
施設における新型コロナウイルス感染防止対策について  

アンタレススイミングスクール（８月２０日更新）  

現時点での施設内の感染防止対策について 

○施設入館前のアルコール消毒、マスク着用、非接触型体温計にて検温を実施しています。 

（詳しくは「ご来館、ご利用についてのガイドライン」をご参照ください。） 

○フロントにはシールドカーテンを設置しています。また、足元に目印を設置していますので、 

 社会的距離の確保にご協力ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○館内ではマスク着用でのご利用をお願いしています。（プールエリアを除く） 

○除菌時に使用する次亜塩素酸精製水は足利清掃事業株式会社様の「アクラス」を使用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○館内では噴霧器による次亜塩素酸水噴霧を実施しています。（男女更衣室、２Ｆホール、フロント前） 

※現在、教育・学校等に関する行政機関である文部科学省の方針も考慮し、学童クラスのレッスン時間帯は、 

次亜塩素酸水噴霧を中止する対応を取らせて頂いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○館内は定期的な換気を行い、全てのエリアの換気扇は常に稼働をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○プールエリア内は換気扇を常時稼働しています。また、エリア内は締め切らず、常に空気の流れが 

行われるように配慮しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○プール内は基準値の残留塩素濃度（0.4 ㎎/Ｌ以上）を保ち、徹底した水質管理を実施しています。 

○プール内の水は２４時間常に濾過装置により循環をしており、安全性が保たれています。 

○プール内での指導時、スタッフはマウスシールドを着用し、飛沫感染予防に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ロッカー内はスタッフによる除菌を定期的に実施しています。 

○スクールバスの乗降時はアルコール消毒の実施、バス内では必ずマスクの着用をお願いしています。 

○スクールバスの運行時はお子様の安全面に考慮した上で、窓を開けて運行しています。 

○スクールバスはお子様の降車後に車内の除菌、換気を行っています。 

○現在、更衣室での生徒同士の密集防止の為、ご自宅で着替えてからの来館を推奨しています。 

○ギャラリーでのご見学は足利市でのコロナウイルス感染状況を踏まえ、現在、中止しています。 

○現在、お子様のお着替え時以外での保護者様のロッカー待機は中止しています。 

 

令和２年８月 

アンタレススイミングスクール 



２０２０年８月１０日更新 
 
 

《お子様・ご父兄様へのお願い》 
 

日頃よりアンタレススイミングスクールをご利用いただき誠にありがとうございます。 

さて、市内においての新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、下記の施設利用・ご見学の  

ご協力をお願い致します。 
 

(1)感染疑いの方が身近にいる方、その他新型コロナウイルスに   

感染している可能性のある方のご利用・ご見学はお控え下さい。 
 
(2)しばらくの間、ギャラリーでのご見学は中止とさせていただきま

す。（今後のご見学につきましては、市内での新型コロナウイルス感染が落

ち着き次第、再開致します。） 
 

(3)お子様の着替え時以外でのロッカー待機を禁止させていただきます。 
 

(4)スクールフロント前での滞在時間を短くするため、 

レッスン開始１０分前の到着をお願い致します。 
 

(5)レッスン終了後は速やかに退館くださいますようお願い致します。 
 

(6)毎朝もしくはご来館前に、ご家庭で必ず検温を行ってください。 

来館時にて検温を行いますが、37.5度以上の場合(37.0度以上の場合は、

健康確認をさせていただきます)や、ご家庭に体調が優れない 
方がいる場合でのご利用・ご見学はご遠慮ください。 

 

(7)来館時及びスクールバス乗車時は、必ずマスクの着用を 

お願い致します。 
 

お客様におかれましては体調管理に十分注意していただき体調の優れない場合は、    

ご利用・ご見学をお控えいただくなどご協力をお願い致します。 
 

皆様のご理解、ご協力の程 よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 
 

アンタレス☆スイミングスクール 
 



《成人クラス・フリーコース会員様へ》 
 

施設利用時に際してのお願い。 
 
   

○来館時の検温にご協力ください。 

《37.5 度以上(37.0 度以上は健康観察)のご利用はできません》 

○プール利用時以外でのマスク着用をお願いいたします。 

○社会的距離をお取りください。 

○３密、向かい合っての会話はお控えください。 

○こまめな手洗い、除菌、消毒にご協力をお願いいたします。 

○更衣室での長時間滞在はご遠慮ください。 

 

以下の項目に該当すると感じる方は、 

施設のご利用をお控え下さい 
 

・熱が３７．５度以上の症状のある方 

・ 過去７日以内に発熱の症状や味覚・嗅覚障害、倦怠感や息苦しさ、 

胸部に不快感があった方 

・ 感染疑いの方が身近にいる方、その他新型コロナウイルスに感染している 

可能性のある方 

・ 呼吸器疾患、心疾患、糖尿病などの基礎疾患があり、体調の優れない方 

・ 過去１４日以内に海外渡航歴がある方 

・ 感染している方との濃厚接触の可能性がある方 

・ ご自宅、勤務先の都、県、市町村において運動施設の休止、自粛要請が 

解除されていない方 

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。 

アンタレス☆スイミングスクール 

 



2020 年５月１５日更新 
 

営業再開のお知らせ 
 
平素は当施設をご利用いただき厚く御礼申し上げます。 

また、長期の休館となり皆様にご不便とご迷惑をお掛けしましたこと、深くお詫び申し上げます。

この度、政府による緊急事態宣言の解除発表を受け、当施設としましては感染防止対策を講じた上

で下記のとおり営業再開をさせていただきます。 

会員の皆様におかれましても、体調には十分留意し、少しでも体調が悪い場合はお休みください  

ますよう、よろしくお願い致します。 

また、再開にあたり感染防止のため、安全確保対策のご協力をお願い致します。 
 

２０２０年５月１６日(土) 
１０：００より営業再開  

《進級判定について》 
新型コロナウイルスの影響により、やむを得ず欠席、休会され進級判定が受けられない方が

多くおられることを踏まえ、６月クラスにも進級判定を実施させていただきます。 
 

５月クラス進級判定 《５月２３日(土)～５月２９日(金)》 
６月クラス進級判定 《６月２０日(土)～６月２６日(金)》 
７月クラス進級判定 《７月１８日(土)～７月２４日(金)》  

尚、進級判定時のギャラリーでの見学及び、プールサイドでの見学・判定結果の説明を中止
とさせていただきます。 
合否結果（内容）は、お子様にお渡しさせていただきますので、そちらをご覧ください。 
判定内容にご不明な点がございましたら、担当コーチへご連絡をお願い致します。 
 

《お子様・ご父兄様へのお願い》 
⑴しばらくの間、ギャラリーでの見学は中止とさせていただきます。 
⑵お子様の着替え時以外でのロッカー待機を禁止とさせていただきます。 

⑶スクールフロント前での滞在時間を短くするため、レッスン開始１０分前の到着

をお願い致します。 

⑷レッスン終了後は速やかに退館くださいますようお願い致します。 

⑸毎朝もしくはご来館前に、ご家庭で必ず検温を行ってください。 

来館時にて検温を行いますが、37.5 度以上の場合(37.0 度以上の場合は、健康確認を 

させていただきます)や、ご家庭に体調が優れない方がいる場合の入水を 

ご遠慮ください。 

⑹来館時及びスクールバス乗車時は、必ずマスクの着用をお願い致します。 
 

皆様のご理解、ご協力の程 よろしくお願い申し上げます。 
 

アンタレス☆スイミングスクール 



 

《成人クラス・フリーコース会員様へ》 
 

施設利用時に際してのお願い。 
 
   

○来館時の検温にご協力ください。 

《37.5度以上(37.0度以上は健康観察)のご利用はできません》 

○プール利用時以外でのマスク着用をお願いいたします。 

○社会的距離をお取りください。 

○３密、向かい合っての会話はお控えください。 

○こまめな手洗い、除菌、消毒にご協力をお願いいたします。 

○更衣室での長時間滞在はご遠慮ください。 

 

以下の項目に該当すると感じる方は、 

施設のご利用をお控え下さい 
 

・熱が３７．５度以上の症状のある方 

・ 過去７日以内に発熱の症状や味覚・嗅覚障害、倦怠感や息苦しさ、 

胸部に不快感があった方 

・ 感染疑いの方が身近にいる方、その他新型コロナウイルスに感染している 

可能性のある方 

・ 呼吸器疾患、心疾患、糖尿病などの基礎疾患があり、体調の優れない方 

・ 過去１４日以内に海外渡航歴がある方 

・ 感染している方との濃厚接触の可能性がある方 

・ ご自宅、勤務先の都、県、市町村において運動施設の休止、自粛要請が 

解除されていない方 

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。 

アンタレス☆スイミングスクール 

 



 

営業再開にあたっての当施設の対応 
 

（１）すべての会員様・保護者様・スタッフの検温を行います。 

    会員と保護者、スタッフと共に来館時に検温をさせていただきます。 

    37.5度以上の熱がある場合のご利用はご遠慮ください。 

    また、熱のあるスタッフは勤務をいたしません。 

 

（２）密集防止の徹底を行います。 
    更衣室での密集防止の為、自宅で着替えてから来館をお願い致します。 

    換気の為、玄関・更衣室・プールへの出入り口は常に開放させていただき、 

消毒も定期的に行います。 

 

 

 

 

 

男女更衣室・2Fホール・フロント前(計４台)には次亜塩素酸噴霧器を設置しております。 

 

 

 

 

 

 
 

（３）マスクの着用をお願い致します。 

     ご来館される際には、必ずマスクの着用をお願い致します。 

    スタッフにおいても勤務時にマスクを着用します。 

    また、ご来館時にはアルコール消毒をお願いします。 

 

 

（４）スクールバスにおいて 

    全運転手にマスク着用を徹底し、換気のために十分安全に考慮したうえで、窓を開けて 

運行いたします。運行後は毎時間、アルコール消毒をおこなってまいります。 

 

（５）プール内において 
    プール内は残留塩素濃度が基準値内（0.4mg/L以上）になるよう、徹底した水質管理を 

行っております。ろ過の機能によりプールの水は常に循環されております。 

    これによりプール内における安全性は保たれております。 



２０２０年５月１５日 更新 

 
 

月会費等、各種お取扱いについて 
 
 
 

○６月クラス以降在籍される会員様の 

臨時休館中の４月・５月クラス授業取り扱いについて  
４月クラスの臨時休館中《４月２０日(月)～５月１日(金)》また、    

５月クラスの臨時休館中《５月２日 (土 )～５月１５日 (金 )》の     

レッスンにつきましては、振替授業での対応とさせていただきます。 

振替期間は、2020年 12月 26日(土)までとなります。 
 
 

○フリーコース・週６回会員様４月・５月分月会費について 
 

６月以降在籍される会員様の４月・５月分月会費につきましては    

臨時休館日数・レッスン回数を算出し対応させていただきます。 

こちらはご返金ではなく、４月分は６月クラス・５月分は７月クラスの 

月会費にて調整させていただきます。 

※ 再度、臨時休館になる場合も同様に対応させていただきます。 
 
 

○６月退会をされる会員様の月会費について  
６月退会される会員様の４月・５月分月会費につきましては、 

４月・５月の臨時休館日数・レッスン回数を算出し登録口座への 

お振込にてご返金いたします。 
   

ご返金につきましては準備が整い次第、順に進めさせていただきます。 

また、ご返金のお振込み日程については、確定次第封書にてお知らせいたします。 
 

休会費につきましては、充当によるご返金 対象となりません。 
 
 

その他ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 
 

0 

アンタレス☆スイミングスクール 
 



 

令和２年４月１５日 

会員 各位 
 

施設利用に対する 

ご協力のお願い 
 

日頃よりアンタレススイミングスクールをご利用いただき誠にありがとうございます。 

さて、現在の新型コロナウイルスの状況を踏まえ、安全確保対策のご協力をお願い  

致します。 

 

⑴しばらくの間、ギャラリーでの見学は中止とさせて    

いただきます。 
 

⑵お子様の着替え時以外でのロッカー待機を禁止とさせて   

いただきます。 
 

⑶ ス ク ー ル フ ロ ン ト 前 で の 滞 在 時 間 を 短 く す る た め 、         

レッスン開始１０分前の到着をお願い致します。 
 

⑷レッスン終了後は速やかに退館くださいますようお願い致します。 
 

⑸毎朝もしくはご来館前に、ご家庭で必ず検温を行ってください。 

 フロント前にて検温を行いますが、37.0度以上の場合や、 

ご家庭に体調が優れない方がいる場合の入水を   

ご遠慮ください。 
 

⑹来館時及びスクールバス乗車時は、必ずマスクの着用をお願い 

致します。 
 

皆様のご理解、ご協力の程 よろしくお願い申し上げます。 
 

アンタレス☆スイミングスクール 

 



 

 

令和２年４月８日 

会員 各位 

 

新型コロナウイルスに対する 
『振替対応』について 

 
 

 日頃よりアンタレススイミングスクールをご利用いただき誠にありがとう 

ございます。 

 

現在の新型コロナウイルスの状況を踏まえ欠席された分の

振替を下記のとおり期間延長し、対応させていただきます。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

お客様におかれましては体調管理に十分注意していただき体調の優れない  

場合は、施設のご利用をお控えいただくなどご協力をお願い致します。 

又、長期間お休みされる場合は、休会届(毎月 15日締切)の提出をお願いします。 

 

皆様のご理解、ご協力の程 よろしくお願い申し上げます。 

 

アンタレス☆スイミングスクール 

 



※ご入館、ご退館などの混雑状況により少々お時間を頂戴する場合がございます。予めご了承ください。

当面の間、以上の対応を継続させていただきます。

　・人工透析を受けている方

　・来館を予定している日より過去１４日以内に海外渡航歴がある方

　・感染している方との濃厚接触の可能性がある方

アンタレス☆スイミングスクール

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う

ご来館、ご利用においての対応強化について
会員の皆様ならびにスタッフの健康と安全確保のため、会員の皆様におかれましてもご自身の

日々の体調確認、手洗い、うがい、除菌の徹底等の感染予防対策とともに施設ご利用にあたって

以下の感染防止対策の強化に何卒ご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

　平熱以上または３７．５度以上の発熱が確認された場合、入館をお断りいたします。

《４月４日(土)より》

　・発熱（目安３７．５度）や咳など風邪の症状のある方

○ご来館時、成人クラス・フリーコース・ままトコの検温の実施

○以下の項目に少しでも該当する方のご来館、ご利用は固くお断りいたします。

ご来館についての対応強化

　・倦怠感や息苦しさ、胸部に不快感のある方

　・感染が疑われている方が身近にいる方、その他新型コロナウイルスに感染している

　 可能性のある方

　・呼吸器疾患、心疾患、糖尿病など基礎疾患があり、体調の優れない方

　・免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方



新型コロナウィルスに関する
対応について

平素は当施設をご利⽤いただき厚く御礼申し上げます。

この度、新型コロナウィルスの感染拡⼤を受け、

当施設の対応としましては、アルコール除菌剤の設置、

館内除菌、清掃の強化を⾏うとともに、引き続き⾏政

機関等の情報を収集した上、適宜速やかに対策をとって

参ります。

また、会員の皆様におかれましてはご⾃⾝の体調管理に

ご留意いただくとともに、咳や発熱、倦怠感などの症状

があるなど体調が優れない場合は、施設利⽤をお控え

いただくなどのご協⼒をよろしくお願い申し上げます。

アンタレススポーツクラブ
アンタレススイミングスクール

令和 2 年 2⽉ ２６⽇
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