
English Department 

Saint Joseph Joshi Gakuen 

July 2022 

13th Saint Joseph English Speech Contest for the Mayor’s Cup 

Elementary School Division 

Dear Speech Contest Entrant, 

It is a great pleasure to confirm your participation in the Elementary School Division of our speech contest, 

to be held on Sunday 4 September from 9:00 to 12:30. We look forward to welcoming you to our school. 

Details are as follows: 

Date: Sunday 4 September 2022   9:00 – 12:30 

Place: Saint Joseph Joshi Gakuen, Handa 1330, Tsu 

See the enclosed map for directions to the school and a plan of the school buildings. 

Time: 8:30  Venue opens 

8:30 ~ 8:50    ① Preliminary Contest group name list / health sheet check (Gym Lobby) 

  ② Preliminary Contest Reception 

Red Group White Group Green Group 

in front of Room 311 Gym Lobby East Wing Lobby 

9:00 ~ 10:20    Preliminary Contests 

Red Group White Group Green Group 

Room 311 Music Room Audio-Visual Room 

 10:20 ~ 10:40   Break 

 10:45   Announcement of 12 Finalists (each Preliminary Contest venue) 

 10:50 ~  Transfer to Final Contest venue (finalists and family / teachers only) 

 11:00 ~ 11:30   Final Contest (Audio-Visual Room) 

 12:00 ~ 12:30   Awards and Closing Ceremony (Audio-Visual Room) 

Covid-19 

If it becomes necessary to cancel the contest due to a renewed spread of Covid-19, we will put 

information on the school website at the earliest opportunity. 

Details of Covid-19 precautions for the Final Contest can be found separately. 



2022 年 7 月 

参加者の皆様へ 

セントヨゼフ女子学園高等学校・中学校 

英語科                                              

第 1 3 回 津 市 長 杯 セ ン ト ヨ ゼ フ 女 子 学 園 英 語 ス ピ ー チ コ ン テ ス ト  

小 学 生 の 部 要 項  

暑中お見舞い申し上げます。皆様いかがお過ごしでしょうか。 

さて、この度はスピーチコンテストに多数のご応募をいただき、ありがとうございました。皆様の高いご関心

とご協力のおかげと感謝しております。 

 つきましては、コンテスト当日の詳細を下記のようにお知らせいたしますので、よろしくお願い申し上げます。 

記 

日  時   2022年 9月 4日（日）9:00~12:30 

場  所      セントヨゼフ女子学園高等学校・中学校  津市半田 1330 ℡ 059-227-6465 

（同封の地図をご参照ください） 

スケジュール     

  8:30  開場 

   8:30~8:50 ① 健康状態確認・予選コンテスト名簿確認 講堂ロビー 

     ② 受付 

Red Group White Group Green Group 

311教室前 講堂ロビー 東館ロビー 

   9:00~10:20   予選 

Red Group White Group Green Group 

311教室 音楽室 視聴覚室 

   10:20~10:40   休憩 

   10:45   12 名のファイナリスト(ファイナルコンテスト出場者）の発表 各予選会場 

   10:50~ ファイナルコンテスト会場へ移動（ファイナル出場者とその関係者のみ） 

   10:55~11:25 ファイナルコンテスト 視聴覚室 

   12:00~12:30   表彰式と閉会式   視聴覚室 

新型コロナウイルス感染症について 

新型コロナウイルス感染症状況により、コンテストが開催できない場合は、決まり次第、学校の HP に情報

を掲載いたしますので、ご確認をお願いいたします。なお、コンテスト当日の新型コロナウイルス感染症対策

は別紙をご覧ください。 

以上 



Saint Joseph English Speech Contest Covid-19 Precautions・新型コロナウイルス感染症対策 

To assist us in taking precautions against Covid-19, we ask that you cooperate with the following measures. 

以下のとおり、新型コロナウイルス感染症対策へのご協力をよろしくお願いいたします。 

1. Please complete the enclosed health check and submit it upon arrival at the school. 

同封した健康チェックシートに必要事項をご記入の上、当日到着後に提出してください。 

2. We will take the temperature of all participants and accompanying adults. 

参加者および同伴者の皆様の体温を計測させていただきます。 

3. We ask that each participant is accompanied by only one family member, but one teacher from each 

participating school or organization is also welcome to attend. 

参加者に同伴していただけるのは、保護者 1 名のみです。ただし、各学校および団体からも 1 名同伴できます。 

4. Please note that, in order to avoid the movement of people between rooms, all students from one school or 

organization will be placed in the same preliminary contest. 

同伴者の会場間の移動を防ぐため、1校または1団体当たりの参加者全員が同じ予選グループに出場します。 

5. Please do not enter the venue more than 30 minutes before the start of your contest. 

開場はコンテストの開始 30 分前です。それより前に校内にはお入りいただけません。 

6. Please bring your own slippers to wear inside the school. 

会場ではスリッパ等、上履きを使用していただきますので、ご持参ください。 

7. There will be no lectern and no microphone on the stage. 

ステージでは、演台およびマイクは使用できません。 

8. Please wear a mask or face shield at all times, even during your performance. 

発表の際も、マスクまたは自分のフェースシールド着用のご協力をお願いします。 

9. The school will provide a face shield for each participant in the Final Contest. 

本校はファイナルコンテストの出場者にフェースシールドを提供します。 

10. If you have a high temperature or other symptoms of illness on the day of the contest, please contact us on 

059-227-6465 and refrain from traveling to the school. 

当日発熱などの体調不良の場合、本校へご連絡いただき、来校をご遠慮くださいますようお願いいたします。 

 

If you have any questions, please contact us by telephone or e-mail. 

質問等がございましたら、ご遠慮なく下記までご連絡ください。 

Tel. 059-227-6465 email english@sjjg.ac.jp 

Speech Contest Organizer・スピーチコンテスト担当 Anthony Hollinghurst・アントニー ホリングハースト 


