
今年も昨年に続き、半日の開催でした。残念な部分もありますが、お弁当やタープの組み立て、場所取りに戦々
恐々もすることがなく、競技自体に集中できたので、負担が減って良かったです。
下の子が不定形発達なので、運動会のような、いつもと違う環境が負担でしたが、半日だったおかげで、なんと
か気持ちを保つことができました。これ以上長いのは、無理だったと思います。
今後も子供達のこと、よろしくお願い致します。

４年 コロナ禍の中の運動会の開催、先生方又、関係者の皆様には感謝致します。
全体的にコンパクトに進行もスムーズに出来ていたと思います。
出来れば来年の5、6年生には組立体操をやってもらいたいです。
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学年 ご感想・ご意見
４年 運動会、ありがとうございました。準備期間も短くはありましたが子供達が楽しそうで良かったです。

表現で子供達が大移動をして親御さん達がそれに合わせて移動していたりしましたが、親御さん達が追い付いた
時には子供達が踊り終ってる…ということがありました。移動するのも表現の中では必要だとは思いますが、撮
影できる場所が限られている中で大変そうだとは思いました。

来年は１日開催出来ることを願っています。
５年 とても素敵な運動会でした。

子どもたちの頑張りも先生方の頑張りもとても伝わってきました。
西条小学校最後の運動会、良い思い出を作ることができました。息子のやり切った笑顔を見ることが出来て幸せ
でした。
本当にありがとうございました。

５年 半日でも子供達が頑張った成果が見るとことが出来てとても良い内容の運動会でした。
お弁当の買い物での延期の場合の心配や無駄が出ないこと・買い直ししなくてもいいことなどの心配がない点が
半日でもいいのかなと思いました。
先生方をはじめ協力してくださった方々ありがとうございました。
お疲れ様でした。

５年 観覧エリアで、前列の人達が、立ち見していて、
後列から見えなかったので、周りに配慮して頂きたいと思います。学校の方でも指導をお願いします。

５年 時間のない中で子どもたちなりに放課後リレーの練習をしたり、ダンスの練習をしたり、一緒懸命にがんばって
きたことが伝わってきました。こどもたち、とってもいい顔をしていました。6年生、とってもかっこよかったで
す。こんなに楽しめる運動会を考えて頂いた先生方、子どもたちのために、ありがとうございます。

５年 コロナゆえの運動会の規模縮小で運動会での親の負担がだいぶ激減されつつ、校庭内の移動もとても楽で、短縮
されても濃縮された大会となり、忙しなさも無く心から楽しめる運動会になって嬉しいです。それぞれの祖父母
も遠方で、通常通りの運動会になっても呼ぶこともできず、色々と負担を考えると親側が心から楽しむことも難
しいので…。この落ち着かないコロナ禍の中、いろいろ対策しながら開催してくださり本当にありがとうござい
ました。

５年 コロナ禍での運動会、種目は少なくて残念でしたが、開催していただけ良かったです。
首から下げる名札、とても良かったと思います。

５年 コロナ禍での運動会開催という事で、色々な葛藤もあったかと思います。この様な状況の中で開催して頂けたこ
とに感謝しております。
でも、やはり物足りない‥『子供たちが可哀想だな』と思わずにいられない事も事実です。
早く、コロナなど気にしなくても良い日常が戻る事を願うばかりです。

５年 多少物足りなさはありましたが、コロナ禍の状況下でいたしかたないと思います。
コロナ対策もとれていて良かったです。
観戦ができて現在の状況ではベストだったと思います。今後少しずつコロナ前に戻して行ければと考えます。あ
りがとうございました。
お疲れさまでした。

６年 コロナ禍での開催でしたが、感染症対策をしっかりするなかで開催できたことは本当に良かったと思います。先
生方をはじめ、関係各位に心より御礼申し上げます。
運動会については半日という短い時間のなか、様々な制約があり、コロナ禍以前のような盛り上がりを作ること
はできず、少し不敏にも思いましたが、創意工夫のもと、精一杯頑張っている児童の姿は心を打つものがありま
した。
自分の子どもは最高学年として役割を担い、よい思い出が作れたのではないかと思います。少なくとも私は素晴
らしい思い出になりました。
まだ新型コロナウイルス感染症は続くと思いますが、運動会同様工夫を凝らして残りの学校生活を満喫してもら
いたいと思います。
今日は素晴らしい運動会をありがとうございました。
先生方に感謝すると共に先生方もよく身体を休めてください。
ありがとうございました！

６年 先生方の御努力のもと運動会はとても良いものでした。しかし、6年の保護者としては少し寂しい感じがします。
（半日なのが）
でも、コロナ禍なので安全、安心に出来たと思います。

６年 運動会、開催していただきありがとうございます。先生方の指導のもとに一生懸命練習した成果をみることがで
き感動させてもらいました。
半日の短い時間ではありましたが、母親のお弁当作りというプレッシャーもなく…心から楽しみに運動会を迎え
ました。。
もちろん、みんなでお弁当を囲む楽しみもありますが…

我が家はまた来年、一年生にあがる三男もおります。また来年も無事に開催されますように。。
ありがとうございました‼︎

６年 最後の運動会が半日で残念だったが5、6年の表現がよかった。最後の礼の時も写真が撮れればよかったが取れな
くて残念だった。
先生方には本当に感謝します。とても素晴らしかったです。ありがとうございました。



令和3年度　運動会　保護者アンケートから（抜粋） ※兄弟姉妹は上の学年で回答しています

学年 ご感想・ご意見
６年 感染予防を行いながらの開催で、先生方は大変だったと思います。

親としては時短で競技が少ないことを残念がるよりも、まずは開催できたことが子どもたちのために良かったと
思っています。
本当にありがとうございました。

気になったこととして、受付で朝検温した体温を記入した参加用紙を箱に入れるだけというような形でしたが、
記入された体温を受付でチェックしないと形式的なものになってしまいます。受付で検温するという対応が良
かったのではないでしょうか。
自分の子どもの学年の競技のときだけ観覧席に入るというルールはきちんと守れていたと思います。皆さん意識
高く行動されてました。
今年は修学旅行にも行けましたし、運動会もできて、本当に良かったと思います。先生方の努力のおかげです。
感謝の言葉しかありません。

ありがとうございました。

６年 前回よりも、ダンスに組み立て体操の一部を入れて頂き、色々と工夫をして下さって良かったと思いました。
短時間で本当に良く覚えたなと感心しました。
リレーは、毎年白熱した戦いを見れて、マスクから声が出そうになる位楽しかったです。ビデオを見せたら、祖
父母も喜び、感心していました。
色々とご配慮頂きありがとうございました。

６年 このコロナ禍において安心安全を考えて実施して頂きありがとうございました。
分散登校もあり、少ない練習時間であったにも関わらず素晴らしい演技でした。
開会式、閉会式においては毎年熱中症の不安が有ったので、座っての実施は良かったです。

６年 最後の運動会、開催していただきありがたかったです。６年生にとって、運動会がやはり大きな成長の場なんだ
なぁと感じました。係活動も最後の片付けまで一生懸命頑張っていました。子ども達の頑張りに感動しました。
あっという間に終わってしまいましたが、きっと子ども達にとって意味があり、思い出に残る１日になったと思
います。先生方、本当にありがとうございました。

６年 無観客で1日で行ってほしかったです。保護者はオンラインでライブ映像を観るなどでも良かったと思います。子
供たちの姿を生で観たいと思いますが、1日で行う運動会は子供たちにとって良い思い出になると思います。

６年 今年は最終学年にもかかわらず、例年のように応援合戦や、色別で競ったり、組体操ができないので、本人たち
もさぞ心残りだろうと思っていました。しかし、親の思いとは違い、本人は充分に情熱を注ぎ、最後まで一生懸
命やりきり、悔しさも味わい、本当に清々しいいい表情でした。できることが限られる中、先生方が最善を尽く
してくださったことに本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

６年 突然の延期で先生方も対応等大変だったかと思いますが、当日は天気にも恵まれ本当に良い運動会だったと思い
ます。例年に比べればボリュームも少なく子どももちょっと物足りない？思いはあったようですが、今まで当た
り前だったことに少しでも感謝出来るよう、親自身もならなければと感じました。
最後の表現は毎日家で練習した成果が発揮でき、こみ上げるものがありました。
これでまた一つ成長し、皆のお手本となれたのかなと思います。
先生方には様々な面でご指導いただき感謝いたします。小学校生活も残り半年もありませんが、今後ともよろし
くお願いいたします。
ありがとうございました。

６年 コロナ禍の中運動会ありがとうございました。最後の運動会、半日で寂しい気持ちもありましたが、表現で、少
しでも、組み立てができて、ダンスも、みんな一生懸命で、短い練習期間だったのに、素晴らしかったです。ピ
シッとした姿に感動しました。早くコロナが落ち着いて、みんなが元気よく応援できて明るく楽しい運動会が出
来たらなって思っています。ありがとうございました。

６年 運動会お疲れさまでした。
コロナ禍で今年の運動会もどうなるかと心配していましたが、半日とは言え、無事開催できて良かったと思って
おります。校長先生をはじめ先生方には開催にあたっても大変な苦労があったことと思いますが、ありがとうご
ざいました。
今年は6年生で小学校生活最後の運動会でした。
今年は赤と白の2チーム。いつもクラスの中でもバラバラにならざるを得なかった6年生が、クラスで1チームとし
て取り組めた事は本当に良かったと思っています。ありがとうございました。
ただ、本来なら沢山の全校、学年競技があり、子供達もそれぞれに自分達の力を発揮できたと思いますが、どの
学年も2種目。不完全燃焼は否めないと思います。せめて、6年生だけでも綱引きや他種目を追加する、6年生だけ
でダンスなど、6年生の思いをくんでいただけたら良かったなと思いました。ソーシャルディスタンスやマスクの
着用など、例年通りの開催は難しい事は、十分に承知しております。仕　来年はコロナがどうなるかは分かりま
せんが、子供達にとって、どんな状況の中でもいつまでも心に残る良い思い出となる運動会であって欲しいなと
思います。


