
【利用制限を伴う開館について】 

利用者の皆さまへ 

港南台コミュニティハウス 

045-832-2320 

当施設は学校併設型のため、利用制限を継続しながらの開館となっております。地区セン

ター等の制限より厳しい条件があるため、細かいお願いなどをお知らせ致します。 

新型コロナウィルス感染予防および拡大防止のため、ご利用の際は、以下の対応をお願い致

します。ご不便をおかけ致しますが、何卒ご理解ご協力のほどお願い致します。 

◎学校施設活用型コミュニティハウスの施設利用について 

夜間利用時間、21:00 閉館と致します。 

     月・火・木・土・日祝 9:00～21:00 ＊閉館時間の 15 分前までに退出 

     毎週水曜日・金曜日休館 ＊期間や内容変更される場合もあります。 

 ご注意徒歩の方は原則東門の入出でお願いします。学校就業時（08:30‐15:30）、北門は

ダイヤル錠施錠。駐輪駐車等の場合は事前にコミュニティハウスまでお申し出く

ださい。解除方法をお伝えします。学校就業時以外の土日祝日と夜間利用は別扱

いとします。 

1． 利用のできる対象者について 

１）登録団体として部屋利用される方々 ＊利用目的によって制限があります 

        ＊連絡先確認：団体代表者が専用紙に利用者名簿作成し 1 か月程度保管してください 

２）図書貸出返却の方および図書ｺｰﾅｰ利用者・受付に用事の方  

＊座席制限あり・他者と 1ｍの距離を取る 

３）印刷機・コピー機利用の方     ＊事前にご利用連絡をお願いします 

＊連絡先確認：図書利用の方は貸出券で、その他の方は連絡先を用紙に記入後確認 

「LINE コロナお知らせシステム」をご利用の場合は必要ありません 

 

＜利用できないスペースと状態＞市民局・教育委員会施設利用要件に基づく 

・給湯設備（湯茶提供不可） ・細部都度消毒が難しい備品の貸出 

＊詳細は施設にお問合せください。 

 

２． 研修室の利用について （利用形態によって若干の制限緩和あり） 

【人数制限】1ｍの間隔厳守 机１台に１～２名 場合によって、アクリルシートの活用 

Ａ研修室  ：１5 人  

Ｂ研修室  ： 8 人    

和室    ： ５人    

＜留意点付きでの活動内容＞市民局・教育委員会施設利用要件に基づく 

大声の発声を伴う場合、また吹奏楽器の演奏の利用許可を致します。 

【合 唱】コーラス・合唱・詩吟・カラオケ・声楽 

【吹奏楽器活動】口で吹く楽器（笛・フルート・管楽器等） 

  感染症対策（2m の間隔）をしっかり行い換気に注意すること 

 

 

 



３． 衛生対策に関してのお願い 

【入館・退館時】 

・来館前 37.5 度以上の場合や体調不良がある場合は来館を控える 

・自宅で体温計測を必ずしてくる 施設入口の検温器で体温測定 

・利用にあたっては、マスク着用厳守 咳エチケット 

・消毒液による手指消毒やせっけん等による手洗い 

・図書・印刷・受付に用事の方は靴箱の消毒済のスリッパをはき、退館時は使用済 BOX 

へスリッパをいれる 団体利用の方は、スリッパ（上履き）持参でお願いします。 

・マスク着用（フェイスシールド） 

・団体の代表者は、メンバーの体温の確認（場合によっては体温計を貸出） 

・団体の代表者は、利用の都度、利用者の氏名・連絡先を記載した名簿を 

 保管（1 か月程度）しておいてください。名簿用紙は施設で配布致します。 

 （「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法）」に基づき、 

 保健所（各区福祉保健センター）から提出を求められることがあります。） 

・十分な消毒ができないため原則細部備品の貸出は行わない→各団体で準備願います 

・机を使用しない場合は人との間隔を 1ｍの距離を保持  距離を取った座席の配置 

・ご利用後、館内において密集しての会話や帰宅途中の会食など充分ご注意ください。 

 

４．換気対策に関してのお願い（換気はとても大事です） 

・エアコン稼働しながらの窓開け、扉開け、換気装置稼働や送風、扇風機の活用 

５．飲食に関してのお願い 

・熱中症予防のために水分補給を忘れずに 

・給湯設備と湯茶セットが使用できませんので、飲料を持参するか施設販売の飲料を購 

 入してください。また、ペットボトルなどのゴミは全てお持ち帰りください。 

・マスク飲食で許可致します。 

６．利用前と利用後の消毒清掃のお願い（入替１５分前までに清掃終了して退出願います） 

  ・受付で受け取った消毒セットで、机・イス（座面・背もたれ） 

   照明スイッチ・ドアノブ・床（by 専用フローリングワイパー）を消毒お願いします。 

   触れた場所は全て、消毒するという気持ちでよろしくお願い致します。 

 

７．部屋予約に関して（3 密を防ぐため当分の間、月初めの受付日集合はしません） 

   電話による予約受付をしています。利用申込のためだけの来館はご遠慮ください。 

・令和 4 年 6 月分：4/3（日）9:30～5/1（日）9:30 まで 重複分は 10:00 抽選 

・令和 4 年 7 月分：５/2（月）9:30～6/2（木）9:30 まで 重複分は 10:00 抽選 

・令和 4 年 8 月分：6/4（土）9:30～7/2（土）9:30 まで 重複分は 10:00 抽選 

・令和 4 年 9 月分：7/3（日）9:30～8/1（月）9:30 まで 重複分は 10:00 抽選 

・令和 4 年 10 月分：8/2（火）9:30～９/1（木）9:30 まで 重複分は 10:00 抽選 

・令和 4 年 11 月分：9/3（土）9:30～10/1（土）9:30 まで 重複分は 10:00 抽選 

 重複者には結果連絡します。抽選後は、随時電話受付します。 

・利用申込書記入は、利用当日でお願い致します。当月分全て記入できます。 

   
８．神奈川県『LINE コロナお知らせシステム』登録施設です。 

  ・お手数ですが、ご来館の都度、QR コードを読み込んでご活用ください。 
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