会議室利用者向け

発行：令和２年９月 19 日
対象期間：令和２年 11 月末日まで

新型コロナウイルス感染拡大防止のための

施 設 利 用 上 の お 願 い
当館では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、館内の消毒や換気を行うなど利用者の皆
様が安心してご利用いただける取り組みを進めております。
今後は「新しい生活様式」をはじめ、内閣官房（新型コロナウイルス感染症対策推進室）によ
る「11 月末までの催物の開催制限等について」や、関連する業界団体が作成したガイドライン
に沿って、下記のとおり運営を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。な
お、12 月１日以降の取扱いについては、改めてお知らせいたします。

全ての方へのお願い（参加者・受講者等を含む）
◆予めご自宅等で検温をお願いします。発熱（37.5℃を目安）又は風邪の症状が
ある場合は来館をお控えください。
◆施設入館時に手指消毒又は石鹸による手洗いをお願いします。
◆マスク着用又はハンカチで口を覆う等の咳エチケットをお願いします。
◇大声での会話はご遠慮ください。
◆備品を利用する際には、手指消毒又は石鹸による手洗いをお願いします。
また、備品類の取扱者を事前に定め、複数人での共用はご遠慮ください。
◆飲食については、感染リスクが高いため、次の事項を厳守してください。
対面禁止・会話禁止・十分な間隔の確保・施設の指定した場所
◆ゴミはお持ち帰りください。

会議室をご利用の方へのお願い
◆入場者数の上限は、各部屋９人までです。（Ａ・Ｂ同時利用の場合は 18 人）。
ただし、室内にて大声での歓声、声援等を発し、又は歌唱する恐れのないもの
については、各部屋 18 人までです。
（Ａ・Ｂ同時利用の場合は 36 人）
。
◆入場者数の上限を各部屋９人（Ａ・Ｂ同時利用の場合は 18 人）とする時は、
客席は前後左右の席を空けて利用してください。
（※異なるグループ間では座席
を１席空け、同一グループ（５人以内に限る）内では座席間隔を設けなくとも
よいです。）
◆入場者数の上限を各部屋 18 人（Ａ・Ｂ同時利用の場合は 36 人）とする場合は
本ガイドラインに加え「11 月末までの催物の開催制限等について」で示された
イベント開催制限の緩和に伴うリスクを軽減するための措置を講じてください
◆講座や催しを開催する場合は、来場者用の消毒液を用意し、会場入口に設置し
てください。
◆利用者の氏名・連絡先を収集してください。必要に応じて保健所等の公的機関
へ提供していただく場合があります。なお、神奈川県の LINE コロナお知らせシ
ステムをご利用いただいた来場者の氏名・連絡先の収集は不要です。
◆パンフレット、ちらし、アンケート等を配布する場合は、平置きにするなど、
手渡しによる配布は避けてください。
今後の感染状況により上記内容が変更もしくは会議室がご利用いただけ
なくなる場合がございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷
◆：必須項目 ◇：推奨項目
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݆̏̏ΉͲɼ؏ٮͶͲʀԋ͗͵͏͞ͳΝͳ͑͢Ζɼ״ઝࢯࡨబఊΝͶ100ˍҐ಼फ༲ΝՆ
ͳͤΖɽͨΗҐɼҡ͵ΖήϩʖϕʤͺݺਕʥؔͲͺ࠴ੰΝ̏ੰͺ͜ۯΖ͞ͳͳͯͯ͢ɼಋҲήϩʖϕʤ̓໌Ґ಼ͶݸΖɽʥ
಼Ͳͺ࠴ੰֶؔΝઅ͜Ζචགྷͺ͵͏ɽͤ͵Κͬɼफ༲ིͺ50ˍΝ͓Ζ͞ͳͳ͵Ζɽ͞ΗΔͺɼʰ͢͏ਫ਼༹ࣞʱͶߨ͚Ͱخಊɼ
خຌద͵״ઝࢯࡨ͗బఊʀܩକ͠Ηɼϗϱφक࠷ंΏड़ԍं͗ʰۂझพΪχϧϱʱ Ͷߨ͚Ͱخಊʤพࢶ̑ʰफ༲ི;ٶਕ਼
ݸ؉Νన༽ͤΖড়݇Ͷͯ͏ͱʱඍॱ;ٶगΝʥΝߨ͑͞ͳ͗ɽ
ʕ ஏҮ״ઝয়ڱͶԢͣɼಕැݟஎࣆஇͲΓΕ͏͢ݭݸΝ՟ͤ͞ͳՆɽΉͪɼوໝ͵ϗϱφʤࢂՅंਕʥक
࠷ंͺ֦ಕැݟͶࣆͶ૮͢ɼ֦ಕැݟͺ״ઝয়ڱΏϗϱφସ༹ͶԢͣͱɼݺพϗϱφ࠷͍Ε๏ΝనͶஇɽ
ୂΏ༙ڠ෨ɼޮިڠ௪ؖؽࢀືյඈ͗ඈ͜ΔΗ͵͏ɼյඈՆ͵ਕ਼Ͷݸɽ
ʕ સࠅద͵״ઝ֨ΏϗϱφͲέϧηνʖ͗ਫ਼ͪ͢ɼැͺɼ״ઝয়ڱΝੵ͢ɼۂझพΪχϧϱݡ͢Ώफ༲ིགྷ
݇ʀਕ਼ݸݡ͢న͵ଲԢΝߨ͑ɽ
ʕ Ͳʀԋ͗͵͏͞ͳΝͳ͑͢ΖͲڧɼ࠴ੰͶΓΕࢂՅंҒ͗ݽఈ͠ΗΖଠࢬઅʤӫժؙʥͶͯ͏ͱಋ
༹ߡ͓๏Νన༽ͤΖ͞ͳͳ͢ɼۂܐؖֆͶ͕͜Ζ״ઝ֨༩ΪχϧϱրఈΝ͖͜;ݼΖɽ

αϱγʖφʀԍܸʀηϛʖςϗϱφ
ϗϱφ࣯
ఈ͠ΗΖ
ϗϱφ;ٶ
फ༲ི

100ˍ࠷
۫ରదགྷ݇

•
•

ୂΏۢҮ಼న͵ߨಊ֮ฯ͗ՆʤۢҮ͗ݸఈʥ
ࢂՅंҒ͗ݽఈʤ࠴ੰΏཱིͬҒݽఈʥ

ʴ11݆ΉͲ 50ˍʤˠʥҐ಼ʵ

ʴ100ˍҐ಼ʵ
•

Ͳʀԋ͗͵͏͞ͳΝͳ͑͢
ΖέϧερέԽֺαϱγʖφɼԍܸɼཅɼ
ఽ౹ܵɼܵʀԍܵɼޮԍʀࣞఱ 

•

Ͳʀԋ͗ఈ͠ΗΖϫρέɼ
ϛρϕαϱγʖφɼηϛʖςϗϱφɼޮӨڟ
ٗɼޮԍɼϧϔύΤηʀψφέϧϔͲ
ϗϱφ

࣏͏ͥΗͶ֚ͤΖɽ
ᶅ ͞ΗΉͲ֚ड़ԍंʀड़ԍର࠷ࣰͶ͕͏ͱ؏͗ٮͲʀԋΝ͢ɼͺՐ
ͤΖࣰସ͗ΊΔΗ͵͏ʤ࠷ࣰ͗͵͏ɼྪࣇϗϱφͶলΔ͢ɼ؏͗ٮͲ
ʀԋΝ͢ɼͺՐͤΖ͞ͳ͗ࠒݡΉΗ͵͏ʥɽ
ᶆ ͞ΗΉͲ࠷ࣰΝಁΉ͓ɼϜηέ༽ΝΌɼݺพࢂՅंͶଲ͢ͱ״ઝࢯଲࡨబఊ͗ߨ
ΚΗ͑Ζɽ
ᶇ ͤΖԍंͳ؏ؔٮ͗ړనͶฯͪΗͱ͏Ζɼ״ઝଲࡨ͗״ઝ֨༩ΪχϧϱͶ
ΕࠒΉΗɼͨΗͶଉͮͪ״ઝࢯଲࡨࣰ͗ࢬ͠ΗΖɽ

ʤˠʥҡ͵ΖήϩʖϕؔͲͺ࠴ੰΝ̏ੰ͜ۯɼಋҲήϩʖϕʤ̓ਕҐ಼ͶݸΖʥ಼Ͳͺ࠴ੰֶؔΝઅ͜͵͚ͳΓ͏ɽͤ͵Κͬɼफ༲ིͺΝ͓Ζ͍͗Ζɽ

ఴࣖճʀ͕ࡉΕʀϓΥηफ༲ིʤ҈ʥ

ʴพࢶ̔ʵ

ʕ ݆̏̏ΉͲɼंͶͲʀԋ͗͵͏͞ͳΝͳ͑͢Ζɼ״ઝࢯࡨబఊΝͶਕͳਕ͗ંৰ͢
͵͏ҕͲफ༲ིΝ100ˍҐ಼ͳͤΖ͞ͳΝΌΖɽͨΗҐɼؔɼफ༲ིΝ50ˍҐ಼ɼͺॉ͵ਕͳਕͳֶؔΝ
གྷͤΖɽ͞ΗΔͺɼʰ͢͏ਫ਼༹ࣞʱͶߨ͚Ͱخಊɼخຌద͵״ઝࢯࡨ͗బఊʀܩକ͠Ηɼϗϱφक࠷ंΏड़ԍंͺʰۂझพ
Ϊχϧϱʱ Ͷߨ͚Ͱخಊʤพࢶ̑ʰफ༲ི;ٶਕ਼ݸ؉Νన༽ͤΖড়݇Ͷͯ͏ͱʱඍॱ;ٶगΝʥ
Νߨ͑͞ͳ͗ɽ
ʕ ஏҮ״ઝয়ڱͶԢͣɼಕැݟஎࣆஇͲΓΕ͏͢ݭݸΝ՟ͤ͞ͳՆɽΉͪɼوໝ͵ϗϱφʤࢂՅंਕʥ
क࠷ंͺ֦ಕැݟͶࣆͶ૮͢ɼ֦ಕැݟͺ״ઝয়ڱΏϗϱφସ༹ͶԢͣͱɼݺพϗϱφ࠷͍Ε๏Νన
ͶஇɽୂΏ༙ڠ෨ɼޮިڠ௪ؖؽࢀືյඈ͗ඈ͜ΔΗ͵͏ɼյඈՆ͵ਕ਼Ͷݸɽ
ʕ સࠅద͵״ઝ֨ΏϗϱφͲέϧηνʖ͗ਫ਼ͪ͢ɼැͺɼ״ઝয়ڱΝੵ͢ɼۂझพΪχϧϱݡ͢Ώफ༲ི
གྷ݇ʀਕ਼ݸݡ͢న͵ଲԢΝߨ͑ɽ
ʕ Ͳʀԋ͗͵͏͞ͳΝͳ͑͢ΖͲڧɼࢂՅं͗ࣙ༟ͶҢಊͲ͘Ζଠࢬઅʤඔढ़ؙɼദؙɼಊ৪Ԅɼ༣Ԅ
ஏʥͶͯ͏ͱಋ༹ߡ͓๏Νన༽ͤΖ͞ͳͳ͢ɼۂܐؖֆͶ͕͜Ζ״ઝ֨༩ΪχϧϱրఈΝ͖͜;ݼΖɽ

ఴࣖճɼஏҮߨࣆ

સࠅదʀ߁Үద͵͕ࡉΕʀϓΥη

ϗϱφ࣯

•
•
•

ୂΏۢҮ಼న͵ߨಊ֮ฯ͗Ն
ࢂՅं͗ࣙ༟ͶҢಊͲ͘Ζ
໌฿ͲࢂՅंѴ͗Ն

•
•
•

ୂΏۢҮ಼న͵ߨಊ֮ฯ͗ࠖೋ
ࢂՅं͗ࣙ༟ͶҢಊͲ͘Ζ
໌฿ͲࢂՅंΝѴࠖೋ

ఈ͠ΗΖ
ϗϱφʤྭʥ

•
•

ఴࣖճʤਕ਼Ν؇ཀྵͲ͘Ζϗϱφʥ
ஏҮߨࣆ

•

સࠅదʀ߁Үద͵ՒճʀԽֺϓΥη

࠷གྷ݇

•

ं͗ͲʀԋΝ͢ɼͺՐ
ͤΖ͕ͨΗ͍͗Ζͺɼؔɼफ༲ఈ
ҽ͗અఈ͠Ηͱ͏Ζͺफ༲ི50ˍҐ಼ɼઅ
ఈ͠Ηͱ͏͵͏ͺॉ͵ਕͳਕͳֶؔ
ʤ̏̾ʥΝགྷͤΖ͞ͳͳͤΖɽ
ͨΗҐͶͯ͏ͱͺɼ״ઝ֨༩Ϊ
χϧϱͶଉͮͪ״ઝ֨ଲࡨΝͳ͢ͱɼ
फ༲ఈҽ͗અఈ͠Ηͱ͏Ζͺफ༲ི100ˍҐ
಼ɼઅఈ͠Ηͱ͏͵͏ͺື͗ਫ਼͢͵͏ఖ
ֶౕؔʤ࠹ఁݸਕͳਕ͗ંৰ͢͵͏ఖౕؔ
ֶʥΝ͜ۯΖ͞ͳͳͤΖɽ

•

ؔɼॉ͵ਕͳਕͳֶؔʤ̏̾ʥΝགྷ
ͤΖ͞ͳͳͤΖɽֶ֚ؔң࣍͗ࠖೋ͵
ͺɼ࠷Ͷͯ͏ͱ৽॑Ͷஇɽ

•

ϗϱφਕ਼ݸ҈ʤ҈ʥ

ʴพࢶ̕ʵ

ʕ ϗϱφͶ͕͜Ζ״ઝϨηέͺɼϗϱφ࠷ͶՅ͓ɼͨޛʤୂ࣎ɼφϪɼജవɼϗϱφޛճৱʀި௪
ؖؽཤ༽ʥͶଚࡑɽ͑ͪ͢͞״ઝϨηέͺɼ͍Ζਕ਼ʤྭ͓ͻɼਕʥΝڧͶಧષଁͤΖͲͺ͵͚ɼࢂՅਕ਼
͗ଁ͓ΖͶͯΗͱ࿊କదͶଁՅͤΖͳߡ͓ΔΗΖɽ
ʕ ۫ରదͶͺɼஊదͶਕ਼ݸΝӀ͘͝Ζ͞ͳͳͤΖ͞ͳͲɼ״ઝয়ڱͶԢͣͪଲԢ͗ՆͶ͵Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ௪ͺ
༙ڠ෨ʤୂ࣎௪࿑ΏφϪʥΫϡϏετΡ͗फ༲ਕ਼ΝಁΉ͓ͱઅ͠ܯΗͱ͏Ζͳߡ͓ΔΗΖ͞ͳΝಁΉ͓ɼخຌ
ద͵״ઝࢯࡨబఊ;ٶʰۂझพΪχϧϱʱͶߨ͚Ͱخಊʤพࢶ̑ʰफ༲ི;ٶਕ਼ݸ؉Νన༽ͤΖড়
݇Ͷͯ͏ͱʱඍॱ;ٶगΝʥΝߨ͑͞ͳΝͶɼਕ਼ݸͺɼ݆̏̏ΉͲɼफ༲ਕ਼ʤफ༲ਕ਼
ਕҐԾͳ͘ͺɼਕʥͳ͢ͱݸΝઅఈͤΖɽΉͪɼ݆̏̐Ґ͍߳Ε๏Ͷͯ͏ͱͺɼ״ઝয়ڱɼϗϱφࣰ
ࢬয়ڱΝಁΉ͓ɼրΌͱݗ౾Νߨ͑ɽ
ʕ ஏҮ״ઝয়ڱͶԢͣɼಕැݟஎࣆஇͲΓΕ͏͢ݭݸΝ՟ͤ͞ͳՆɽΉͪɼوໝ͵ϗϱφʤࢂՅं
ਕʥक࠷ंͺ֦ಕැݟͶࣆͶ૮͢ɼ֦ಕැݟͺ״ઝয়ڱΏϗϱφସ༹ͶԢͣͱɼݺพϗϱφ࠷
͍Ε๏ΝనͶஇɽୂΏ༙ڠ෨ɼޮިڠ௪ؖؽࢀືյඈ͗ඈ͜ΔΗ͵͏ɼյඈՆ͵ਕ਼Ͷݸɽ
ʕ સࠅద͵״ઝ֨ΏϗϱφͲέϧηνʖ͗ਫ਼ͪ͢ɼැͺɼ״ઝয়ڱΝੵ͢ɼۂझพΪχϧϱݡ͢Ώ
फ༲ིགྷ݇ʀਕ਼ݸݡ͢న͵ଲԢΝߨ͑ɽ
ʕ Ήͪɼસࠅదͺ߁Үద͵ਕҢಊ͗ࠒݡΉΗΖࡉΕΏࢂՅंѴ͗ࠖೋ͵ϗϱφͶͯ͏ͱͺɼέϧηνʖଲࡨ͗
ࠖೋͲ͍Ζ͞ͳ͖ΔɼӀ͘କ͘ɼࢯΝΌͱ৽॑Ͷݗ౾ͤΖΓ͑ଇͤɽ

αϱγʖφʀԍܸʀηϛʖςϗϱφ
ਕ਼ݸ

ఴࣖճʀஏҮߨࣆ

ᶅफ༲ਕ਼͗10,000ਕΝ͓Ζʁफ༲ਕ਼50%
ᶆफ༲ਕ਼͗10,000ਕҐԾʁ5,000ਕ
•
•

ཻқࣆߴ
•

સࠅదʀ߁Үద͵͕ࡉΕ

৽॑͵இ

֦ಕැݟͶ͕͏ͱͺɼӀ͘କ͘ɼΪχϧϱబఊΝ͖͜;ݼΖͳͳͶɼஏҮ״ઝয়ڱஊͶԢ
ͣͱɼݺพϗϱφ࠷Ͷͯ͏ͱనͶஇɽ
وໝϗϱφʤࢂՅं1,000ਕʥक࠷ंͺɼਕ਼Ͷͯ͏ͱಕැͳݟ૮ɽ͵͕ɼ״ઝ֨ޫΏ࠷
Ͷ͕͜Ζέϧηνʖਫ਼͍͗ͮͪɼಕැݟͺɼ҈;ٶΪχϧϱॱगয়ͨڱଠࣰସ
ΝѴͤΖͳͳͶɼࠅͳ࿊ͱ͢ܠɼ࠷ໃ؏ٮԿɼࢯͺԈغΝΌͱɼଐΏ͖Ͷक࠷ंͶଲ͢
ͱචགྷ͵ྙڢགྷ੧Νߨ͑ɽ
ਕ਼ݸͺɼࠕޛ״ઝয়ڱΏΦϑυϱη֮ͶΓΕ࣎ݡ͢ɽ

