NOW ENROLLING / AGES 3-6

IN-PERSON BALLET CLASSES
Date: July 15 / August 5,19,26
Time: 4:30-5:30PM
Participant Fee: $25
Location:Ballet&Body
365 East 65th New York, NY 10065

Petit Allongé Bella
646-203-3049 / isabella0229@gmail.com
www.petit-allonge-bella.com
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お申し込み受付中/ 対象年齢 3−6歳

スタジオバレエレッスン

レッスンの詳細・ご予約はこちらまで

レッスンのお約束
生 徒の 皆 さま ・親御さま
ク ラス に 参加 する前 に お読み くだ さい 。

<コロナウィルス対策>
・レッスン当⽇に必ず検温をし、スタジオにいらしてください。38.0℃以上の場合は受講
を禁⽌します。
・マスクの準備を忘れずに。マスクの種類は問いません。念の為にエクストラも⽤意して
おきましょう。レッスン中息苦しい場合は、⼀時的にはずして頂いても構いませんが、
レッスンの前後や休憩中は必ず着⽤して下さい。
・更⾐室での密集防⽌の為、レオタード等のレッスン着はできるだけ「ご⾃宅で着⽤」し、
上着等を⽻織った状態でのご来訪をお願いします。
・過去２週間以内に新型コロナウィルスの感染者との接触や、海外渡航歴がある⽅は
受講を禁⽌させて頂いております。

<バレエウェア・髪型について>
・レオタード・タイツ・バレエシューズを着⽤してください。バレエシューズを履いたまま
お⼿洗いを利⽤するのは禁⽌です。
・髪型はレッスンに集中できるよう、シニヨンなどにまとめるなど崩れないように
しましょう。

<スタジオに到着したら>
・クラスの開始10分前には到着してください。
遅刻の場合は必ずご連絡ください。(イザベラ携帯:646-203-3049)
・クラスがスムーズに開始できるようスタジオに到着後はすぐにご準備をお願いします。
・貴重品の管理は各⾃で徹底して下さい。

<レッスン中、終了後>
・保護者の⽅は、スタジオ⽞関の待合室、または廊下にてご⾒学頂けます。
・撮影は可能ですが、レッスンの妨げにならないようご注意ください。
・クラス終了後は次の⽅に気持ちよくスタジオをお渡しできるよう速やかにご退出ください。
・ペットボトルなどのゴミはご⾃⾝でお持ち帰りください。

COVID-19 SAFETY PROTOCOLS
<COVID-19>
・Please make sure to check temperature on the day of the lesson before coming to
the studio. The CDC considers a person to have a fever when he or she has measured
temperature of 100.4°F or 38°C. Do not attend lesson if you have a fever.
・Remember to prepare the masks. If you feel suffocated during the lesson, you can remove it
temporarily. Everyone shall wear masks at all times during the lesson.
・Students will be required to arrive wearing their proper dancewear and will not be
permitted to change in the dressing rooms.
・Student who has travelled internationally or to states on the New York State Advisory list
will be required to self-quarantine for 14 days before entering the building. Anyone who has
been in contact with a person with a lab-confirmed case of Covid-19 in the last 14 days will
not be permitted in the facility.
・Wearing ballet or dance shoes in the restroom is prohibited. If you wear dance shoes in the
restroom, you will be not be able to use them on the dance floor.(You will need to take them
home to clean and disinfect.)

<DressCode>
・ Please wear leotard, tights and ballet shoes.
・Hairstyles should be tied up in buns so that you can concentrate during the lesson.

<Whenyouarriveatthestudio>
・ Please arrive 10 minutes before the class starts. If you are running late, please make sure
to contact the instructor (Isabella mobile: 646-203-3049)
・Parents/guardian shall limit your movement to the assigned area.
・Photo taking is allowed, but not interfering and disturbing the lesson.
・Don't leave your valuables.
・Please do not throw trash away in the studio. Please take everything you brought with you.

当スタジオのCOVID-19感染予防対策について
Peti t A l l on gé B el l a で は、 不定 期で はありま すが 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との接触や、海外渡航歴がある⽅は受講
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、各⾃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。スタジオで⽤意されているサニタ
イザーが肌に合わない場合もありますので、ご⾃⾝でもご⽤意ください。
・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。

<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)
・スタジオへの付き添いは保護者1名のみとさせて頂きます。
・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。
・レッスン終了後は、すみやかに退出の準備をしご帰宅ください。

<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

COVID-19 Safety Protocols
SAFESTUDIOSTANDARDS
CHECKINWITHYOURSELF
・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
PRACTICECLEAN
・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.
STUDIOMEASURES
・ 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.

<COVID-19NewYorkstatesGuidelines>
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page

WaiverofLiabilityRelatingtoCoronavirus/COVID-19
The novel coronavirus, COVID-19, has been declared a worldwide
pandemic by the World Health Organization. COVID-19 is reported to be
extremely contagious. The state of medical knowledge is evolving, but the
virus is believed to spread from person-to-person contact and/or by
contact with contaminated surfaces and objects, and even possibly in the
air. People reportedly can be infected and show no symptoms and
therefore spread the disease. The exact methods of spread and
contraction are unknown, and there is no known treatment, cure, or
vaccine for COVID-19. Evidence has shown that COVID-19 can cause
serious and potentially life threatening illness and even death.
Petit Allongé Bella cannot prevent you or your child(ren) from becoming
exposed to, contracting, or spreading COVID-19 while at Ballet&Body
services. It is not possible to prevent against the presence of the disease.
Therefore, if you choose to utilize Petit Allongé Bella's services and or
enter onto Ballet&Bodyʼs premises you may be exposing yourself to
and/or increasing your risk of contracting or spreading COVID-19.
ASSUMPTIONOFRISK:Ihavereadandunderstoodtheabove
warningconcerningCOVID-19.
I hereby choose to accept the risk of contracting COVID-19 for myself
and/or my children in order to utilize Petit Allongé Bella's services and
enter Ballet&Bodyʼs premises. These services are of such value to me
and/or to my children, that I accept the risk of being exposed to,
contracting, and/or spreading COVID-19 in order to utilize Petit Allongé
Bella's services and premises in person rather than arranging for an
alternative method of enjoying the same services virtually.
WAIVEROFLAWSUIT/LIABILITY:Iherebyforeverrelease
andwaivemyrighttobringsuitagainstPetitAllongéBella
anditsowners,officers,directors,managers,officials,
trustees,agents,employees,orotherrepresentativesin
connectionwithexposure,infection,and/orspreadofCOVID19relatedtoutilizingPetitAllongéBella’sservicesand
premises.IunderstandthatthiswaivermeansIgiveupmy
righttobringanyclaimsincludingforpersonalinjuries,
death,diseaseorpropertylosses,oranyotherloss,including
butnotlimitedtoclaimsofnegligenceandgiveupanyclaim
Imayhavetoseekdamages,whetherknownorunknown,
foreseenorunforeseen

COVID-19/コロナウィルスについて:
コロナウイルス及びCOVID-19は、世界保健機関によって世界的⼤流⾏が宣⾔され、
COVID-19は⾮常に伝染性があると報告されています。医学的知識の状態は進化してい
ますが、ウイルスは⼈から⼈への接触、また汚染された表⾯や物体との接触によって、
空中にも広がると考えられています。⼈々は感染する可能性があり、症状を⽰さない場
合もあるため、病気が蔓延します。拡散と収縮の正確な⽅法は不明であり、COVID-19
の既知の治療法はまだ解明されていません。わかっている事は、COVID-19が深刻で⽣
命を脅かす可能性のある病気や死さえも引き起こす可能性があることを⽰しています。
レッスンやスタジオにいる間ご⾃⾝やお⼦様がCOVID-19に感染、または拡散の対象と
成る事を防ぐ事は出来かねます。
感染のリスクを完全に防ぐ事は出来ない為、当レッスンを受講、スタジオを利⽤の際は
感染リスクがあるという事のご了承をお願い致します。

リスクの想定:COVID-19に関する上記の警告を読み、理解しました。
Petit Allonge Bellaでのレッスンを利⽤し、COVID-19に感染するリスクを受け⼊れ、
⾃⼰責任であることに同意します。
私はこのリリースのすべてを注意深く読み理解し、同意の上で対⾯でのレッスンに参加
します。

個⼈情報の取り扱いに関して:
〇利⽤⽬的⃝
ご記⼊いただきました個⼈情報は、【COVID-19/コロナウィルスに関する同意書】に
関わる措置にのみ使⽤し、ほかの⽬的には⼀切使⽤いたしません。
〇個⼈情報の管理⃝
取扱う個⼈情報の漏えいには⼗分注意し、個⼈データの⼗分なセキュリティ対策を講じ
ます。

IHAVECAREFULLYREADANDFULLYUNDERSTANDALL
PROVISIONSOFTHISRELEASE,ANDFREELYANDKNOWINGLY
ASSUMETHERISKANDWAIVEMYRIGHTSCONCERNING
LIABILITYASDESCRIBEDABOVE:
Signature:
Date:
Name(printed):
Iamtheparentorlegalguardianoftheminornamedabove.I
havethelegalrighttoconsenttoand,bysigningbelow,Ihereby
doconsenttothetermsandconditionsofthisRelease.
Signature:
Date:
Name(printed):

