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5555

致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました

こと、深くこと、深くこと、深くこと、深く

        

もちろん「換気」・「トイレにペーパータオルのもちろん「換気」・「トイレにペーパータオルのもちろん「換気」・「トイレにペーパータオルのもちろん「換気」・「トイレにペーパータオルの

ご利用をお待ちしておりご利用をお待ちしておりご利用をお待ちしておりご利用をお待ちしており

「「「「

    

ものもありますのでものもありますのでものもありますのでものもありますので

    

【当地区センターご利用のお客様へお願い】【当地区センターご利用のお客様へお願い】【当地区センターご利用のお客様へお願い】【当地区センターご利用のお客様へお願い】

    館館館館

消毒につきましては、消毒につきましては、消毒につきましては、消毒につきましては、

の利用までの時間にの利用までの時間にの利用までの時間にの利用までの時間に

    

    

    

    （（（（注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。
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日時日時日時日時

定定定定

持持持持

受受受受

申申申申

    

    

★★★★6666

    日曜日日曜日日曜日日曜日

    今月今月今月今月

★★★★「「「「がんがんがんがん

「「「「がんがんがんがん

「「「「住民集団検診住民集団検診住民集団検診住民集団検診

✱ 納入された

《《《《貸室業務再開貸室業務再開貸室業務再開貸室業務再開

6 月 1

 再開いたしました！
当地区センターは、今般の「新型コロナウィルス感染拡大」の影響より当地区センターは、今般の「新型コロナウィルス感染拡大」の影響より当地区センターは、今般の「新型コロナウィルス感染拡大」の影響より当地区センターは、今般の「新型コロナウィルス感染拡大」の影響より

5555 月月月月 31313131 日（日）まで休館としておりましたが、日（日）まで休館としておりましたが、日（日）まで休館としておりましたが、日（日）まで休館としておりましたが、

致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました

こと、深くこと、深くこと、深くこと、深くお詫び申し上げます。お詫び申し上げます。お詫び申し上げます。お詫び申し上げます。

    再開後再開後再開後再開後につきましても「第三波」発生の危険性は高く、職員一同館内の「消毒」はにつきましても「第三波」発生の危険性は高く、職員一同館内の「消毒」はにつきましても「第三波」発生の危険性は高く、職員一同館内の「消毒」はにつきましても「第三波」発生の危険性は高く、職員一同館内の「消毒」は

もちろん「換気」・「トイレにペーパータオルのもちろん「換気」・「トイレにペーパータオルのもちろん「換気」・「トイレにペーパータオルのもちろん「換気」・「トイレにペーパータオルの

ご利用をお待ちしておりご利用をお待ちしておりご利用をお待ちしておりご利用をお待ちしており

「「「「三密を避ける」など三密を避ける」など三密を避ける」など三密を避ける」など

    またまたまたまた、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている

ものもありますのでものもありますのでものもありますのでものもありますので

    

【当地区センターご利用のお客様へお願い】【当地区センターご利用のお客様へお願い】【当地区センターご利用のお客様へお願い】【当地区センターご利用のお客様へお願い】

館館館館内内内内の消毒作業については、職員が細心の注意をもって行っておりますが、の消毒作業については、職員が細心の注意をもって行っておりますが、の消毒作業については、職員が細心の注意をもって行っておりますが、の消毒作業については、職員が細心の注意をもって行っておりますが、

消毒につきましては、消毒につきましては、消毒につきましては、消毒につきましては、

の利用までの時間にの利用までの時間にの利用までの時間にの利用までの時間に

    

注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。

講 座 名 

内内内内            容容容容    

講講講講            師師師師    

対対対対            象象象象    

日時日時日時日時・・・・受講料受講料受講料受講料

定定定定            員員員員    

持持持持    ちちちち    物物物物    

受受受受            付付付付    

申申申申    込込込込    方方方方    法法法法

6666 月月月月のののの無料開放無料開放無料開放無料開放

日曜日日曜日日曜日日曜日のののの午後午後午後午後

今月今月今月今月はははは全全全全てててて中止中止中止中止

がんがんがんがん検診検診検診検診」「」「」「」「

がんがんがんがん検診検診検診検診」」」」

住民集団検診住民集団検診住民集団検診住民集団検診

納入された受講料は原則としてお返しできません。

貸室業務再開貸室業務再開貸室業務再開貸室業務再開

1 日（月）より

再開いたしました！
当地区センターは、今般の「新型コロナウィルス感染拡大」の影響より当地区センターは、今般の「新型コロナウィルス感染拡大」の影響より当地区センターは、今般の「新型コロナウィルス感染拡大」の影響より当地区センターは、今般の「新型コロナウィルス感染拡大」の影響より

日（日）まで休館としておりましたが、日（日）まで休館としておりましたが、日（日）まで休館としておりましたが、日（日）まで休館としておりましたが、

致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました

お詫び申し上げます。お詫び申し上げます。お詫び申し上げます。お詫び申し上げます。

につきましても「第三波」発生の危険性は高く、職員一同館内の「消毒」はにつきましても「第三波」発生の危険性は高く、職員一同館内の「消毒」はにつきましても「第三波」発生の危険性は高く、職員一同館内の「消毒」はにつきましても「第三波」発生の危険性は高く、職員一同館内の「消毒」は

もちろん「換気」・「トイレにペーパータオルのもちろん「換気」・「トイレにペーパータオルのもちろん「換気」・「トイレにペーパータオルのもちろん「換気」・「トイレにペーパータオルの

ご利用をお待ちしておりご利用をお待ちしておりご利用をお待ちしておりご利用をお待ちしており

三密を避ける」など三密を避ける」など三密を避ける」など三密を避ける」など

、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている

ものもありますのでものもありますのでものもありますのでものもありますので、、、、

【当地区センターご利用のお客様へお願い】【当地区センターご利用のお客様へお願い】【当地区センターご利用のお客様へお願い】【当地区センターご利用のお客様へお願い】

の消毒作業については、職員が細心の注意をもって行っておりますが、の消毒作業については、職員が細心の注意をもって行っておりますが、の消毒作業については、職員が細心の注意をもって行っておりますが、の消毒作業については、職員が細心の注意をもって行っておりますが、

消毒につきましては、消毒につきましては、消毒につきましては、消毒につきましては、

の利用までの時間にの利用までの時間にの利用までの時間にの利用までの時間に限りがありますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。限りがありますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。限りがありますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。限りがありますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

    

注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。

 ゆかた着付

    
自分自分自分自分でででで「「「「

夏夏夏夏ははははゆかたをゆかたをゆかたをゆかたを

    NPONPONPONPO 法人法人法人法人

    豊平区内豊平区内豊平区内豊平区内

受講料受講料受講料受講料    

    

6666 月月月月 27272727

10101010 名名名名（（（（申込多数申込多数申込多数申込多数

    浴衣浴衣浴衣浴衣・・・・半幅帯半幅帯半幅帯半幅帯

    令和令和令和令和 2222

法法法法    電話電話電話電話のののの場合場合場合場合

無料開放無料開放無料開放無料開放（（（（施設活用事業施設活用事業施設活用事業施設活用事業

午後午後午後午後：：：：卓球卓球卓球卓球（（（（ファミリーファミリーファミリーファミリー

中止中止中止中止とととと致致致致しますしますしますします

」「」「」「」「住民集団検診住民集団検診住民集団検診住民集団検診

」」」」    9999：：：：00000000～～～～11111111

住民集団検診住民集団検診住民集団検診住民集団検診」」」」    9999：：：：00000000

受講料は原則としてお返しできません。

貸室業務再開貸室業務再開貸室業務再開貸室業務再開》》》》    

日（月）より

再開いたしました！
当地区センターは、今般の「新型コロナウィルス感染拡大」の影響より当地区センターは、今般の「新型コロナウィルス感染拡大」の影響より当地区センターは、今般の「新型コロナウィルス感染拡大」の影響より当地区センターは、今般の「新型コロナウィルス感染拡大」の影響より

日（日）まで休館としておりましたが、日（日）まで休館としておりましたが、日（日）まで休館としておりましたが、日（日）まで休館としておりましたが、

致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました

お詫び申し上げます。お詫び申し上げます。お詫び申し上げます。お詫び申し上げます。

につきましても「第三波」発生の危険性は高く、職員一同館内の「消毒」はにつきましても「第三波」発生の危険性は高く、職員一同館内の「消毒」はにつきましても「第三波」発生の危険性は高く、職員一同館内の「消毒」はにつきましても「第三波」発生の危険性は高く、職員一同館内の「消毒」は

もちろん「換気」・「トイレにペーパータオルのもちろん「換気」・「トイレにペーパータオルのもちろん「換気」・「トイレにペーパータオルのもちろん「換気」・「トイレにペーパータオルの

ご利用をお待ちしておりご利用をお待ちしておりご利用をお待ちしておりご利用をお待ちしておりますますますます。。。。以上よりご利用のみなさまにも「マスクの着用」「手の消毒」以上よりご利用のみなさまにも「マスクの着用」「手の消毒」以上よりご利用のみなさまにも「マスクの着用」「手の消毒」以上よりご利用のみなさまにも「マスクの着用」「手の消毒」

三密を避ける」など三密を避ける」など三密を避ける」など三密を避ける」などののののご協力をお願い致します。ご協力をお願い致します。ご協力をお願い致します。ご協力をお願い致します。

、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている

、、、、事前事前事前事前におにおにおにお問い合わせください。問い合わせください。問い合わせください。問い合わせください。

【当地区センターご利用のお客様へお願い】【当地区センターご利用のお客様へお願い】【当地区センターご利用のお客様へお願い】【当地区センターご利用のお客様へお願い】

の消毒作業については、職員が細心の注意をもって行っておりますが、の消毒作業については、職員が細心の注意をもって行っておりますが、の消毒作業については、職員が細心の注意をもって行っておりますが、の消毒作業については、職員が細心の注意をもって行っておりますが、

消毒につきましては、消毒につきましては、消毒につきましては、消毒につきましては、サークルの皆様のお手伝いをお願い致します。ごサークルの皆様のお手伝いをお願い致します。ごサークルの皆様のお手伝いをお願い致します。ごサークルの皆様のお手伝いをお願い致します。ご

限りがありますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。限りがありますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。限りがありますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。限りがありますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

    

注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。

着付け講座

「「「「ゆかたゆかたゆかたゆかた」」」」をををを

ゆかたをゆかたをゆかたをゆかたを着着着着てててて

法人法人法人法人きものきものきものきもの着付着付着付着付

豊平区内豊平区内豊平区内豊平区内におにおにおにお住住住住まいかおまいかおまいかおまいかお

27272727 日日日日（（（（土土土土））））    

申込多数申込多数申込多数申込多数のののの

半幅帯半幅帯半幅帯半幅帯・・・・帯板帯板帯板帯板

2222 年年年年 6666 月月月月 16161616

場合場合場合場合    （（（（西岡福住地区西岡福住地区西岡福住地区西岡福住地区

施設活用事業施設活用事業施設活用事業施設活用事業））））中止中止中止中止

ファミリーファミリーファミリーファミリー））））につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては

しますしますしますします。。。。    

住民集団検診住民集団検診住民集団検診住民集団検診」」」」のおのおのおのお

11111111：：：：00000000                            

00000000～～～～11111111：：：：00000000

受講料は原則としてお返しできません。

講 座 の ご 案

日（月）より全館の貸室を

再開いたしました！ 
当地区センターは、今般の「新型コロナウィルス感染拡大」の影響より当地区センターは、今般の「新型コロナウィルス感染拡大」の影響より当地区センターは、今般の「新型コロナウィルス感染拡大」の影響より当地区センターは、今般の「新型コロナウィルス感染拡大」の影響より

日（日）まで休館としておりましたが、日（日）まで休館としておりましたが、日（日）まで休館としておりましたが、日（日）まで休館としておりましたが、

致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました

お詫び申し上げます。お詫び申し上げます。お詫び申し上げます。お詫び申し上げます。    

につきましても「第三波」発生の危険性は高く、職員一同館内の「消毒」はにつきましても「第三波」発生の危険性は高く、職員一同館内の「消毒」はにつきましても「第三波」発生の危険性は高く、職員一同館内の「消毒」はにつきましても「第三波」発生の危険性は高く、職員一同館内の「消毒」は

もちろん「換気」・「トイレにペーパータオルのもちろん「換気」・「トイレにペーパータオルのもちろん「換気」・「トイレにペーパータオルのもちろん「換気」・「トイレにペーパータオルの

以上よりご利用のみなさまにも「マスクの着用」「手の消毒」以上よりご利用のみなさまにも「マスクの着用」「手の消毒」以上よりご利用のみなさまにも「マスクの着用」「手の消毒」以上よりご利用のみなさまにも「マスクの着用」「手の消毒」

ご協力をお願い致します。ご協力をお願い致します。ご協力をお願い致します。ご協力をお願い致します。

、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている

問い合わせください。問い合わせください。問い合わせください。問い合わせください。

【当地区センターご利用のお客様へお願い】【当地区センターご利用のお客様へお願い】【当地区センターご利用のお客様へお願い】【当地区センターご利用のお客様へお願い】

の消毒作業については、職員が細心の注意をもって行っておりますが、の消毒作業については、職員が細心の注意をもって行っておりますが、の消毒作業については、職員が細心の注意をもって行っておりますが、の消毒作業については、職員が細心の注意をもって行っておりますが、

サークルの皆様のお手伝いをお願い致します。ごサークルの皆様のお手伝いをお願い致します。ごサークルの皆様のお手伝いをお願い致します。ごサークルの皆様のお手伝いをお願い致します。ご

限りがありますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。限りがありますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。限りがありますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。限りがありますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

    

注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。

講座 

をををを着着着着ることをることをることをることを

てててて、、、、おおおお出出出出かけもかけもかけもかけも

着付着付着付着付けけけけ愛好会愛好会愛好会愛好会

まいかおまいかおまいかおまいかお勤勤勤勤めのめのめのめの

        10101010：：：：00000000～～～～

のののの場合場合場合場合はははは、、、、抽選抽選抽選抽選

帯板帯板帯板帯板・・・・腰紐腰紐腰紐腰紐 2222 本本本本

16161616 日日日日（（（（火火火火）～）～）～）～6666

西岡福住地区西岡福住地区西岡福住地区西岡福住地区

中止中止中止中止のおのおのおのお知知知知

につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては

のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ        

                            

00000000    ・・・・    13131313：：：：

受講料は原則としてお返しできません。

講 座 の ご 案

全館の貸室を

当地区センターは、今般の「新型コロナウィルス感染拡大」の影響より当地区センターは、今般の「新型コロナウィルス感染拡大」の影響より当地区センターは、今般の「新型コロナウィルス感染拡大」の影響より当地区センターは、今般の「新型コロナウィルス感染拡大」の影響より

日（日）まで休館としておりましたが、日（日）まで休館としておりましたが、日（日）まで休館としておりましたが、日（日）まで休館としておりましたが、6666 月月月月

致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました

につきましても「第三波」発生の危険性は高く、職員一同館内の「消毒」はにつきましても「第三波」発生の危険性は高く、職員一同館内の「消毒」はにつきましても「第三波」発生の危険性は高く、職員一同館内の「消毒」はにつきましても「第三波」発生の危険性は高く、職員一同館内の「消毒」は

もちろん「換気」・「トイレにペーパータオルのもちろん「換気」・「トイレにペーパータオルのもちろん「換気」・「トイレにペーパータオルのもちろん「換気」・「トイレにペーパータオルの備付け」など万全を期してみなさま備付け」など万全を期してみなさま備付け」など万全を期してみなさま備付け」など万全を期してみなさま

以上よりご利用のみなさまにも「マスクの着用」「手の消毒」以上よりご利用のみなさまにも「マスクの着用」「手の消毒」以上よりご利用のみなさまにも「マスクの着用」「手の消毒」以上よりご利用のみなさまにも「マスクの着用」「手の消毒」

ご協力をお願い致します。ご協力をお願い致します。ご協力をお願い致します。ご協力をお願い致します。    

、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている

問い合わせください。問い合わせください。問い合わせください。問い合わせください。

【当地区センターご利用のお客様へお願い】【当地区センターご利用のお客様へお願い】【当地区センターご利用のお客様へお願い】【当地区センターご利用のお客様へお願い】    

の消毒作業については、職員が細心の注意をもって行っておりますが、の消毒作業については、職員が細心の注意をもって行っておりますが、の消毒作業については、職員が細心の注意をもって行っておりますが、の消毒作業については、職員が細心の注意をもって行っておりますが、

サークルの皆様のお手伝いをお願い致します。ごサークルの皆様のお手伝いをお願い致します。ごサークルの皆様のお手伝いをお願い致します。ごサークルの皆様のお手伝いをお願い致します。ご

限りがありますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。限りがありますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。限りがありますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。限りがありますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

    

注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。

ることをることをることをることを学学学学びますびますびますびます。。。。

かけもかけもかけもかけも楽楽楽楽しいものですよしいものですよしいものですよしいものですよ
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～～～～11111111：：：：30303030    

抽選抽選抽選抽選となりますとなりますとなりますとなります

本本本本・・・・衿芯衿芯衿芯衿芯・・・・着物用着物用着物用着物用

）～）～）～）～6666 月月月月 26262626 日日日日

西岡福住地区西岡福住地区西岡福住地区西岡福住地区センターセンターセンターセンター    

知知知知らせらせらせらせ    

につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、「「「「新型新型新型新型

        令和令和令和令和 2222 年年年年

                                

：：：：30303030～～～～15151515：：：：00000000

受講料は原則としてお返しできません。✱ 応募者が少数の場合は中止することがあります。

講 座 の ご 案

    全館の貸室を

当地区センターは、今般の「新型コロナウィルス感染拡大」の影響より当地区センターは、今般の「新型コロナウィルス感染拡大」の影響より当地区センターは、今般の「新型コロナウィルス感染拡大」の影響より当地区センターは、今般の「新型コロナウィルス感染拡大」の影響より

月月月月 1111 日（月）から再開日（月）から再開日（月）から再開日（月）から再開

致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました

につきましても「第三波」発生の危険性は高く、職員一同館内の「消毒」はにつきましても「第三波」発生の危険性は高く、職員一同館内の「消毒」はにつきましても「第三波」発生の危険性は高く、職員一同館内の「消毒」はにつきましても「第三波」発生の危険性は高く、職員一同館内の「消毒」は

備付け」など万全を期してみなさま備付け」など万全を期してみなさま備付け」など万全を期してみなさま備付け」など万全を期してみなさま

以上よりご利用のみなさまにも「マスクの着用」「手の消毒」以上よりご利用のみなさまにも「マスクの着用」「手の消毒」以上よりご利用のみなさまにも「マスクの着用」「手の消毒」以上よりご利用のみなさまにも「マスクの着用」「手の消毒」

    

、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている

問い合わせください。問い合わせください。問い合わせください。問い合わせください。    

の消毒作業については、職員が細心の注意をもって行っておりますが、の消毒作業については、職員が細心の注意をもって行っておりますが、の消毒作業については、職員が細心の注意をもって行っておりますが、の消毒作業については、職員が細心の注意をもって行っておりますが、

サークルの皆様のお手伝いをお願い致します。ごサークルの皆様のお手伝いをお願い致します。ごサークルの皆様のお手伝いをお願い致します。ごサークルの皆様のお手伝いをお願い致します。ご

限りがありますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。限りがありますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。限りがありますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。限りがありますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

    

注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。

。。。。    

しいものですよしいものですよしいものですよしいものですよ！！！！

    木村千恵子氏木村千恵子氏木村千恵子氏木村千恵子氏

歳以上歳以上歳以上歳以上のののの方方方方    

                    600600600600

となりますとなりますとなりますとなります））））    

着物用着物用着物用着物用クリップクリップクリップクリップ

日日日日（（（（金金金金））））    9999：：：：00000000

        011011011011－－－－

新型新型新型新型コロナウィルスコロナウィルスコロナウィルスコロナウィルス

年年年年 6666 月月月月 22222222 日日日日

00000000    

応募者が少数の場合は中止することがあります。

講 座 の ご 案

当地区センターは、今般の「新型コロナウィルス感染拡大」の影響より当地区センターは、今般の「新型コロナウィルス感染拡大」の影響より当地区センターは、今般の「新型コロナウィルス感染拡大」の影響より当地区センターは、今般の「新型コロナウィルス感染拡大」の影響より

日（月）から再開日（月）から再開日（月）から再開日（月）から再開

致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました致しました。休館の間、みなさまには多大なるご不便・ご迷惑をおかけしました

につきましても「第三波」発生の危険性は高く、職員一同館内の「消毒」はにつきましても「第三波」発生の危険性は高く、職員一同館内の「消毒」はにつきましても「第三波」発生の危険性は高く、職員一同館内の「消毒」はにつきましても「第三波」発生の危険性は高く、職員一同館内の「消毒」は

備付け」など万全を期してみなさま備付け」など万全を期してみなさま備付け」など万全を期してみなさま備付け」など万全を期してみなさま

以上よりご利用のみなさまにも「マスクの着用」「手の消毒」以上よりご利用のみなさまにも「マスクの着用」「手の消毒」以上よりご利用のみなさまにも「マスクの着用」「手の消毒」以上よりご利用のみなさまにも「マスクの着用」「手の消毒」

、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている

の消毒作業については、職員が細心の注意をもって行っておりますが、の消毒作業については、職員が細心の注意をもって行っておりますが、の消毒作業については、職員が細心の注意をもって行っておりますが、の消毒作業については、職員が細心の注意をもって行っておりますが、

サークルの皆様のお手伝いをお願い致します。ごサークルの皆様のお手伝いをお願い致します。ごサークルの皆様のお手伝いをお願い致します。ごサークルの皆様のお手伝いをお願い致します。ご職員の数・次のサークル職員の数・次のサークル職員の数・次のサークル職員の数・次のサークル

限りがありますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。限りがありますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。限りがありますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。限りがありますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

    

注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。

！！！！    
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コロナウィルスコロナウィルスコロナウィルスコロナウィルス感染拡大防止感染拡大防止感染拡大防止感染拡大防止

日日日日（（（（月月月月））））実施実施実施実施

令和２令和２令和２令和２年年年年

西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会

札幌市豊平区西岡札幌市豊平区西岡札幌市豊平区西岡札幌市豊平区西岡

TELTELTELTEL    852852852852

応募者が少数の場合は中止することがあります。

講 座 の ご 案 内 
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備付け」など万全を期してみなさま備付け」など万全を期してみなさま備付け」など万全を期してみなさま備付け」など万全を期してみなさま

以上よりご利用のみなさまにも「マスクの着用」「手の消毒」以上よりご利用のみなさまにも「マスクの着用」「手の消毒」以上よりご利用のみなさまにも「マスクの着用」「手の消毒」以上よりご利用のみなさまにも「マスクの着用」「手の消毒」

、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている、ご利用に際し「利用人数の制限」「利用目的の制限」など従来とは変更になっている
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職員の数・次のサークル職員の数・次のサークル職員の数・次のサークル職員の数・次のサークル

限りがありますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。限りがありますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。限りがありますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。限りがありますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

        

注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。ご了承ください。ご了承ください。ご了承ください。ご了承ください。
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