
Petit  Al longé Bel laでは、対面でのレッスンを一部再開してまいります。

クラスに参加される皆さんが安心してレッスンできるよう、以下の通り

感染予防対策の強化を行ってまいります。

<レッスン⽣へのお願い>
・発熱や⾵邪の症状、体調不良の場合はレッスンをお休み頂きます。ご家族の中に体調が
 悪い⽅がいらっしゃった場合にもスタジオへの訪問を控えさせて頂きます。
・過去２週間以内に新型コロナウィルスの感染者が接触ある⽅は受講を禁⽌させて
 頂いております。
・更⾐室での密集を避けるため、できる限りご⾃宅にてレオタードを着⽤してからスタジオ
 へご来講ください。
・スタジオに到着したら⼿の消毒を⾏いましょう。
・トイレの利⽤は1名ずつとします。バレエシューズのまま利⽤してはいけません。
・スタジオ内でのお菓⼦の交換は禁⽌です。
・必ず個⼈⽤のタオルとお飲み物をご⽤意ください。貸し借りはしないようにしましょう。

<スタジオの対策>
・扉、バー、床などは各所アルコール消毒をし、スタジオ内は定期的な換気を⾏います。
・講師はレッスン前に体調に問題ないことを確認し、⼿洗い等の衛⽣管理に努めます。
・レッスン中は講師は常にマスクを着⽤致します。
・ソーシャルディスタンスを確保するよう、レッスン中の⽴ち位置や座り位置を配慮い
 たします。
・講師及び、アシスタントは新型コロナウィルスワクチンを接種済みです。また、
 定期的にPCR検査を⾏い、陰性確認をしております。

<保護者の⽅へのお願い>
・クラスに参加される前にCOVID-19に関する同意書へのサインをお願い致します。
   (1回のみ)
・ COVID-19の検査で陽性となった場合は、スタジオへの⼊館をお断りしております。
  医師からの検査結果と体調をメールまたは電話にて当スタジオまでお知らせ
 ください。レッスンの再開は、講師と相談の上決定します。
・Petit Allonge Bellaでレンタルしているスタジオは、保護者の⽅のご⾒学が可能ですが、
   マスク着⽤無しでの私語などは慎んで頂くようお願いいたします。やむを得ずくしゃみ
 や咳が出る場合には、ハンカチなどに⼝を当てるなどエチケットにご協⼒ください。
                                           

COVID-19感染予防対策について



予防接種情報

ワクチン接種の資格がある場合は、ワクチン接種を受けることをお勧めします。
予防接種は、重度の病気、⼊院、および死亡を防ぎます。未接種の⽅は完全にワクチン
が接種されるまでPCR検査を受け続ける必要性があります。

<ニューヨーク州のCOVID-19関連-ガイドライン>
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page

                                                   

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page


P e t i t  A l l o n g é  B e l l a

COVID-19 Safety Protocols

SAFE�STUDIO�STANDARDS

CHECK�IN�WITH�YOURSELF
・If you are not feeling well or, have a cough, fever or symptoms of COVID-19, please

do not attend lesson and stay home.

・If you have tested positive for COVID-19 or have been in close contact with someone

who has in the past 2 weeks, you should not come to the studio until you are tested

negative.

・Temperature checks

PRACTICE�CLEAN
・Temperature checks upon arrival.

・Everyone needs to wear a face mask at all time in the studio.

・Practice physical distancing of at least 6 feet whenever possible.

・Wash hands with soap for at least 30 seconds and use hand sanitizer.

・Avoid touching your nose, mouth, and eyes.

・Ballet Teacher and assistant got a Vaccinated.And Teachers take Covid tests on a

regular basis. 

STUDIO�MEASURES
・ Doors, bars, floors, etc. will be sterilized with alcohol, and the studio will be

ventilated regularly.

・ Before the lesson, the instructor will confirm that there is no problem with your

physical condition and will strive for hygiene management such as hand washing, etc.

・ Everyone must wear masks during the lesson. We recommend bringing several to

change throughout class if desired.

・Consider the standing position and sitting position during the lesson to ensure social

distance.

・Wear a leotard in advance before going to the studio to avoid waiting at the changing

room.

・Students should bring their own towels and any equipment, sharing and borrowing is

prohibited. Zero tolerance!

・Limit contact with others as much as possible.

・Please be mindful that you are not leaving any items in the studio as they will be  

 discarded after lesson.



CONSENT
・Parents/guardian shall sign the consent form for COVID-19 before attending
    the lesson.
・Only one guardian shall come to the studio.
・Parents/guardian shall limit your movement to the assigned area.

Vaccination Information
Everyone is strongly encouraged to get vaccinated if they are eligible. Vaccinations
prevent severe illness, hospitalizations, and death. Unvaccinated people should get
vaccinated and continue masking until they are fully vaccinated. As the virus mutates
into new variants, vaccinations continue to be important. 

<COVID-19�New�York�states�Guidelines>
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page

ON POINT ENTERTAINMENT INC .
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https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fdoh%2Fcovid%2Fcovid-19-main.page&data=04%7C01%7Charry.tsang%40cathaybank.com%7Ce50530f4dd38421a481f08d8f5df1f6e%7C989dd5a80b4e46de9ca130aeb7a1edb4%7C0%7C0%7C637529685953786401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0rgqgmcrvTYiGNnTmo%2B2ISg%2BIS8WABUBFCeQ9KM72pQ%3D&reserved=0

