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６月１日～施設の営業再開につきまして
拝啓
新緑の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
当施設は 5 月 25 日（月）より、大会議室・中会議室・栄養指導室・児童館・事務手続きのみ先行で再開させて
いただいておりましたが、6 月 1 日（月）より利用可能エリアを拡大しオープンをさせていただく事となりました。
利用できないエリアがございますが、皆様が安全・安心して施設をご利用いただけますよう、今後も引き続き感
染対策を実施し、段階的にオープンをさせていただきます。
ご利用をお待ち頂いていた皆様にはご不便とご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございませんでした。
ご理解、ご協力の程宜しくお願いいたします。

敬具
記

◎2020 年 6 月 1 日（月）以降の営業
（開館時間：平日 9：30～22：30 土日祝日 9：30～21：30）
＜利用できるエリア＞
プール、浴室、マシンスタジオ、託児室、レストランいきプラ OASIS、総合受付前ショップ
※感染症予防のため、利用制限を設けさせていただきます。

＜利用できないエリア＞
サウナ、大広間、軽食コーナー、カラオケルーム、音楽室、リラクゼーションルーム

＜休講となる教室＞
HIPHOP、体操、空手、ピアノの各種会員の教室、ベビースイミング、親子リトミック教室、料理教室、
さくらんぼ教室は現状感染対策が不十分な為、引き続き休講とさせていただきます。
スイミングスクールは 6 月 1 日（月）より通常通り実施いたします。

◎スタジオレッスン、大人向けプールレッスンを 6 月 8 日（月）より再開
6 月 1 日（月）～7 日（日）はお休みとさせていただき、8 日（月）より特別タイムスケジュールでの実施と
なります。詳しくはホームページトップの「タイムスケジュール」をご覧ください。

◎北側のみに出入口を限定
南側入口、テラス入口は当面の間閉鎖とさせていただきます。

◎ロッカーキーの貸出制
各エリア受付にてロッカーキーを貸出します。
また、ご利用後は受付へお戻し下さい。

◎各エリア利用時に受付にて利用者氏名、お電話番号を記入
感染が発生した場合の調査資料としてのみ利用させていただきます。

◎各受付に飛沫防止シートを設置

◎入口及び各エリアに消毒液を設置
◎チケット、現金等はトレーでの受け渡し
◎マシンスタジオ、プール、児童館、浴室の入替制導入
消毒・換気作業を実施する為「入替制」を導入し、下図時間割での営業をさせていただきます。

＜入替制時間割＞
○マシン・プール・児童館は 9：30 オープン、
浴室は 10：00 オープンとなり、
以降 90 分利用→30 分消毒→90 分利用・・・
という流れでの営業となります。
○マシン・プールご利用後に浴室を利用され
る方が多くいらっしゃる為、浴室のみ 30
分遅れでの営業となります。
○マシン・プール・児童館は 21：00 利用終了、
浴室は 21：30 利用終了とし、その後 1 時間
各現場の消毒・清掃作業を実施させていた
だきます。
○平日、土日祝日問わず左記時間割での
特別営業となります。
○消毒作業開始前に更衣を済ませご退場をお
願い致します。

これに伴い、券売機の販売終了時間も下記に変更させていただきます。

＜プール受付券売機＞
20：15

販売終了

※通常は平日 21：15、土日祝日 20：45 終了
＜浴室受付券売機＞
20：45

販売終了

※通常は平日 21：45、土日祝日 20：45 終了

※セット券をご購入のお客様
通常はご購入いただいた当日中に全てご使用いただきますが、利用制限の為受付出来ず使い切れなかった場合は、
各エリア受付スタッフまでお声掛け下さい。特例として 6 月 28 日（日）までご使用可能とさせていただきます。

各エリアでの感染予防対策及びご利用上の注意につきましては、次ページをご覧ください。

マシンスタジオ
・ご利用開始 10 分前よりマシンスタジオ入口前にて受付を行います。
・利用時に受付で体調チェックシートをご記入いただき、検温、手指の消毒を実施いたします。
・トレーニング機器のご利用を以下の通り制限させていただきます。
―ランニングマシン・クロストレーナー利用の予約不可
―ランニングマシンを 1 台置きの間隔とさせていただきます。
―ランニングマシンのご利用を最長 45 分とさせていただきます。
―スミスマシン・フリーウェイトエリアのご利用中止
―ウェイトマシンの一部制限
・一度にご利用いただける人数を 20 名までとさせていただきます。（20 名に達した時点で受付ストップ）
・各トレーニングマシンに設置されている汗拭き用の固定タオルは撤去させていただきます。
→除菌シート、ゴミ箱を設置いたしますのでご利用ください。
・以下の使用を中止とさせていただきます。
―シャワールーム、ハンドドライヤー
・物販、体力測定、カウンセリング、InBody 測定、運動メニュー受け渡しは当面の間休止とさせていただきます。
・マシンスタジオ、エアロビクススタジオ（レッスン参加）の同時利用は原則不可とさせていただきます。
※レッスン後にマシンスタジオ内が 20 名に達していなければ利用可能です。

エアロビクススタジオ
・6 月 1 日（月）～7 日（日）はスタジオレッスンをお休みさせていただき、6 月 8 日（月）より再開となります。
・レッスンの合間に十分な消毒、換気作業を設ける為、特別タイムスケジュールとさせていただきます。
詳しくはホームページトップの「タイムスケジュール」をご覧ください。
・レッスン開始 15 分前よりスタジオ入口脇通路にて参加受付をいたします。
・レッスンプログラムの内容に応じて受講定員を 10 名～12 名とさせていただきます。
・ヨガ系レッスンではマスクの着用をお願い致します。
・有酸素系、筋力トレーニング系のレッスンにおきましてマスクの着用は自由ですが、大声を出さない、間隔を空
けてご参加いただく等、感染予防のご協力をお願い致します。
・レッスン時ステップ台やマットの位置は固定となりますので、動かさないようお願いいたします。
・使用済みの用具は片付けずにまとめて置いてください。
・一般の方へのスタジオ貸し出しは、定員を 15 名とさせていただきます。

プール（一般利用）
・利用時に受付で体調チェックシートをご記入いただき、検温、手指の消毒を実施いたします。
・以下の使用を中止とさせていただきます。
―採暖室、ハンドドライヤー、脱水機
・スイミングスクール生を除き、一度にご利用いただける人数を 30 名までとさせていただきます。
（30 名に達した時点で受付ストップ）
・プールサイドのベンチを撤去し、椅子の間隔を空けて設置いたします。
・6 月 1 日（月）～7 日（日）は大人向けレッスンをお休みさせていただき、6 月 8 日（月）より再開となります。
・レッスンプログラムの内容に応じて受講定員を 6 名～16 名とさせていただきます。
・レッスンの間に十分な消毒、換気作業を設ける為、特別タイムスケジュールとさせていただきます。
詳しくはホームページトップの「タイムスケジュール」をご覧ください。
・レッスン開始 30 分前より参加受付をいたします。

・感染防止の為、監視員はマスク又はフェイスシールドを着用させていただきます。

プール（スイミングスクール）
・毎回の練習前に会員証と一緒に体調チェックシートをご記入、ご提出いただきます。
※体調チェックシートは初回練習時に配布となります。
忘れてしまった場合は出席を見送らせていただく場合がございます。
・以下の使用を中止とさせていただきます。
―採暖室、ハンドドライヤー、脱水機
・更衣室前通路の足拭きマットを撤去させていただきます。
・準備体操は生徒の密集を防ぐ為、担当コーチ毎に実施いたします。また、声出しはコーチのみで実施いたします。
・プール前観覧スペースでの見学はご遠慮ください。
お子様の着替え手伝いを除き、車中での待機をお願いいたします。
・感染防止の為、コーチはプール用マスクを着用させていただきます。
・練習前の混雑を防ぐ為、水着は事前に着用の上ご来館ください。
・練習後の混雑を防ぐ為、着替えは級ごとに順次行います。
この為、退水時間によっては練習後の遊び時間を省かせていただく場合がございます。
・レンタルは水泳キャップのみとさせていただきます。

浴室
・利用時に受付で体調チェックシートをご記入いただき、検温、手指の消毒を実施いたします。
・利用定員を男女各 24 名（＝鍵付きロッカーの数）とさせていただきます。
・更衣室は鍵付きロッカーのみのご利用とさせていただきます。
鍵無しロッカーは使用中止といたします。
・以下の使用を中止とさせていただきます。
―ハンドドライヤー、足つぼボード、マッサージチェア、給茶機
・大広間前の下駄箱は使用中止とさせていただきます。
→履物はご自身で袋をお持ちいただくか、備え付けの袋に入れて持ち運びをお願いいたします。
・サウナ、水風呂、カラオケルームは利用中止となります。
・大広間横の通路はテーブルを撤去し、間隔を空けて椅子を設置させていただきます。

児童館
・利用時に受付で体調チェックシートをご記入いただき、検温、手指の消毒を実施いたします。
※通常行っている登録カードの新規作成は中止とさせていただきます。
・一度にご利用いただける人数を 20 名までとさせていただきます。
（20 名に達した時点で受付ストップ）
・貸出用の遊具は当面の間、利用を中止させていただきます。
・図書コーナーのテーブルは撤去し、椅子を減らし間隔を空けてご利用いただきます。
・図書コーナーの本は読み終わった後、元の場所へは戻さず指定の返却ボックスへお願いいたします。
・工作室は座席を減らし間隔を空けてご利用いただきます。

託児室
・定員を 5 名とさせていただきます。
・ご利用前の検温はお子様のみではなく、保護者の方へも実施させていただきます。
・換気の為入口を常時開放いたします。

レストラン

いきプラ OASIS

・入店時は必ず手指の消毒を行っていただきます。
・飲食時以外はマスクをご着用いただきます。
・通常よりも座席を減らし、対面を無くし間隔を空けたテーブル配置とさせていただきます。
・セルフコーナーを撤去させていただきます。
・感染予防の為、店内での会話は出来る限りお控えください。

大会議室・中会議室
・大会議室の定員を全面利用 48 名、片面利用 24 名といたします。
・中会議室の定員を 20 名といたします。
・代表者の方に確認として「感染防止対策チェックリスト」を利用時ご提出いただきます。
・鍵の開閉はスタッフが実施いたします。
・出入口を限定し、倉庫は施錠いたします。
・座席、机を減らし間隔を空けた状態でご利用いただきます。
・換気・消毒作業の為、ご利用前後は 1 時間空けさせていただきます。
・利用確認ができるように、パーテーション・ロールカーテンを利用不可とさせていただきます。
→ご利用は全面もしくは西側半面のみとさせていただきます。
・会議、打合せ等のみの利用に限ります。
（運動系・音楽系不可）

栄養指導室
・定員を 14 名といたします。
・代表者の方に確認として「感染防止対策チェックリスト」を利用時ご提出いただきます。
・鍵の開閉はスタッフが実施いたします。
・出入口を限定し、倉庫は施錠いたします。
・ご利用の器具は使用後にしっかりと洗っていただき、それ以外は触れないようお願い致します。
・定員分の椅子のみ用意し、他の椅子や机類は使用禁止とさせていただきます。

総合受付前ショップ
・商品に触れる前に売場前の消毒液にて消毒をお願い致します。
・試着は当面の間中止とさせていただきます。
・他のお客様との距離を 1 メートル以上空けてご利用ください。

事務所
・受付場所を 3 箇所から 2 箇所に削減し営業させていただきます。
この為受付対応に少しお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・受付待機箇所は、間隔を開けて椅子を設置させていただきます。

北エントランス
・テーブルを撤去し、間隔を空けて椅子を設置させていただきます。
・新聞は当面の間撤去させていただきます。

■利用者へのお願い
・館内では必ずマスクの着用をお願いいたします（プール内・浴室内を除く）。
・入館時には必ず設置されている消毒液での消毒をお願いいたします。
・以下に該当する方は施設の利用をご遠慮ください。
①体調が良くない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）
②同居家族や身近な知人に新型コロナウイルス感染が疑われる方がいる場合
③過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航
または当該在住者との濃厚接触がある場合
・こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒の実施をお願いいたします。
・他の利用者、施設管理者スタッフ等との距離（できるだけ２ｍ以上）を確保してください。
（障がい者の誘導や介助を行う場合を除く）
・利用中の大きな声での会話はご遠慮ください。
・利用終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、施設管理者に対して速やか
に濃厚接触者の有無等について報告してください。
・3 つの密（密閉・密集・密接）を出来る限り避けてください。

感染拡大防止の為、皆様のご協力をお願いいたします。

以上

