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※毎回合唱団にお送りしている Hamorrow ですが、合唱団の活動を控えている状況で、「団の代表に送

付されても、団員に配布する手段がたいへんである」という意見をくみ、ＨＰ配信といたします。

令和２年度を振り返って           理事長 大 木 秀 一

2020 年度はコロナに始まりコロナに終わる年になりました。７，８月から練

習を再開された合唱団もありますが、その練習も go to が始まったころからの

急激な感染者の増加により 10 月から練習を休止せざるを得なくなった合唱団

がほとんどと聞いています。中高を除き一般の合唱団はいまだに練習が出来て

いない状況です。中高の練習はマスク着用でなんとか出来ていますが、一方で

体育系の部活動はマスクなしでの活動を許されていて、学校によっては廊下で

も大きなかけ声を出して密で走り回っている状況を見るにつけ聞くつけ、やるせない気持ちになります。

20 世紀枠候補の野球部の紹介でテレビ放映される様子を見ると、最後のインタビューの場面のみ部長が

マスクをしていたのみで、それ以外の 9 割の映像はマスクなしで室内でも室外でも密で大きな声を掛け

あうシーン、集団で街中を走る様子などを見ると悲しくなってきます。（ジョギングランナーの後ろ 10

メートルはものすごく濃い飛沫になっていることは周知のところです）

今、中高の合唱部では定期演奏会の実施を目指して懸命に努力をされていることと思いますが、是非

その苦労が報われることを祈って止みません。札幌は以前の一日につき 150 人以上の感染者から 50 人

を下回る日が出てきています。この感染が昨年の７、８月程度まで収まり、一般の合唱団も感染対策を

した上での練習を始めることが出来る日が一日でも早く来ることを祈るのみです。

令和３年度 事業予定－１－【札幌合唱連盟関係】（あくまでも予定です。変更や中止となる場合があります）

４月 18 日（日） 定期総会 （札幌市教育文化会館）

５月 22・23 日（土・日）合唱講習会 （講師：清水雅彦先生／会場：大谷記念ホール）

６月 26・27 日（土・日）第 74 回コーラスフェスティバル（札幌市教育文化会館・大ホール）

２月 20 日（日）   第 29 回札幌ヴォーカルアンサンブルコンテスト

             （札幌コンサートホール Kitara・小ホール）

10 月 17 日（日）   札幌市民芸術祭市民合唱祭（第１部）※協力事業（札幌市教育文化会館）

※合唱セミナー    （講師・日程・会場未定）
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昨年２月に突然全国を襲った新型コロナ禍、厳しい状況はまた続いています。各学校や合唱団では、なかなか練習ができず

に、「ガマンの一年」を過ごされたことと思います。そんな中、いろいろな方法をやりくりして練習、演奏会を行なっている合唱

団を紹介し、みなさんの活動の参考にしていただければと思います。

コンクール中止の知らせが次々と入り、落胆する

部員たち。練習日や練習時間の短縮、さらに感染症

対策を徹底し少しずつ練習が再開したものの、マス

クで顔を覆いながら歌う子どもたちからは、戸惑い

と不安が見え隠れしていていました。今年度、どの

ような活動ができるかと模索する日々。そのような

中、秋に行われる中文連演奏会について検討中とい

う情報が入り、わずかな望みを託します。どんな形

でもいい。なんとか３年生に発表の場を設けてあげ

たい。顧問としての切なる願いでした。２学期に入

ってまもなく実施決定の連絡が入り、中止にならな

いことをひたすら祈り続ける毎日。

密を避けるために、５回に分散し開催された中文

連音楽会は、事前に出演者および来場者名簿の提出

が求められました。本校が参加した９月 22 日（祝）

は hitaru で行われ、市内 12 校の合唱部が参加。例

年は、自校の演奏に加え他校の演奏も楽しめる音楽

会ですが、今年度は演奏時間に

合わせて会場入り、演奏終了と

同時に退室という流れに。演奏

するにあたっては、ステージ袖

で横の間隔 1.5 メートルを確認

して整列、その状態を保ったま

ま入場。前後の間隔は山台を使

用することで、列ごとに互い違

いに並び２メートルを極力確

保。1 団体ごとに換気５分、さ

らに３団体終わるごとに 15 分

の換気。マスクは演奏直前のステージ上ではずすこ

とが認めらましたが、練習中もはずすことのなかっ

たマスクを取る瞬間は、多少の緊張感が走ります。

2,300 人収容の客席は、出演団体ごとに総入れ替え

となり、たった数十名の家族と関係者が座わってい

るだけ。それでも、聴衆のあたたかい気持ちとじっ

と耳を澄まし聞き入ってくださっている様子を、背

後から感じ取ることができました。途中、歌いなが

らすすり泣いている３年生の姿が目に入り…。かけ

がえのない８分間、これまでの思いをこのステージ

に賭けた３年生のことを思うと、今でも熱いものが

こみ上げてきます。

実行委員の皆様の並々ならぬご尽力により、無事

当日を終えることができました。制限された演奏会、

そして感染症と闘いながらの練習はまだ続きそうで

すが、合唱の灯は決して消えることなく。

（札幌市立手稲東中学校 三澤真由美）

札幌北陵高校合唱部第 15回定期演奏会は 2020 年

９月 27日（日）札幌サンプラザコンサートホール

で開催しました。未知のウイルスの出現、当初演奏

会を中止せざるをえないと思っていました。しか

し、少しずつ状況が改善され開催できるかもしれな

いと、練習と準備を諦めず積み重ね、一般公開はで

きませんでしたが、生徒の保護者と家族、本校関係

者と在校生を招待する形で開催することができまし

た。

緊急事態宣言の中、休校が約２ヶ月続きこの間全

く練習ができず、急遽の苦渋の選択「音取り音源の

作成と配信」。いままでこれは絶対にしたくなかっ

た。これをすると必ず音楽力は磨かれない。他者の

音を聞いてから歌い出す変な癖がつく。平均律に慣

れすぎになる。

６月練習を再開。時間短縮にはなりました。しか

し、「音取り音源」良くないと痛感。苦痛の練習に

なりました。しかし、２週間も経つと、やはり高校

コロナ禍のなか、がんばってます！
特集

「合唱の灯を消さず」中文連開催     札幌市立手稲東中学校

コロナ禍の定期演奏会        札幌北陵高等学校
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生は若いくて柔軟、特に３年生の「音取り音源病」

からの脱却は早かった。真面目に２年間練習を積み

上げてきた成果です。下級生も３年に引っ張られた

形になりました。３年生諸君に感謝感謝です。

「感染対策を実施して演奏会を開催する。」昨夏

の時点でこれは誰でも未知領域。しがって考え得る

効果がありそうなことはほとんど実施したと思いま

す。一つ紹介しますと、50％の定員制限、さらに前

４列ほどを空けたため、使用できる客席数は定員の

40％程度と、平年の集客数以下になりました。そこ

で、招待券（入場券）とプログラムを一体化して招

待する方に事前に配布しました。「演奏会場での感

染対策のお願い」と「北海道コロナ通知システムへ

の登録のお願い」を掲載し、また、感染対策の内容

を事前にお知らせすることができました。これは演

奏会に対する「安心感と信頼性」得るためと考えた

からでもあります。そして、予め氏名と電話番号を

記入していただいた部分を、受付ではさみで切り取

ることで受付での感染防止対策を簡素化できたと思

います。

定演後、３年生が引退し助けてはもらえません

が、コロナ禍が続く中で苦渋の選択を迫られる場面

が今後もあるかもしれないですが、なんとか合唱活

動が続けられるよう、皆で知恵を出し合い、情報交

換して、地道な努力を継続するしかないでしょう。

（札幌北陵高等学校合唱部顧問 越後幸弘）

2020 年はキタラで 3つの演奏会に出演すること

が決まっていましたが、コロナウィルス蔓延のため

全てが中止になってしまいました。５月には中田喜

直没後 20 年を記念しての「水芭蕉コンサート」に

出演するため練習を重ねておりましたが、３月から

は練習会場の教会がクローズになり、区民センター

等も貸してもらえず出演を断念せざるを得ませんで

した。私はコンサートの実行委員長としてどうした

ら演奏会が出来るかを考え、合唱団抜きのプログラ

ムを組み直しましたが結局できませんでした。チラ

シもチケット作り販売も始めていましたので 演奏

会中止の後始末は大変なものでした。

また 10月にはアシュレー・コール創立 40 周年演奏

会があり、その為にも早く練習を再開したいと思っ

ておりました。７月からは教会で１時

間練習ができることになり、早々に役

員会を開き再開にあたっての準備を致

しました。教会からの感染症予防対策

についての約束事項や、全日本合唱連

盟から出されたガイドラインを参考に

させていただき、何とか再開にこぎ着

けました。その中で「合唱を愛する私

たちは、感染拡大防止のための感染リ

スクを十分に理解したうえで、そのリ

スクを回避するための対策を講じなが

ら最善を尽くして参りましょう」とい

う言葉に励まされ、今出来ることから始めようと決

心いたしました。練習会場の教会は２階３階が吹き

抜けで広く間隔もとりやすく安心して歌えます。勿

論玄関で検温、消毒しマスクを付けて換気をしなが

ら歌っています。遠い方や疾患を持っておられる方

等でお休みされている方もおられますがなんとか続

いております（28 名中 16～18名が参加）。11 月に

感染が拡大したことで練習は 30 分になりましたが

30 分しか歌えないではなく、短い時間でも歌う曲

の中に素敵なメロディーやハーモニーを仲間と共に

感じ、ピアニストの素敵な音色に乗せて歌う喜びの

時を大切にして歩んでいきたいと思います。マスク

無しで歌える日が来ることを信じて。

（アシュレー・コール指揮者 真部恵子）

感染予防対策準備中の受付の様子

コロナ禍の中で 歌う喜びの時を大切にして アシュレー・コール
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新型コロナウイルスの世界的流行。これによっ

て、私達の毎日は、常にマスクをして、アルコール

消毒液をかばんに入れて、毎日が緊張感のある生活

へと一変しました。

昨年３月から７月、本合唱団も感染予防のため、

練習を一時休止することとなりました。いつまた再

開できるのか目処が立たず、多くの団員が不安を感

じて過ごしていたと思います。そして練習が再開し

た７月。みんなが待ち望んでいた久しぶりの練習

は、以前とは程遠いものでした。しかし、悪いこと

ばかりではありません。常にマスクをつけて歌うと

自分の声が少し大きく聞こえるため、自分自身で改

善点を見つけるよい機会となりました。人と距離を

あけることで、周りの声が聞こえなくなることは、

周りに頼ってばかりではいけない、と一人一人に責

任感を生み出しました。誰もが真剣に２時間の練習

に取り組みました。

そして昨年 11月、私達 HBC少年少女合唱団は、

札幌文化芸術劇場 hitaru で定期演奏会を開催させ

て頂きました。観客席はいつもの半分以下、かつ団

員の関係者に限るという例年に比べると小規模なも

のでした。しかし、今年度、一度も舞台に立ててい

なかった団員にとって、このステージはとても意味

のある、大きなステージになりました。それは、休

止期間中のリモート練習や、再開後の団員の前向き

な取り組みがあったからこそだと思います。

私達は今、ＨＢＣの新社屋で練習しています。そ

こは 10 分で屋上から直接に室内の空気を入れ換え

ることの出来る優れた換気設備があり、とても広く

て綺麗です。週２回、そこで様々な学年の人と歌え

ることは、私たちの生活を彩ってくれます。もし、

興味のある方がいたら、一緒に歌いませんか？みん

なここで待ってます！

最後になりましたが、いつも明るく指導してくだ

さる先生方、支えてくださる事務局や父母の会の皆

様、本当にありがとうございます。そして、今も最

前線でコロナと向き合ってくださっている医療従事

者の皆様に団員を代表して深く感謝申し上げます。

（団員リーダー 福島 凛）

令和３年度 事業予定－２－【北海道支部関係】（あくまでも予定です。変更や中止となる場合があります）

７月４日（日） 第 44 回全日本おかあさんコーラス北海道大会（旭川市民文化会館）

９月 18 日（土） 第 72 回北海道合唱コンクール高等学校部門（札幌市教育文化会館・大ホール）

・19 日（日）   同上     中学校部門（札幌コンサートホール Kitara・大ホール）

９月 26 日（日） 第 72 回北海道合唱コンクール小学校部門（小樽市民会館）

10 月３日（日） 第 72 回北海道合唱コンクール大学職場一般部門（帯広市民文化ホール）

【全日本合唱連盟（全国行事）関係】（あくまでも予定です。変更や中止となる場合があります）

７月 24・25 日（土・日） 第 34 回おかあさんカンタート in 広島（広島）

８月 21・22日（土・日） 第 44 回全日本おかあさんコーラス全国大会（浜松）

10 月 30・31 日（土・日） 第 74 回全日本合唱コンクール全国大会中学校・高等学校部門（大分）

11 月６日（土） 第 74 回全日本合唱コンクール全国大会 小学校部門（所沢）

11 月 20・21日（土・日） 第 74 回全日本合唱コンクール全国大会 大学職場一般部門（岡山）

※５月に予定されていました第31 回コーラスワークショップ in 高知は中止となりました

リモート練習も取り入れて、何とか演奏会開催
現在は換気のできる新社屋で練習中 ＨＢＣ少年少女合唱団
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特別寄稿「コロナ禍の定期演奏会～手探りの感染予防・感染拡大防止～」

札幌北陵高校の定期演奏会

新型コロナ禍の中、演奏会の中止が相次ぎ、「演奏会はできない」ことが定番のようになっています。

そのような中で演奏会を開催した札幌北陵高校の越後先生に、開催のノウハウや注意点などを寄稿いた

だきました。お読みになり、いま演奏会を躊躇している団体の参考にしていただければと思います

札幌北陵高校合唱部第 15 回定期演奏会は 2020 年９月 27 日（日）札幌サンプラザコンサートホールで開

催しました。未知のウイルスの出現、３月頃には演奏会を中止せざるをえないと思っていました。マスク、

アルコール消毒薬など様々な物が品薄になり、いつまでこれが続くのか先が見えない時期もありました。し

かし、少しずつ状況が改善され、開催できるかもしれないと、手探りの感染予防・感染拡大防止の練習と演

奏会に向けての準備を進めました。

【練習】

練習を本格的に再開できたのは６月です。練習における最大の課題は「飛沫制御」と思います。合唱部通

信の「心に響くうた N0.４」に以下のように生徒と保護者にお願いしました。

【演奏会準備】

演奏会を実施するにあたって最も重視したのが「安心感と信頼感」です。ホール運営者との打ち合わせは

電話が基本です。ウイルスに関する情報が日々変わる中で、実施の可否を決定する条件と判断時期、ホール

から提示された感染対策の準備状況の報告、合唱団の健康状況の報告、開催要項、プログラム・進行表など

は通常より早く提出するなど、正確で正直な内容の情報交換がホールとの信頼関係を築くために必要でし

た。開催要項は学校内の手続きに必要なのですが、新型コロナウィルスへの対応をどのように行うか明らか

にし、学校の承認を得た上でホール提出しました。８月上旬ころの打ち合わせ状況をまとめると次のように

なっていました。

【入場券＋プログラム】

来場してくださる観客には、演奏会に対して事前に「安心感と信頼感」を持ってもらうことが重要です。

そこで、招待券（入場券）とプログラムを一体化して招待する方に事前に配布しました。「演奏会場での感

染対策のお願い」と「北海道コロナ通知システムへの登録のお願い」を掲載し、また、感染対策の内容を事

前にお知らせすることにしました。そして、予め氏名と電話番号を記入していただき、その部分を受付では

さみで切り取ることで、受付での人と人の接触機会の最小化を図りました。チラシに感染対策のお願いを記

載する方法もありますが、「入場券＋プログラム」のほうが紛失することなく演奏会当日まで何度か見ても

らえる効果が期待できました。さらにプログラムの用紙を３色に分け、退場時のアナウンスで色ごとに退場

をお願いし、退場時の混雑を軽減することにしました。

「３密を作らない」：十分な物理的間隔（前後２ｍ、左右１ｍの以上の間隔）、パートごとに分散して
練習、そして徹底した換気（窓開け、換気扇の使用）
「手洗いとアルコール消毒」：練習前、練習後（下校時）の手洗い。また、手指消毒用のアルコールが
入手できたので必要に応じてアルコールで消毒。
「練習場所の工夫とアルコール消毒」：フェイスシールドまたはマスク着用、練習場所にパーテーシ
ョンシールドを設置（物理教室）し、使用後は練習場所のパーテーション・机・キーボードのアルコ
ール消毒を行っています。また、午前授業・土日の練習日の昼食は、事前に机をアルコールで消毒、
パーテーションシールドを挟んで食事をとるようにしました。
「普段からの健康管理」：これが一番大切です。手洗い・うがい・睡眠時間の確保。不必要な外出は避
けたいものです。非接触型温度計を用いて、練習前の検温とその記録をしています。

①「保護者と家族、学校職員と生徒、合唱連盟一部役員のみを観客（入場者数の制限）とし一般公
開はしない。さらに、入場整理券を発行し、全席指定席にする。（入場者の把握）当日券は発行しな
い。持病のある方・高齢者の入場は熟慮してもらう。」②「今後の感染状況の把握のために８月下旬
に再協議、開催２週間前から開催日直前までサンプラザと協議を頻繁に行う。情勢によっては、中止、
無観客とする」を確認し、状況によっては新たな観点を加えることとしました。
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A4 二つ折りで右面が表になります。入場整理券の部分を切り取ると、さらに座席番号が書かれていて見え

るようになっています。座った位置の記録を持ち帰ることになります。切り取った部分は受付終了後厳封し

保管しました。

【アナウンス原稿】
本日は、札幌北陵高等学校合唱部第 15 回定期演奏会にご来場いただき誠にありがとうございます。
お客様にお願いです。新型コロナウィルス感染予防のため次のことをお願いいたします。席は指

定された座席にて、間隔を空けて おかけ下さい。マスクを着用し、咳エチケットにご協力下さい。
会場内・ロビーでの会話は小声で手短にお願いいたします。また、充分な換気を行うため会場内のす
べてのドアを開放して演奏を行います。

休憩は第１ステージ終了後、第２ステージ終了後の 2 回設定しています。ロビー、お手洗いでは密
集・密接を避けてご利用くださいますようお願いいたします。

終演後の退場は３密回避のため、お手元のプログラムの色ごとに行います。アナウンスの指示にし
たがってご退場をお願いします。
（間）

お客様にお願いです。演奏会中、地震の強い揺れを感じましたら、静かに、そのまま座席にて安全
姿勢を取り、揺れが収まるのをお待ちください。急に席を立ったり、移動したりしますと、とても危
険です。揺れが収まってから係の指示に従ってください。携帯電話・スマートホンなどの通信機器は
マナーモードに設定の上、電源はお切りください。会場内での飲食は出来ませんのでご遠慮願います。
開演まで、今しばらくお待ち下さい。

（中略）

これをもちまして、札幌北陵高等学校合唱部第１5 回定期演奏会を終了いたします。退場は３密回
避のため、お手元のプログラムの色ごとに行います。アナウンスの指示にしたがって席をたち、ロビ
ーに留まらず速やかにお帰り下さい。では、最初に水色のプログラムをお持ちのお客様、ご退場願い
ます。本日は、ご来場ありがとうございました。
（後略）
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【受付】

受付やホワイエのお手伝いは合唱部卒業生ではなくすべて本校吹奏楽

部に依頼しました。いずれ吹奏楽部も定期演奏会を実施することでしょう

から、そのための経験を積ませるためです。また、普段学校で一緒ですか

ら、健康状況の把握、打ち合わせ、事前練習が容易にできました。経験の

ない感染対策の入場受付ですから予行練習は必須です。

観客の入場の流れは

（記入忘れ記帳テーブル）→手指消毒→検温→氏名等の記入部分の切り取り→入場

の順です。吹奏楽部はマスク＋フェイスシールド＋白手袋で対応。花束・贈り物は一切受け付けませんでし

た。（入場券＋プログラムで事前に告知）

観客と手伝いの楽屋への出入りは一切禁止とし

ました。

また、学校関係者のみの催しとなりましたので、

トラブル防止のため入場前の告知は大切です。

【客席】

50％の定員制限、さらに前４列ほどを空けたため、使用できる客席数は

定員の 40％程度となりました。使用しない客席への掲示をしました。ま

た、充分な換気を行うため会場内のすべてのドアを開放しました。

【楽屋・舞台裏・ステージ】

出演者・ステージの手伝い（合唱部卒業生）以外は立ち入り禁止。また、

ステージの手伝いは最小人数にしました。また、楽屋入り口で靴を履き替

え、土禁としました。当然、指手消毒・検温・マスク着用です。昼食はか

たまらずに、距離を取って分散。

リハーサルはマスク着用で実施。本番はマスクなしで歌いました。歌い

手とピアニストの間には自作のシールドを設置。指揮者と歌い手の間には

十分な距離があったのでシールドは設置しませんでした。

【演奏会を終えて】

演奏会終了から約 2 週間が経過後、コロナウィルに関わる物事はなく、

この時点でやっと安堵です。入場整理券から切り取った部分はさらに 2 週

間後に厳封した袋ごとシュレッダーにかけました。最後に、この演奏会の

開催に絶大な協力して下さった札幌サンプラザホールのスタッフの皆さ

ん、北陵高校吹奏楽部の皆さん、そしてコロナ対策の全体をまとめてくれた３人の合唱部員３年生に感

謝です。

札幌北陵高等学校合唱部顧問 越後幸弘

本日の演奏会は
学校関係者のみの催しです
誠にすみませんが

入場整理券が必要です
当日券はございません

コロナウィルス
感染拡大防止のため
楽屋への出入りは
禁止されています
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【参考資料】

北海道札幌北陵高等学校合唱部 第１５回定期演奏会 開催要項

１ 目  的    部活動の成果を発表することを通して、合唱の楽しさや素晴らしさを聴衆に伝える

２ 主  催  北海道札幌北陵高等学校

３ 後  援  札幌市・札幌市教育委員会 札幌合唱連盟 （予定）

４ 期  日  令和２年９月２７日（日）

５ 日  程    ９：００ 集合・準備・リハーサル

１５：４５ 開場      １６：３０ 開演

１８：３０ 終演・後片付け ２０：００ 解散

６ 会  場  札幌サンプラザホール(札幌市北区北 24 条西５丁目)

７ 入 場 料  無料

８ 賛助出演  石井ルカ（ピアノ）

手伝い   合唱部 46 期卒業生６名、吹奏楽部８名

視察    札幌合唱連盟役員

10  新型コロナウィルスへの対応              
①国、北海道、札幌市の新型コロナウィルス対策に関する各種フェーズ、ガイドラインに従い、無観客

演奏または演奏会の中止があり得ることを前提に開催準備を行う。

②ホールとの事前打ち合わせを入念に行う。

【観客について】

①入場者数の制限  定員の半分以下（40％以下程度）とし、その範囲は「保護者とその 家族」、

「学校職員」、「本校生徒」、「合唱連盟役員」までとする。また、全席指定とする。

②入場者の把握のため入場整理券を発行し、氏名、住所、電話番号等の記載をお願いし、 受付で回収

を行う。また、以下のことについて、入場整理券に記載し周知を徹底する。

・無観客演奏または演奏会の中止があり得ることを知らせること。

  ・事前の検温のお願いと贈り物等は遠慮することをお願いする。

・入場時の混雑緩和のため早めに来場することをお願いする。

  ・入場時に手指のアルコール消毒とマスクの着用をお願いする。

・入場時に非接触型温度計で体温の測定を行い、発熱している場合入場を遠慮いただく。

・楽屋への立ち入り禁止をお願いする。

・プログラムに掲載した「北海道コロナ通知システム」のＱＲコードによって、Ｅメールアドレスの

登録をお願いする。

  ・感染者が発生した場合など、必要に応じて来場者の情報を保健所等の公的機関に提供することを

事前に周知する。

③プログラムは簡易的なもの（A４サイズ 1 枚）とし、「北海道コロナ通知システム」の ＱＲコード

を印刷する。

④座席は間隔を開け、使用できない座席を張り紙によって明確にする。

前 3 列は使用しない。

⑤客席内への出入り口、ホールへの出入り口を開放、換気をして演奏を行う。

⑥観客の退場はブロック毎に、アナウンスの指示にて行う。

【出演者・手伝い】

⑦出演者・手伝いは出演者入り口で靴を履き替える。

⑧楽屋・ステージでの 3 密を避けるため OBOG 合同合唱は行わない。

⑨総演奏時間の短縮、休憩時間の拡大を行う。

（従来の 4 ステージ構成から 3 ステージ構成に変更）

⑩楽屋、ステージ横ではアルコール消毒の設置とマスクの着用。

⑪出演者は普段から検温・手洗い・うがい・アルコール消毒・３蜜の回避を行い健康管理 の徹底を図

る。また演奏会当日は手伝いも含めて事前の検温と健康状態把握の徹底を行う。

⑫受付担当者・手伝いはマスク、フェイスガード、手袋をして業務にあたる。

編集後記：今回の「Hamorrow」は、このような形式での発行となりました。編集委員が集まれませ
んので原稿依頼からレイアウト、校正まで一人でやりました。読んでいただければ幸甚です（斎藤）
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