
April 22, 2022 

To parents 保護者 様                                  KURONO Elementary School 

Principal SEIJI SHIMIZU  

By joint elementary school and junior high school Emergency training  
小中合同緊急時引き渡し訓練について 

School has emergency training as follows. Please come to school to take your child. 

引き渡し訓練を下記のように実施いたしますのでよろしくお願いします。 

１ Date  May 14th (Sat.)  日 時  ５月１４日（土） 

 

２ ①Children with Brother or sister at Gihoku Junior High School. about 10:10AM 

②Children without brothers and sisters at Gihoku Junior High School.about 10:30AM 

 

３ Situation While children and students are living in school, the Meteorological Agency issued a "heavy 

rain special warning due to local heavy rain centered on Gifu City" at 9:00, and the Gifu City 

Board of Education and the principal of Gihoku Junior High School District. 

It was decided to hand it over to the guardian based on the judgment of. 

想 定  児童・生徒が学校生活を送っている中、９：００に気象庁より「岐阜市を中心とした局所的な大雨により大雨特別警報」が発令さ

れ、岐阜市教育委員会及び岐北中学校区の校長の判断により保護者への引き渡しを決定した。 

３ Contents 内容 

① School sends E-mail (of cellular phone) to you about 10:00AM. When you get E-mail, please 

come to school to take your child. Please do not come to school before 10:00. 

          １０：００頃に、保護者へ「引き渡し訓練」のメール配信をしますので、メールを受信された方は、速やかに児童を引き取りに来 

てください。１０：２０前に学校へくることはおやめください。 

※ If your children in Gihoku Junior High School, please take the children at junior high 

school first. 

      ※岐北中学校に兄姉がみえる家庭は、先に中学校で引き取りを行ってください。 

② If you are coming to school, please go to the classroom and check with your homeroom teacher. 

  引き取りに来校された方は、教室に行き、担任にチェックを受けてください。 

If you have children of different grades, please go to the classroom of the youngest grade child. 

  小学校内の最も若い学年のお子さんの教室へ引き取りに行くようにしてください。 

※Please come in your child’s entrance, come to your child’s classroom. 

※ 児童用の昇降口から入り、教室まで迎えに行ってください。 

※School can gives your child to person on Emergency card. School cannot give your child to 

another person. If there are additional name in the card, please contact the teacher in 

advance. 

※ 引き渡し名簿に名前がある方以外には、引き渡すことができませんので、引き渡し名簿に追加がある場合は、事前に担任までご

連絡ください。 

４  Attention 

      ① If you do not come to school by 11:00AM, your child waits at WORK SPACE 1st of center building. 

Also, contact your work phone number or mobile phone. 

② If your child is member of HOKAGO JIDO CLUB, your child waits in HOKAGO JIDO CLUB even 

your child doesn’t use May 14th.(Sat.) Please come to “HOKAGO JIDO CLUB”. 

③ If you come to school by car, the rule is one way. Please come in gate of east the pool. And park 

in playground, come to classroom. Please go out south gate of playground, and go to west. 

Please take care for children that rushes out from the entrance. Please follow teachers. 

お願いと注意事項 

① １１：００までお迎えがない児童については、ワークスペースに移動して待機しますので、ワークスペースにおいでください。また、担任等が携帯や勤務先

等に確認の電話を入れさせていただきます。 

② 「放課後児童クラブ」に加入の児童については、全員ワークスペースに集合後、放課後児童クラブの先生が引率してクラブの場所に移動します。５月１４日

に利用する、しないに関係なく「放課後児童クラブ」にお迎えをお願いします。 

③ 駐車場は運動場となります。混乱を避けるため、一方通行とします。プール東側の門から入り、運動場に駐車、児童引き取り後、運動場南門から出てくださ

い。退校は、西郷方面へ右折でお願いします。昇降口付近は、児童の飛び出し等十分に気を付けて、運転してください。職員の指示に従ってください。（裏面参照） 
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