
  

 新型コロナウイルス感染防止のご協力のお願い 

9/30 で『緊急事態宣言』が解除されました。感染拡大防止のため、区役所の指示に基

づき、10/１から、次のように変更します。ご協力をお願いしたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 個人利用・団体利用（共通）の皆様へのお願い 

①外出前に、検温してください。体調のすぐれない時は無理せず、ご自宅で静養してくださ

い。ご家族に発熱などコロナウイルスの症状がある場合は、ご遠慮ください。 

 来館時の検温は、ご希望者に実施します。お申し出ください。 

②当館に来られる際は、マスクを着用してご来館ください。 

来館中もマスクを着用してください。 

マスクを着用いただけない場合は、入館をご遠慮いただきます。 

③ご来館時には、『手洗い』または『アルコール手指消毒』を実施してください。 

④館内・館外では、人と人との距離（ソーシャルディスタンス）を確保してください。 

⑤ロビー等に大勢が集まり３密とならないように譲り合いのご協力をお願いします。団体利

用の方は、利用時間に合わせてご来館ください。また、早めにお帰りください。 

⑥換気扇を稼働しています。窓開け換気にご協力ください。 

⑦来館の際、「神奈川県 LINE コロナお知らせシステム」で来館をチェックしてください。 

 

２ 個人利用の皆様へのお願い 

施設の個人利用（ロビー、図書コーナー、プレイルーム、レクホール(無料の卓球)）は、次

によりご利用いただけます。 

①館内での食事はできません（水分補給は可。プレイルームでの授乳は可）。 

②ご利用時間は、閉館前に清掃・消毒等を行いますので、閉館 30 分前（平日 20 時 30 分、日・

祝日 16時 30 分）までです。プレイルームは、閉館１時間前（平日 20時、日・祝日 16時）

までです。 

③ロビー（１１席） 

・机・イスはソーシャルディスタンスが確保できるよう配置しています。移動しないでくだ

さい。 

・大きな声での会話は、ご遠慮ください。 

・ロビーでの囲碁、将棋、オセロ等は行えません。 

・ご利用終了後、机・イス等触れたところの消毒にご協力ください。 

④図書の貸し出し 

・図書は、２週間３冊までお貸しします。貸し出し時間は、開館（9 時）から閉館１時間前

（平日 20時、日・祝日 16 時）までです。 

⑤図書コーナー（７席） 

・勉強コーナー・図書の閲覧としてご利用いただけます。 

・机・イスはソーシャルディスタンスが確保できるよう配置しています。移動しないでくだ

さい。 

・ご利用終了後、机・イス等触れたところの消毒にご協力ください。 

⑥プレイルーム（最大利用人数：４組 10人） 

地区センターご利用について ⑩ 
ｱﾝﾀﾞｰﾗｲﾝが変更箇所 

10/1～ 

１ 平日の閉館時間を午後９時に変更します（戻します） 

２ 新規の部屋予約を 10/4(月)から再開します 

３ 部屋の利用定員を『定員の 100％以内で、人と人との距離は１ｍ以上（できれば２

ｍ以上）』に変更します 

４ レクホールの個人利用時間帯の利用（卓球）を再開します 



・ご利用者が多い時は、１組１時間の利用とさせていただきます。 

・ご利用いただいた「おもちゃ」は、「使用済のカゴ」に入れてください。適宜スタッフが

消毒して戻します。 

・授乳する際は、授乳コーナー（カーテン）をご利用ください。 

・ベビーカーは、本館入口外側に置いてください。 

⑦レクホール(無料の卓球) 

・ソーシャルディスタンスの確保のため、使用できる卓球台は３台、シングルスのみです。

ラケット、ボール、上履きをご持参ください。 

・１グループ２～４人で、卓球台１台でご利用ください。 

・１階事務所で、グループごとに受付してください。 

・１グループのご利用時間は３０分です。（新ルール適用） 

・ご利用終了後、卓球台等手の触れたところの消毒にご協力ください。 

・換気設備がないため、更衣室の利用はできません。1・２階のトイレをご利用ください。 

 

３ 団体利用の皆様へのお願い 

①代表者の方は、当日出席された方が分かるように記録を保管してください。 

②ご利用終了後点検・換気のため、利用終了時間の 15 分前までに退室してください。 

③『３密』を避けるため、お部屋利用中の利用人数は、定員の 100％以内で、他の利用者と

最低限人と人が接触しない程度の間隔（最低１ｍ、可能であれば２ｍ）を確保してくださ

い。運動の場合はさらにソーシャルディスタンスを確保してください（下表参照）。利用定

員以内でも「人と人との間隔がとれる」人数でご利用ください。 

人と人が接触する、武術や社交ダンスなどは原則としてご利用できません。競技団体等で

ガイドラインがある場合は、館長・副館長にご相談ください。 

④部屋での飲食はできません（水分補給は可）。料理室で作った料理は、お持ち帰りください。 

⑤コーラス、歌唱、ダンス、体操等呼気が激しくなることが想定される利用は、利用者同士

の間隔（１ｍ以上、可能であれば２ｍ）を十分に確保してください。向かい合っての大声で

の発声、歌唱はできません。カラオケの利用はできません。合唱等は中集会室のみ利用でき

ます。 

⑥ご利用した部屋は、清掃後、手の触れた机、イスの背もたれ等を消毒してください。（消毒

液は、当館で用意します。消毒するため、余裕をもって終了してください） 

⑦消毒の困難な、囲碁、将棋、オセロ、ヨガマット、マイクなどの貸し出しはできません。

ご持参いただける場合は、ご利用方法をご相談ください（マイクは不可）。 

⑧履物について 

・本館は、外履きで入場できます。中集会室・会議室は、そのまま外履きでご利用いただけ

ますが、レクホール・料理室は上履きに履き替えていただきますので上履きをご用意くだ

さい。 

・別館は、できる限り上履きをご持参ください。 

⑨他の部屋の利用に影響するので、室内の机等は通路に出さないでください。 

⑩お部屋の利用制限 

部屋名 
面積

(㎡) 

利用人数上限 利用制限の内容 

運動等 机使用等 【共通】 

人と人との距離を確保 

合唱やダンス、体操等呼気が激しくなる場合

は１ｍ以上確保（可能であれば２ｍ） 

マスク着用、手洗い励行 

向かい合っての大声での発声、歌唱は不可 

【レクホール】 

更衣室は利用不可 

卓球台は３台まで、シングルスのみ 

レクホール 150 20 人 ※活動内容による 

中集会室 63.9 8 人 20 人 

会議室 24.1 3 人 6 人 

別館１室 34.6 5 人 12 人 

別館２室、３室 27.0 4 人 9 人 

和室 A(5.5 畳) 16.5 2 人 4 人 

和室 B(8.7 畳) 23.7 4 人 6 人 

料理室 45.3 12 人 
 

令和３年９月２９日  日吉地区センター館長 
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