
令和 4年 4月 5日更新 

会員各位 

 

スタッフの新型コロナウイルス感染による対応について 
 

会員の皆様には平素よりご利用いただきまして誠に有難うございます。 

 昨日スタッフ 1名の感染をご報告いたしましたが、本日さらに 1名の感染者が判明いたしまし

た。会員の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが下記の期間を全館休業とさせていただきた

くご連絡いたします。なお、休館日につきましては振替での対応をお願いいたします。 

記 

休館期間：令和 4年 4月 5 日(火)～4月 15日(金) 

振替期間：令和 4年 7月末まで 

  ：4月末退会の方は 5月末まで 

 

度々ご迷惑をおかけいたしますが何卒ご協力のほどお願い申し上げます 

以上 

 

令和 4年 4月 4日更新 

会員各位 

新型コロナウイルス感染者判明のお知らせ 
 

会員の皆様には平素よりお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。 

4 月３日(日)に弊社スタッフ 1名の新型コロナウイルス陽性が判明いたしました。 

つきましては、下記表のクラスを 4月 13日(水)までお休みさせていただきたく存じます。 

 振替は 6月末までにお願いいたします。 

 大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご協力のほどお願い申し上げます 

 

クラス 時 間 曜 日 級 

婦人コース 11：15～12：15 月・木  

水中歩行 12：30～13：15 月・木  

腰痛コース 13：30～14：30 火  

成人コース 
13：30～14：30 月  

18：00～19：00 土  



ベビーコース 13：30～14：15 木  

幼児クラス 
13：30～14：30 土  

14：30～15：30 金  

園児・児童水泳 

14：30～15：30 
月 25・24・23 

土 22・21 

15：30～16：30 水 25・24・23・22・21 

16：35～17：35 
火 25・24・23・22・21 

土 13・12・11 

17：40～18：40 

火・金 13・12・11 

水 4・3・2・1・特 

木 10・9・8・7・6・5 

園児・児童体育 

14：30～15：30 水・木  

15：30～16：30 火・金・土  

16：35～17：35 水・木・金  

17：40～18：40 月  

 

 

 

 

「送迎バスご利用についてのご案内」 

4月現在ご利用ができない号車および時間帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3年 12月更新 

「送迎バスご利用についてのご案内」 

会員の皆様にはいつもご利用いただきまして有難うございます。 

現在、下記表の号車・曜日・時間帯は送迎バスのご利用ができません。 

お振替・ご変更の際にはご協力をお願いいたします。 

  

号  車  5号車  5号車 6号車  8号車 

号  車  5号車  5 号車 8 号車 

曜  日  金曜日  土曜日 金曜日 

開始時間 16：35  15：30 16：35  



曜  日  金曜日  月曜日 土曜日  火曜日/金曜日 

開始時間 16：35  17：40 14：30 16：35  

 

 

「1 号車ご利用の皆様へ」 

平素はスクールバスをご利用いただきまして誠に有難うございます。 

当クラブでは令和 4年 4月１日(金曜日)より運行日を週 5回から週 4回へと下記のとおり改定

させていただきます。 

つきましては、月曜日ご利用の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが 3月 15 日(火曜日)ま

でに「変更届」を受付にご提出ください。 

何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

記 

 現行運行日 改定運行日 

野庭・上永谷方面 月曜日・水曜日 水曜日・土曜日 

野庭・港南台方面 火曜日・金曜日・土曜日 火曜日・金曜日 

 

「8 号車ご利用の皆様へ」 

平素はスクールバスをご利用いただきまして誠に有難うございます。 

当クラブでは令和 4年 4月 1 日(金曜日)より運行日を週 3日から週 4日へと下記のとおり改定

させていただきます。 

つきましては、月曜日に追加・変更をご希望の方は 3月 15日(火)までに「変更届」を受付にご

提出ください。 

記 

 

 

 

 

 

  

現行運行日 改定運行日 

火曜日・木曜日・金曜日 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日 



令和 3年 6月 15日更新 

「送迎バスご利用についてのご案内」  

会員の皆様にはいつもご利用いただきまして有難うございます。  

現在、下記表の号車・曜日・時間帯は送迎バスのご利用ができません。  

お振替・ご変更の際にはご協力をお願いいたします。  

  

号  車  5号車  6号車  

曜  日  水曜日  土曜日  

開始時間  16：35  14：30/15：30  

  

  

  

「お車で送迎の保護者様へお願い」  

お子様を送迎の際、弊社建物脇の路上(横浜信用金庫横)、および裏手(吉田歯科医院並び)に駐

車をされている方がいらっしゃると行政よりの指導がありました。  

駐車場やご自宅への出入り等々ご迷惑がかかっておりますので、  

路上駐車はご遠慮いただきますよう重ねてお願い申し上げます。  

  

「振替制度の変更」  

4 月より振替可能の期間が翌月末までに変更となっております。  

但し、前倒しで振り替える場合には同月内でお願いします。  

  

    

  

令和 3年 3月 8日更新  

「緊急事態宣言」延長にともなう対応について  

  

会員の皆様には、安全対策にご協力いただきまして誠に有難うございます。  



  

１都３県「緊急事態宣言」のが 3月 21日まで延長されました。  

引き続きレッスンを控えたい方は、下記期間にて振替の対応でお願いいたします。  

  

振替対象月  

1月分・・・4月末まで  

2月分・・・5月末まで  

3月分・・・5月末まで  

  

なお、振替対象月の延長にともない 10月から 3月までの「皆勤賞」の掲示は 6月中旬となりま

す。  

  

会員の皆様にはご不便をおかけしておりますが、ご自分・ご家族・周りの方々のためにも引き続

き安全対策へのご協力をお願いいたします。  

  

  

  

  

「お車で送迎の保護者様へお願い」  

お子様を送迎の際、弊社建物脇の路上(横浜信用金庫横)、および裏手(吉田歯科医院並び)に駐車

をされている方がいらっしゃると近隣の方々よりご意見をいただいております。  

駐車場やご自宅への出入り等々ご迷惑がかかっておりますので、路上駐車はご遠慮いただきます

よう重ねてお願い申し上げます。  

    

令和 3年 2月 3日更新 

「緊急事態宣言」延長にともなう対応について  

  

会員の皆様には、安全対策にご協力いただきまして誠に有難うございます。  

  

2月 2日、政府より「緊急事態宣言」の延長が発表されました。  



引き続きレッスンを控えたい方は、下記期間にて振替の対応でお願いいたします。  

  

振替対象月  

1月分・・・4月末まで  

2月分・・・5月末まで  

  

なお、振替対象月の延長にともない 10月から 3月までの「皆勤賞」の掲示は 6 月中旬となりま

す。  

  

会員の皆様にはご不便をおかけしておりますが、ご自分・ご家族・周りの方々のためにも引き

続き安全対策へのご協力をお願いいたします。  

  

  

  

  

「お車で送迎の保護者様へお願い」  

お子様を送迎の際、弊社建物脇の路上(横浜信用金庫横)、および裏手(吉田歯科医院並び)に駐

車をされている方がいらっしゃると近隣の方々よりご意見をいただいております。  

駐車場やご自宅への出入り等々ご迷惑がかかっておりますので、路上駐車はご遠慮いただきま 

すようお願い申し上げます。  

    

令和 3年 1月９日更新 

「緊急事態宣言」発令にともなう対応について  

  

会員の皆様には日頃よりご愛顧を賜り、誠に有難うございます。  

  

当クラブでは安全対策を徹底しながら通常どおりのレッスンを行いますが、緊急事態宣言の発

令によりレッスンを控えたい方は振替の対応にてご協力をお願いいたします。  



  

振替対象月  

1月分・・・4月末まで  

  

※２０時以降のスクール会員様には、別途ご連絡いたします。  

  

今後、状況の変化に伴い上記内容の変更もございます。  

随時ご案内をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  

   



１０月１３日更新

営業開始のお知らせ  

お客様各位  

  

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。  

さて、このたびボイラー故障のため、１０月８日(金)～１２日(月)まで臨時休業とさせていただ

いておりましたが、１３日(火)より通常営業となりました。  

会員の皆様には多大なご迷惑をおかけし誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。  

  

誠に勝手ながら、下記休業日の振替につきましては１１月末までにお取りください。  

  

記  

休業日：令和２年１０月８日(木)・９日(金)・１０日(土) １２日(月)  

  

以上  

  

     



会員各位  

  

会員の皆さまには平素より当クラブをご利用賜り誠に有難うございます。  

『緊急事態宣言』による休業期間の取り扱いと、安全にご利用いただくための取り組みについて

いま一度ご確認ください。  

  

『在籍者の月会費取り扱いについて』  

◆４月分  令和３年３月３１日までの振替にて対処してください。  

◆５月分  ７月分の月会費に充当する  

『退会者の月会費取り扱いについて』  

◆５月末退会の方は５月分の月会費を返金いたします。  

◆６月末退会の方は５月分の月会費を返金いたします。  

※７月２０日にて返金業務は終了いたしました。  

『在籍者の振替取得期間』  

◆３月分  令和３年３月３１日まで  

◆４月分  令和３年３月３１日まで  

◆５月分  振替なし  

◆６月分  令和３年３月３１日まで  

◆７月以降 →  通常どおり同月内での振替  

  

『退会者の振替取得期間』 ３月・４月・６月分  

※進級テスト期間への振替はできません  

  

◆３月末退会  

◆４月末退会  

◆６月末退会  

◆７月末退会  

◆８月末退会  

 ９月まで  

１０月まで  

１２月まで  

 １月まで  

 ２月まで  

◆ ９月末退会 ３月まで  

◆１０月末退会 ３月まで  

◆１１月末退会 ３月まで  

◆１２月末退会 ３月まで  

  

  

『皆勤賞』について  

◆４月から９月までの皆勤賞はお休みいたします。  



◆特別皆勤賞（３回連続皆勤賞）にはこの期間は含まれません。  

  

『来館時のお願い』  

●来館前に「体温測定」「体調の確認」を行ってください。  

●ご家族を含め体調不良・体温３７.５度以上・咳など症状がある場合の出席はお控えください。  

●更衣室での着替えをスムーズに行うために、ご自宅で着替えを済ませてきてください。 ●来館

時は必ずマスクを着用し、大きな声での会話はお控えください。  

●館内設置の消毒液で必ず手指の消毒をしてください。  

●スクールバスおよび館内での飲食をお控えください。  

●小学生以上の保護者の観覧はお控えください。  

  

『安全にご利用いただくための取り組み』  

【スクールバス】  

●バス内の消毒  

●換気および消毒液の設置  

●飲食の禁止  

●大声での会話を控える  

  

【施設内】  

●施設内各所の換気および消毒の徹底  

●消毒液の設置(正面入口・更衣室入口・体操場・観覧席)  

●受付に飛沫感染防止のビニールカーテン設置  

●スタッフのマスク着用  

●施設内での飲食の禁止  

●採暖室の使用中止  

  

『社員について』  

◆体調管理の徹底・出社時の体温測定  

◆レッスン時のマスク着用(体育)  

◆レッスン時のマスクシールド着用(水泳)  

  



会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、感染防止のため何卒ご協力のほどお願いいたしま

す。  


