
 阿久和地区センターのご利用等に関するご協力について（改訂版 9） 

 新型コロナウイルス対応ではご不便をおかけしております。今回、緊急事態宣言（令和 3年１/８～2/7）

が発出されたため、利用内容を赤字記載のとおり改訂しました。皆様のご理解とご協力をお願いします。 

 

１ 緊急事態宣言期間中の団体利用の申込受付等の時期について 

受付内容 受付時間等 受付等にあたってのお願い 

２か月先（応当日）の 

抽選受付 

９時～９時 45 分の間 

（１０時抽選） 

来館は避け、電話・ＦＡＸでお願いします。 

※正式予約は、利用日当日まで可とします。 

当月、応当日前日までの 

仮予約受付（先着順） 

 

随時（休館日を除く） 

※繁忙時間（～10:30、19:00

～）は極力避けてください！ 

来館は避け、電話でお願いします。 

※正式予約は、利用日当日まで可とします。 

※音楽室のカラオケ利用は当面禁止です。 

※夜間利用の新規受付は、１８～２０時で受付いたします。 

利用料金の返金受取 ２月８日以降に返金 ２階受付にてお声掛けください。 

令和 3 年 1/8～2/7 キャンセル 新型コロナを理由としての取消 ※キャンセル料の徴収はしません。 

２ 緊急事態宣言期間中の部屋等の利用について  

部屋等 閉館時間 ご利用にあたってのお願い 

小会議室（利用 12 名まで） 

中会議室(利用 18 名まで) 

和室 1 室（利用 5 名まで） 

令和３年１月 12

日以降、緊急事態

宣言が解除される

までの間、２０時

（午後８時）閉館

となります。 

※夜間の部屋利用

は、２０時までに

退出（体育室の個

人利用時間は、19

時 30 分～20 時ま

での 30 分です） 

 

〇館内での会食や

対面での飲食等の

自粛にご協力くだ

さい（水分補給は

可）。 

 

〇非対面でご利用 

〇囲碁、将棋等の利用は、事前相談。 

〇体操、ダンス、コーラス、歌唱は、利

用者間の間隔(1ｍ)を確保してください。 

※スタッフが、

各部屋のドアノ

ブ、スイッチ、イ

ンターフォン等

の消毒・換気を行

うため、終了時間

２０分前（体育室

個人利用は、終了

までに。夜間利用

は、２０時まで）の

退出をお願いしま

す。 

※周囲と距離を 1

ｍ以上確保する。 

※ 入 室 時 に 、

「LINE コロナ」へ

の登録にご協力く

ださい。 

体育室（団体利用） 

 

〇体育室ロビーの机椅子は撤去 

〇更衣室は 3 名交代で調整してください。 

※シャワー室の不使用にご協力ください。  

工芸室（利用 12 名まで） 〇１区画 3 名（非対面）でご利用可 

音楽室（利用 12 名まで） 〇カラオケは当面利用不可 

料理室（利用 12 名まで） 〇１調理台は 3 名（飲食は不可） 

体育室個人利用 〇用具貸出はなし(持参)。別表参照 

ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ（利用 10 名程度） 〇定期的に消毒・換気を行いますので

席の移動等にご協力ください。 

〇人数制限にご協力ください。 

〇囲碁、将棋、ゲーム類の貸出はなし 

学習室（（利用８名まで） 

飲食ｺｰﾅ（ー利用 15 名まで） 

娯楽ｺｰﾅｰ（利用 4 名まで） 

図書ｺｰﾅｰ 

（入室 10 名程度） 

〇図書ｺｰﾅｰ入口で再度消毒してください。 

〇貸出は、ひとり 4 冊 2 週間です。 

〇閲覧用の座席は、4 名までです。 

３ 感染予防対策について 

 〇上記期間中は、不要不急の目的でのご来館はご遠慮ください。 

 〇事前に、健康状態を把握し、手洗いやマスクを着用して、来館をお願いします。 

 〇入館時には、消毒、検温（非接触型検温計使用）へのご協力をお願いします。 

 〇職員は、ﾋﾞﾆｰﾙｶｰﾃﾝ越に対応し、マスク、フェースシールド、ﾋﾞﾆｰﾙ手袋を着用する場合があります。 

 〇部屋利用の際には、換気のため、ドアを開け、扇風機の利用をお願いする場合があります。 

 〇終了時には、使用した机、椅子、貸出物品等の消毒をお願いします（消毒グッズを貸し出します）。 

Ｈ  



 

Ｒ030111

曜日

時間 月 火 水 木 金 土 日・祝日
曜日

時間

12:00 受付 受付 12:00
個人利用 個人利用
６０分 ６０分

13:00
13:00

団体利用 団体利用 団体利用 団体利用 団体利用 （３０分） （３０分）
受付 受付 13:30

個人利用 個人利用
14:00 ６０分 ６０分

14:30

（２０分） （２０分） （２０分） （２０分） （２０分） （３０分） （４５分）
15:00 受付 受付 受付 受付 受付 受付

個人利用 個人利用 個人利用 個人利用 個人利用 個人利用 受付 15:15
（小学生優先） （小学生優先） （小学生優先） （小学生優先） （小学生優先） ６０分 個人利用

16:00 ６０分 ６０分 ６０分 ６０分 ６０分 ６０分
16:15

（３０分） （３０分） （３０分） （３０分） （３０分） （３０分）
16:30 受付 受付 受付 受付 受付 受付 （４５分）

個人利用 個人利用 個人利用 個人利用 個人利用 個人利用
（中・高生優先） （中・高生優先） （中・高生優先） （中・高生優先） （中・高生優先） ６０分 閉館 17:00

17:30 ６０分 ６０分 ６０分 ６０分 ６０分

（３０分） （３０分） （３０分） （３０分） （３０分） （３０分）
18:00 受付 受付 18:00

個人利用 個人利用
６０分 ６０分

19:00 19:00

２時間) （３０分） ２時間) （３０分） ２時間) ２時間
19:30 受付 受付 19:30

個人利用 個人利用
3０分 3０分

20:00 閉館 閉館 閉館 閉館 閉館 閉館 20:00

団体利用時間 （消毒・清掃時間） 個人利用時間

　　　【注意事項】感染予防のため、次の対応にご協力ください。

〇緊急事態宣言が解除されるまで２０時（午後８時）閉館とさせていただきます。

〇用具の貸出は行いません。持参してください。グループの人数は、５人までとします。

最低限人と人が接触しない程度の間隔（目安１ｍ）を空けるようご協力ください。

〇受付は、利用開始時間とします（１時間前ではありません）。例えば１５時利用希望の場合、１５時

に受付けします。希望者多数の場合、じゃんけん等で調整していただきます。

〇月曜～金曜（祝日を除く）の１５時台は、小学生の利用を優先します。また、１６時台は、中・高生

の利用を優先します。

〇卓球、バドミントンのダブルスは、行わないでください。

〇個人利用時間は６０分（火・木の夜間利用は、19：30～20：00までの３０分）です。

〇次の時間帯に5分経過しても空きがあれば1回連続利用できます。

〇終了１０分前に放送をかけますので、終了時間までに速やかに退出をお願いします。

〇利用終了後、３０分間、清掃・消毒・換気を行いますので、忘れ物ないよう退出にご協力ください。

ゴミは持ち帰ってください(バドミントンの羽根も拾って退出をしてください)。

～ ～

～
～

～

団体利用 団体利用 団体利用 団体利用～ ～

～

個人利用部分

の換気・消毒

個人利用部分

の換気・消毒

個人利用部分

の換気・消毒

個人利用部分

の換気・消毒

個人利用部分

の換気・消毒

～

別表 体育室の当面の個人利用時間について


