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    日曜日日曜日日曜日日曜日

★★★★「「「「住民集団住民集団住民集団住民集団

    

住民集団健康診査住民集団健康診査住民集団健康診査住民集団健康診査

がんがんがんがん

        

★★★★「「「「令和令和令和令和

    例年例年例年例年

今年度今年度今年度今年度

おおおお

《《《《利用目的に制限なく貸室可能利用目的に制限なく貸室可能利用目的に制限なく貸室可能利用目的に制限なく貸室可能
7月 1
7777 月月月月 1111 日より日より日より日より

一部の利用種目のお客様に関しましては、一部の利用種目のお客様に関しましては、一部の利用種目のお客様に関しましては、一部の利用種目のお客様に関しましては、

クリクリクリクリアしていない種目のサークル様には、アしていない種目のサークル様には、アしていない種目のサークル様には、アしていない種目のサークル様には、

いろいろいろいろいろいろいろいろな制限もございますので、窓口・電話等で事前にお問い合わせな制限もございますので、窓口・電話等で事前にお問い合わせな制限もございますので、窓口・電話等で事前にお問い合わせな制限もございますので、窓口・電話等で事前にお問い合わせ

ください。ください。ください。ください。

《《《《7777 月月月月 1111 日からの新ルール》日からの新ルール》日からの新ルール》日からの新ルール》

    ◎お使いになられた備品等につきましては、◎お使いになられた備品等につきましては、◎お使いになられた備品等につきましては、◎お使いになられた備品等につきましては、

ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、

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。

《熱中症予防》《熱中症予防》《熱中症予防》《熱中症予防》

これから本格的な夏を向かえますがこれから本格的な夏を向かえますがこれから本格的な夏を向かえますがこれから本格的な夏を向かえますが

況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる

恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、

なくともなくともなくともなくとも

確保できる場合は適宜確保できる場合は適宜確保できる場合は適宜確保できる場合は適宜

【【【【令和令和令和令和 2222 年度年度年度年度

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

7777 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

住民集団住民集団住民集団住民集団健康診査健康診査健康診査健康診査

    

住民集団健康診査住民集団健康診査住民集団健康診査住民集団健康診査

がんがんがんがん検診検診検診検診    

        おおおお問合問合問合問合せせせせ先先先先

令和令和令和令和 2222 年度文化祭年度文化祭年度文化祭年度文化祭

例年例年例年例年１０１０１０１０月月月月にににに実施実施実施実施

今年度今年度今年度今年度はははは中止中止中止中止

おおおお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします

会長会長会長会長    

総務部長総務部長総務部長総務部長

総務部総務部総務部総務部    

事業部長事業部長事業部長事業部長

事業部事業部事業部事業部    

    

監監監監    査査査査    

利用目的に制限なく貸室可能利用目的に制限なく貸室可能利用目的に制限なく貸室可能利用目的に制限なく貸室可能
1 日（水
日より日より日より日より利用種目にかかわらず全面的に貸室が可能となりました利用種目にかかわらず全面的に貸室が可能となりました利用種目にかかわらず全面的に貸室が可能となりました利用種目にかかわらず全面的に貸室が可能となりました

一部の利用種目のお客様に関しましては、一部の利用種目のお客様に関しましては、一部の利用種目のお客様に関しましては、一部の利用種目のお客様に関しましては、

アしていない種目のサークル様には、アしていない種目のサークル様には、アしていない種目のサークル様には、アしていない種目のサークル様には、

な制限もございますので、窓口・電話等で事前にお問い合わせな制限もございますので、窓口・電話等で事前にお問い合わせな制限もございますので、窓口・電話等で事前にお問い合わせな制限もございますので、窓口・電話等で事前にお問い合わせ

ください。ください。ください。ください。    

日からの新ルール》日からの新ルール》日からの新ルール》日からの新ルール》

◎お使いになられた備品等につきましては、◎お使いになられた備品等につきましては、◎お使いになられた備品等につきましては、◎お使いになられた備品等につきましては、

ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、

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。

《熱中症予防》《熱中症予防》《熱中症予防》《熱中症予防》    

これから本格的な夏を向かえますがこれから本格的な夏を向かえますがこれから本格的な夏を向かえますがこれから本格的な夏を向かえますが

況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる

恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、

なくともなくともなくともなくともこまめにこまめにこまめにこまめに

確保できる場合は適宜確保できる場合は適宜確保できる場合は適宜確保できる場合は適宜

年度年度年度年度    札幌市西岡福住地区札幌市西岡福住地区札幌市西岡福住地区札幌市西岡福住地区

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

健康診査健康診査健康診査健康診査」」」」「「「「

住民集団健康診査住民集団健康診査住民集団健康診査住民集団健康診査    

    

先先先先    札幌市豊平保健札幌市豊平保健札幌市豊平保健札幌市豊平保健

年度文化祭年度文化祭年度文化祭年度文化祭」」」」中止中止中止中止

実施実施実施実施しておりますしておりますしておりますしております

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

しますしますしますします。。。。    

総務部長総務部長総務部長総務部長    

    

事業部長事業部長事業部長事業部長    

    

    

利用目的に制限なく貸室可能利用目的に制限なく貸室可能利用目的に制限なく貸室可能利用目的に制限なく貸室可能
日（水）より再開いたし

利用種目にかかわらず全面的に貸室が可能となりました利用種目にかかわらず全面的に貸室が可能となりました利用種目にかかわらず全面的に貸室が可能となりました利用種目にかかわらず全面的に貸室が可能となりました

一部の利用種目のお客様に関しましては、一部の利用種目のお客様に関しましては、一部の利用種目のお客様に関しましては、一部の利用種目のお客様に関しましては、

アしていない種目のサークル様には、アしていない種目のサークル様には、アしていない種目のサークル様には、アしていない種目のサークル様には、

な制限もございますので、窓口・電話等で事前にお問い合わせな制限もございますので、窓口・電話等で事前にお問い合わせな制限もございますので、窓口・電話等で事前にお問い合わせな制限もございますので、窓口・電話等で事前にお問い合わせ

日からの新ルール》日からの新ルール》日からの新ルール》日からの新ルール》    

◎お使いになられた備品等につきましては、◎お使いになられた備品等につきましては、◎お使いになられた備品等につきましては、◎お使いになられた備品等につきましては、

ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、

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。

これから本格的な夏を向かえますがこれから本格的な夏を向かえますがこれから本格的な夏を向かえますがこれから本格的な夏を向かえますが

況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる

恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、

こまめにこまめにこまめにこまめに水分水分水分水分補給を行いましょう。補給を行いましょう。補給を行いましょう。補給を行いましょう。

確保できる場合は適宜確保できる場合は適宜確保できる場合は適宜確保できる場合は適宜「マスク」を外して「マスク」を外して「マスク」を外して「マスク」を外して

札幌市西岡福住地区札幌市西岡福住地区札幌市西岡福住地区札幌市西岡福住地区

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

「「「「がんがんがんがん検診検診検診検診」」」」

9999

13131313

9999

札幌市豊平保健札幌市豊平保健札幌市豊平保健札幌市豊平保健センターセンターセンターセンター

中止中止中止中止についてについてについてについて

しておりますしておりますしておりますしております「「「「文化祭文化祭文化祭文化祭

しますしますしますします。。。。楽楽楽楽しみにしていたサークルのしみにしていたサークルのしみにしていたサークルのしみにしていたサークルの

押木押木押木押木    

白木白木白木白木    

大友大友大友大友    

山田山田山田山田    

渡辺渡辺渡辺渡辺    

山口山口山口山口    

虻川虻川虻川虻川    

利用目的に制限なく貸室可能利用目的に制限なく貸室可能利用目的に制限なく貸室可能利用目的に制限なく貸室可能
）より再開いたし

利用種目にかかわらず全面的に貸室が可能となりました利用種目にかかわらず全面的に貸室が可能となりました利用種目にかかわらず全面的に貸室が可能となりました利用種目にかかわらず全面的に貸室が可能となりました

一部の利用種目のお客様に関しましては、一部の利用種目のお客様に関しましては、一部の利用種目のお客様に関しましては、一部の利用種目のお客様に関しましては、

アしていない種目のサークル様には、アしていない種目のサークル様には、アしていない種目のサークル様には、アしていない種目のサークル様には、

な制限もございますので、窓口・電話等で事前にお問い合わせな制限もございますので、窓口・電話等で事前にお問い合わせな制限もございますので、窓口・電話等で事前にお問い合わせな制限もございますので、窓口・電話等で事前にお問い合わせ

    

◎お使いになられた備品等につきましては、◎お使いになられた備品等につきましては、◎お使いになられた備品等につきましては、◎お使いになられた備品等につきましては、

ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、

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。    

これから本格的な夏を向かえますがこれから本格的な夏を向かえますがこれから本格的な夏を向かえますがこれから本格的な夏を向かえますが「熱中症予防」についても注意しなければならない状「熱中症予防」についても注意しなければならない状「熱中症予防」についても注意しなければならない状「熱中症予防」についても注意しなければならない状

況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる

恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、

補給を行いましょう。補給を行いましょう。補給を行いましょう。補給を行いましょう。

「マスク」を外して「マスク」を外して「マスク」を外して「マスク」を外して

札幌市西岡福住地区札幌市西岡福住地区札幌市西岡福住地区札幌市西岡福住地区センターセンターセンターセンター

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

7777 月月月月

9999：：：：00000000～～～～11111111：：：：

13131313：：：：30303030～～～～15151515

9999：：：：00000000～～～～11111111：：：：

センターセンターセンターセンター        

についてについてについてについて    

文化祭文化祭文化祭文化祭」」」」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

しみにしていたサークルのしみにしていたサークルのしみにしていたサークルのしみにしていたサークルの

    正康正康正康正康    

    一三一三一三一三    

    英男英男英男英男    

    昭寿昭寿昭寿昭寿    

    和樹和樹和樹和樹    

    智恵智恵智恵智恵    

    和久和久和久和久    

利用目的に制限なく貸室可能利用目的に制限なく貸室可能利用目的に制限なく貸室可能利用目的に制限なく貸室可能》》》》
）より再開いたします！

利用種目にかかわらず全面的に貸室が可能となりました利用種目にかかわらず全面的に貸室が可能となりました利用種目にかかわらず全面的に貸室が可能となりました利用種目にかかわらず全面的に貸室が可能となりました

一部の利用種目のお客様に関しましては、一部の利用種目のお客様に関しましては、一部の利用種目のお客様に関しましては、一部の利用種目のお客様に関しましては、いわゆる「三密」の条件を全ていわゆる「三密」の条件を全ていわゆる「三密」の条件を全ていわゆる「三密」の条件を全て

アしていない種目のサークル様には、アしていない種目のサークル様には、アしていない種目のサークル様には、アしていない種目のサークル様には、他のご利用のお客様に比べると他のご利用のお客様に比べると他のご利用のお客様に比べると他のご利用のお客様に比べると

な制限もございますので、窓口・電話等で事前にお問い合わせな制限もございますので、窓口・電話等で事前にお問い合わせな制限もございますので、窓口・電話等で事前にお問い合わせな制限もございますので、窓口・電話等で事前にお問い合わせ
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ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、

「熱中症予防」についても注意しなければならない状「熱中症予防」についても注意しなければならない状「熱中症予防」についても注意しなければならない状「熱中症予防」についても注意しなければならない状

況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる

恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、
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「マスク」を外して「マスク」を外して「マスク」を外して「マスク」を外して休憩を取るようにしましょう休憩を取るようにしましょう休憩を取るようにしましょう休憩を取るようにしましょう

センターセンターセンターセンター運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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、、、、今月今月今月今月

らせらせらせらせ    

月月月月 6666 日日日日（（（（月月月月））））

：：：：00000000    

15151515：：：：00000000    

：：：：00000000    

        ☎☎☎☎    ０１１０１１０１１０１１－－－－

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

しみにしていたサークルのしみにしていたサークルのしみにしていたサークルのしみにしていたサークルの

副会長副会長副会長副会長

    

大友大友大友大友

    

桑島桑島桑島桑島

湯浅湯浅湯浅湯浅

中駄中駄中駄中駄

》》》》    

    ます！
利用種目にかかわらず全面的に貸室が可能となりました利用種目にかかわらず全面的に貸室が可能となりました利用種目にかかわらず全面的に貸室が可能となりました利用種目にかかわらず全面的に貸室が可能となりました

いわゆる「三密」の条件を全ていわゆる「三密」の条件を全ていわゆる「三密」の条件を全ていわゆる「三密」の条件を全て

他のご利用のお客様に比べると他のご利用のお客様に比べると他のご利用のお客様に比べると他のご利用のお客様に比べると

な制限もございますので、窓口・電話等で事前にお問い合わせな制限もございますので、窓口・電話等で事前にお問い合わせな制限もございますので、窓口・電話等で事前にお問い合わせな制限もございますので、窓口・電話等で事前にお問い合わせ
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ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、

「熱中症予防」についても注意しなければならない状「熱中症予防」についても注意しなければならない状「熱中症予防」についても注意しなければならない状「熱中症予防」についても注意しなければならない状

況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる

恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、
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いわゆる「三密」の条件を全ていわゆる「三密」の条件を全ていわゆる「三密」の条件を全ていわゆる「三密」の条件を全て

他のご利用のお客様に比べると他のご利用のお客様に比べると他のご利用のお客様に比べると他のご利用のお客様に比べると

な制限もございますので、窓口・電話等で事前にお問い合わせな制限もございますので、窓口・電話等で事前にお問い合わせな制限もございますので、窓口・電話等で事前にお問い合わせな制限もございますので、窓口・電話等で事前にお問い合わせ
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ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、

「熱中症予防」についても注意しなければならない状「熱中症予防」についても注意しなければならない状「熱中症予防」についても注意しなければならない状「熱中症予防」についても注意しなければならない状

況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる

恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、
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いわゆる「三密」の条件を全ていわゆる「三密」の条件を全ていわゆる「三密」の条件を全ていわゆる「三密」の条件を全て    
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ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、ご自身で消毒作業をお願い致します。受付時に用具一式をお渡ししますので、

「熱中症予防」についても注意しなければならない状「熱中症予防」についても注意しなければならない状「熱中症予防」についても注意しなければならない状「熱中症予防」についても注意しなければならない状

況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる

恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、恐れがあります。マスクを着用している場合は負荷のかかる運動は避け、のどが渇いていのどが渇いていのどが渇いていのどが渇いてい

2222 メートル以上の間隔がメートル以上の間隔がメートル以上の間隔がメートル以上の間隔が

休憩を取るようにしましょう休憩を取るようにしましょう休憩を取るようにしましょう休憩を取るようにしましょう。。。。    

敬称略敬称略敬称略敬称略））））    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

しますしますしますします。。。。    

月月月月 8888 日日日日（（（（水水水水））））    

：：：：00000000    

：：：：00000000    

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

皆様皆様皆様皆様におきましてはごにおきましてはごにおきましてはごにおきましてはご

年年年年６月発行６月発行６月発行６月発行        第２３１第２３１第２３１第２３１

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 4444

852852852852－－－－4687468746874687        FAXFAXFAXFAX

石黒石黒石黒石黒    信一信一信一信一    

    

矢原矢原矢原矢原    健司健司健司健司    

    

杉山杉山杉山杉山    英子英子英子英子    

彦坂彦坂彦坂彦坂    元義元義元義元義    

    

    

    

日よりご利用になったサークルの皆様日よりご利用になったサークルの皆様日よりご利用になったサークルの皆様日よりご利用になったサークルの皆様
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況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる

のどが渇いていのどが渇いていのどが渇いていのどが渇いてい

メートル以上の間隔がメートル以上の間隔がメートル以上の間隔がメートル以上の間隔が

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    

感染拡大防止感染拡大防止感染拡大防止感染拡大防止」」」」のためのためのためのため

におきましてはごにおきましてはごにおきましてはごにおきましてはご理解理解理解理解

第２３１第２３１第２３１第２３１号号号号    

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

4444 条条条条 9999 丁目丁目丁目丁目 1111－－－－

FAXFAXFAXFAX    852852852852－－－－4697469746974697

    

    

    

    

        

日よりご利用になったサークルの皆様日よりご利用になったサークルの皆様日よりご利用になったサークルの皆様日よりご利用になったサークルの皆様    

ご理解・ご理解・ご理解・ご理解・    

「熱中症予防」についても注意しなければならない状「熱中症予防」についても注意しなければならない状「熱中症予防」についても注意しなければならない状「熱中症予防」についても注意しなければならない状

況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる況となります。気温・湿度が高い中でマスクを着用すると「熱中症」のリスクが高くなる

のどが渇いていのどが渇いていのどが渇いていのどが渇いてい

メートル以上の間隔がメートル以上の間隔がメートル以上の間隔がメートル以上の間隔が

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

のためのためのためのため

理解理解理解理解をををを

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    

－－－－17171717    

4697469746974697    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


