
令和 4 年１月吉日 

 

国分寺北部小学校体育施設開放運営委員会 

国分寺南部小学校体育施設開放運営委員会 

 

令和４年度 学校体育施設利用団体登録受付について 
 

いつも学校体育施設の開放事業に格別のご理解とご協力を賜り、誠に有難うございます。 

つきましては、令和４年度の体育施設利用団体の登録と使用希望日について、下記の 

要領で受付をいたします。 

記 

 
１．受付期間 令和４年２月１日（火）～２月２０日（日） 

 

２．対象体育施設 国分寺北部小学校 体育館 ・ 運動場 

 国分寺南部小学校 体育館 ・ 運動場 

 国分寺中学校 運動場（夜間のみ） 

 

３．施設利用期間 令和４年４月１日～令和５年３月３１日 

 

４．利用団体の条件 それぞれの校区内住民で構成する１０名以上の団体で、スポーツ安全 

保険に加入していること。 

 「学校体育施設利用に係る同意書」を提出すること。 

 

５．提出書類 下記の書類をご提出下さい。(HP よりダウンロード可能) 

 学校体育施設利用団体登録申請書 

 学校体育施設利用に係る同意書 

 http://komati-kokubunji.com/?cat=10 

 

６．提出先 国分寺北部コミュニティセンター 

 国分寺南部コミュニティセンター 

 当運営委員会 

 

７．利用許可通達 使用希望日時については、当運営委員会による調整会議を行ない、

 結果を令和４年３月にご連絡いたします。 

 

８．問合せ先 スポーツ少年団 ······································· 国分寺町スポーツ少年団事務局 

 国分寺北部小学校利用一般団体 ··· 溝渕 

 国分寺南部小学校利用一般団体 ··· 塩田 

 国分寺中学校利用一般団体 ············· 長谷川 

 



令和４年度 国分寺北部小学校体育館および運動場 

ご利用の皆様へのお願い 

 

（１）開放された以外の場所への立ち入りしないこと。 

（２）出入り口は南門のみを利用すること。 

（３）自転車・自動車は指定された場所に整理して、駐輪・駐車すること。（体育館北側） 

（４）使用を許可された時間までに片付け完了を厳守すること。 

使用後は速やかに施設と駐車場より退去すること。利用終了時刻より 15 分以内。 

（５）学校内（特に体育館）での飲食は、原則として禁止されているので厳守のこと。 

（水分補給は除く。飲食を行う場合は学校の許可が必要。） 

（６）体育館のステージには上がらない。（ステージの使用には学校の許可が必要。） 

（７）学校の敷地内はすべて禁煙です。（健康増進法 第 2節 第 25 条準拠） 

（８）校内で紙屑等を捨てないこと。 

（使用後、紙くず等を集め持ち帰りのうえ処分すること。なお、間違って備え付の 

 ゴミ箱に捨てた場合も、持ち帰りのうえ処分すること。） 

（９）使用中に窓ガラス、設備および備品を破損した場合は、速やかに後始末を行い 

開放運営委員会および学校まで届け出ること。（連絡先：溝渕殿 Tel.No.） 

（10）降雨等で運動場のコンデションが悪い場合は、運動場を使用しないこと。 

（11）体育館西側および中庭でのボール投げ等、用具を使用しての練習は禁止です。 

（12）トイレは、体育館西側校舎のトイレを使用すること。（必ず消灯すること。） 

（13）プール内には絶対に入らない。ボール等が入った場合は、学校に届け出ること。 

（学校にて取り出し保管します。勝手に取らないこと。） 

（14）使用後、必ず清掃すること。トイレが泥などで汚れていた場合は清掃すること。 

掃除機のゴミパック交換サインが出たら、掃除道具ロッカー内にある新しいパック

に交換すること。 

（15）使用後、消灯、戸締り、施錠を確実にすること。 

（体育館のスイッチのランプが全て緑） 

19:00 まで使用した団体は、19:30 より使用する団体がある場合、消灯しないこと。 

（16）気象警報や特別警報の発令が、17:00 時点で継続中の場合は、使用不可とする。 

（小中学校の指導と同様） 

（17）土曜日の午前中に使用したい場合は学校と直接交渉すること。 

（開放委員会の管理対象外の時間帯のため） 

夏・冬・春休みの平日(～17:00)の学校施設の貸し出しはしていない。 

（18）令和 4年 3 月 19 日より、南門の南京錠および体育館の鍵の保管方法が変わります。 

北部コミュにセンター経由では有りません。 

 

高松市立国分寺北部小学校 

国分寺北部小学校体育施設開放運営委員会 

  



令和４年度 国分寺南部小学校体育館および運動場 

ご利用の皆様へのお願い 

（１）開放された以外の場所への立ち入りしないこと。 

（２）出入り口は運動場側東門または体育館側北門を利用すること。 

（３）自転車・自動車は指定された場所に整理して、駐輪・駐車すること。 

（体育館北側、プール北側、職員用駐車場。南部コミセンは駐車場禁止） 

（４）使用を許可された時間までに片付け完了を厳守すること。 

使用後は速やかに施設と駐車場より退去すること。利用終了時刻より 15 分以内。 

（５）学校内（特に体育館）での飲食は、原則として禁止されているので厳守のこと。 

（水分補給は除く。飲食を行う場合は学校の許可が必要。） 

（６）体育館のステージには上がらない。（ステージの使用には学校の許可が必要。） 

（７）学校の敷地内はすべて禁煙です。（健康増進法 第 2節 第 25 条準拠） 

南部コミセンの駐車場を含む敷地も禁煙です。 

（８）校内で紙屑等を捨てないこと。 

（使用後、紙くず等を集め持ち帰りのうえ処分すること。なお、間違って備え付の 

 ゴミ箱に捨てた場合も、持ち帰りのうえ処分すること。） 

（９）使用中に窓ガラス、設備および備品を破損した場合は、速やかに後始末を行い 

開放運営委員会および学校まで届け出ること。（連絡先：塩田殿 Tel.No.） 

（10）降雨等で運動場のコンデションが悪い場合は、運動場を使用しないこと。 

（11）体育館北側でのボール投げ等、用具を使用しての練習は禁止です。 

（12）トイレは、体育館南側、青少年ホーム西側のトイレを使用すること。 

南部コミセンのトイレを利用する場合は、コミセンの事務所に一声掛けること。 

（13）プール内には絶対に入らない。ボール等が入った場合は、学校に届け出ること。 

（学校にて取り出し保管します。勝手に取らないこと。） 

（14）使用後、必ず清掃すること。トイレが泥などで汚れていた場合は清掃すること。 

掃除機のゴミパック交換サインが出たら、掃除道具ロッカー内にある新しいパック

に交換すること。 

（15）使用後、消灯、戸締り、施錠を確実にすること。 

（体育館のスイッチのランプが全て緑） 

19:00 まで使用した団体は、19:30 より使用する団体がある場合、消灯しないこと。 

（16）気象警報や特別警報の発令が、17:00 時点で継続中の場合は、使用不可とする。 

（小中学校の指導と同様） 

（17）土曜日の午前中に使用したい場合は学校と直接交渉すること。 

（開放委員会の管理対象外の時間帯のため） 

夏・冬・春休みの平日(～17:00)の学校施設の貸し出しはしていない。 

（18）運動場のネットは寝かして元の場所に戻すこと。 

（19）令和4年3月19日より、体育館および倉庫の鍵の保管方法が変わります。 

南部コミュにセンター経由では有りません。 

高松市立国分寺南部小学校 

国分寺南部小学校体育施設開放運営委員会



 

令和４年度 国分寺中学校ナイター施設使用の 

皆様へお願い 

 

（１）開放された以外の場所への立ち入りしないこと。 

（２）中学校の授業・部活動に支障をきたすサッカーゴール、フェンス等の移動は 

原則としてできません。 

（３）出入り口は正面玄関（東門）を利用すること。（西門は使用不可） 

（４）自転車・自動車は指定された場所に整理して、駐輪・駐車すること。 

（５）使用を許可された時間までに片付け完了を厳守すること。 

使用後は速やかに施設と駐車場より退去すること。利用終了時刻より 15 分以内。 

（６）学校内での飲食は、原則として禁止されているので厳守のこと。 

（水分補給は除く。飲食を行う場合は学校の許可が必要。） 

（７）学校の敷地内はすべて禁煙です。（健康増進法 第 2節 第 25 条準拠） 

（８）校内で紙屑等を捨てないこと。 

（使用後、紙くず等を集め持ち帰りのうえ処分すること。なお、間違って備え付の 

 ゴミ箱に捨てた場合も、持ち帰りのうえ処分すること。） 

（９）使用中に窓ガラス、設備および備品を破損した場合は、速やかに後始末を行い 

開放運営委員会および学校まで届け出ること。（連絡先：長谷川殿 Tel.No.） 

（10）降雨等で運動場のコンデションが悪い場合は、運動場を使用しないこと。 

（11）プール内には絶対に入らない。ボール等が入った場合は、学校に届け出ること。 

（学校にて取り出し保管します。勝手に取らないこと。） 

（12）使用後、必ず清掃すること。 

（13）使用後は消灯し、玄関の門を閉めること。 

（14）気象警報や特別警報の発令が、17:00 時点で継続中の場合は、使用不可とする。 

（小中学校の指導と同様） 

 

高松市立国分寺中学校 

国分寺北部小学校体育施設開放運営委員会 

国分寺南部小学校体育施設開放運営委員会 

 



国分寺（ 北部・南部 ）小学校体育施設開放運営委員会会長 殿 

 

令和４年  月  日 

 

                               住      所 

 

                               代表者氏名                                 

 

学校体育施設利用団体登録申請書 

        学校体育施設を使用したいので、下記のとおり登録申請します。 

※「学校体育施設利用に係る同意書」を添付して下さい。 

 

１  団 体 名   

２  団体代表者氏名 

および連絡先 
  

３  施設利用責任者 

および連絡先 
  

４  運 動 種 目   

５  利 用 人 数           名 

６  希望使用場所および 

  希望使用日時 

 

〔希望する施設に○をつけ 

希望日時を記入する〕 

 

＊国分寺北部小学校 ・運動場 ・体育館 

 

〔・   曜日 ・時間     ～     〕

 

＊国分寺南部小学校 ・運動場 ・体育館 

 

〔・   曜日 ・時間     ～     〕

 

＊国分寺中学校 運動場（夜間のみ） 

 

〔・   曜日 ・時間     ～     〕

 



令和４年度 学校体育施設利用に係る同意書 
 

学校体育施設を利用するにあたり、各項目を確認し了承されましたら、右の□に☑を記入し 

同意書の提出をお願いします。 

 

１．学校体育施設利用団体登録申請書に虚偽の記載がないことを誓約します。 □ 
 

２．別紙『学校体育施設利用者マナーアップの為の注意事項』を厳守します。 □ 

①学校および南北コミュニティセンターの敷地内の禁煙を守る。 

②利用時間終了後は速やかに駐車場を開ける。 

③利用できる駐車場以外に絶対駐車しない。 

④利用申込後に施設を使う。（国北小、国南小） 

⑤利用後は門を必ず閉める。国北小は車止めも設置する。 

⑥持ち込んで出たゴミは持ち帰る。 

⑦抜いた車止めは石垣に立てかける。（国北小のみ） 

⑧体育館側面の鉄の扉を閉める時、鍵の「開」を確認後に扉を移動し、鍵を「閉」にする。（国南小のみ） 

⑨体育館利用者の車の出入りは一方通行のルールを守る。（国南小のみ） 

⑩午後7時以降の利用対象者は18歳以上であるルールを守る。 

⑪学校施設を破損したら速やかに報告する。（体育館の床剥がれやガラス破損など） 

⑫体育館の床に使用できるテープの種類を守り、ゆっくり剥がす。 

⑬暴風・大雨・洪水等の警報が発令された場合は即使用中止となる。 

補足．「学校体育施設利用者マナーアップの為の注意事」が改訂された場合は連絡します。 
 

３．校区内住民で構成する１０名以上の団体で、スポーツ安全保険に加入して 

いることを誓約します。 □ 
 

４．施設及び附帯設備等を損傷又は紛失した時は、速やかに届け出るとともに 

生じた損害を賠償します。（体育館の床剥がれやガラス破損など） □ 
 

５．上記の内容を代表者（責任者）が参加全員に周知徹底します。 □ 

 

 

 

上記の内容を団体構成員に説明し，使用者が順守することに同意しました。 

 

国分寺北部小学校体育施設開放運営委員会 様 

国分寺南部小学校体育施設開放運営委員会 様 

令和   年   月   日 
 

団体名   
 

代表者   
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令和 4 年 2 月吉日 

学校体育施設利用団体各位 

国分寺北部小学校体育施設開放運営委員会 

国分寺南部小学校体育施設開放運営委員会 

 

令和４年度 学校体育施設利用者マナーアップの為の注意事項（第８版） 

 

①学校および南北コミュニティセンターの敷地内の禁煙を守る。 

小中学校および南北コミュニティセンターの敷地内(駐車場含む)は禁煙です。 

校内に駐車した車内の喫煙も禁止されています。 

 

②利用時間終了後は速やかに駐車場を開ける。 

次に利用される方が駐車できない為、利用終了時刻より 15 分以内に解散する。 

学校の敷地内やコミュニティセンター周辺でたむろしてはいけません。 

 

③利用できる駐車場以外に絶対駐車しない。 

コミュニティセンターや近隣施設の駐車場などは駐車禁止です。 

実際にコミュニティセンターの利用者にご迷惑がかかっています。 

 

④利用申込後に施設を使う。（国北小、国南小） 

開放運営委員会の管轄の時間の内外に関係なく、開放運営委員へ利用申込をして下さい。 

開放運営委員会の管轄の時間外に使用する場合は、学校の許可が必要です。 

開放運営委員会の管轄の時間内において、年度初め決めた時間帯以外に使用する場合は 

開放運営委員会に連絡する必要があります。 

南部小学校の体育館及び運動場に関しては、南部コミュニティセンターに申請書を提出 

する必要があります。 

開放運営委員会の管轄の時間帯内 

  小学校 … 平日 17:00～21:30、土曜日 13:00～21:30、日曜日・祝祭日 9:00～21:30 

  中学校 … 19:30～21:30 

各小学校の許可が必要な時間帯 

 開放運営委員会の管轄外の時間帯全て 

 連絡は平日の 8:00～16:00 に、直接各小学校へ連絡して許可をもらうこと。 

 

⑤利用後は門を必ず閉める。国北小は車止めも設置する。 

次の利用団体が施設を利用しない場合があります。 

 

⑥持ち込んで出たゴミは持ち帰る。 

学校教育のための施設であることを常に認識し、使用後のグラウンド整備や体育館の 

モップかけを必ず行い、ゴミ等を決して残してはいけません。 

 

⑦抜いた車止めは石垣に立てかける。（国北小のみ） 

門に立てかけると、知らずに門を閉めた方に迷惑がかかります。 

施錠されている場合は、体育館の鍵とセットになっている鍵を使って解錠します。 
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⑧体育館側面の鉄の扉を閉める時、鍵の「開」を確認後に扉を移動し、鍵を「閉」に 

する。（国南小のみ） 

大人が扉を閉めること。毎年故障し、学校にご迷惑がかかっています。 

 

⑨体育館利用者の車の出入りは一方通行のルールを守る。（国南小のみ） 

 

 

⑩午後 7 時以降の利用についてルールを守る。 

午後 7 時以降は大人のための開放時間とし、児童・生徒(高校生以下)は健全育成の 

観点から使用してはいけません。 

夜間の運動場や体育館の使用は、近隣の住民の方の御理解と御協力が必要であること 

から、近隣の方に御迷惑をかけないよう、社会人としてのマナーを守らなければなり 

ません。 

利用状況が改善しない場合は、次年度の利用申請を受け付けない場合があります。 

 

⑪学校施設を破損したら速やかに報告する。 

開放に伴って発生した事故・怪我等については、教育委員会の責任に帰する場合を 

除き、使用者の責任とし、学校長及びスポーツ振興課、体育施設開放運営委員会に 

責任はないものとします。 

使用中に次の状況が発生した場合、速やかに、開放運営委員会の各担当、または学校 

に報告しなければなりません。 

 連絡対象物 

  学校施設（窓ガラス､設備､体育館の床の傷つけや剥がれ）、駐車場のフェンス 等 

 連絡先 

  スポーツ少年団 ····································· 国分寺町スポーツ少年団事務局 

  国分寺北部小学校利用団体（一般団体） ···· 溝渕殿 

  国分寺南部小学校利用団体（一般団体） ···· 塩田殿 

  国分寺中学校利用団体（一般団体） ·········· 長谷川殿 

 破損箇所の修繕費 

  破損した団体が修繕費用を支払わなければなりません。 

  学校体育施設利用団体登録受付の利用団体の条件であるスポーツ保険の適用を 

  推奨します。 

  

入口 

(西門) 

出口 

(北門) 

国南小体育館

国分寺南部 

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 
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⑫体育館の床に使用できるテープの種類を守り、ゆっくり剥がす。 

体育館の床はウレタン塗装しています。 

ウレタン塗膜および床が剥がれるおそれがあるので、養生テープとラインテープ 

以外は床に貼り付けてはいけません。 

ラインテープの代わりにガムテープは絶対に使用してはいけません。 

テープを剥がす際に、ポリウレタン塗膜および床が剥がれる事例が多発しています。 

床が剥がれないように、必ず、ゆっくりと少しずつテープを剥がしてください。 

床が剥がれたときは、必ず開放運営委員または学校に連絡しなければいけません。 

放置すると、剥がれた床がささくれ、児童や素足で利用する団体等が大けがをする 

場合があります。 

破損した団体が修繕費用を支払わなければなりません。（スポーツ保険適用を推奨） 

 

⑬暴風・大雨・洪水等の警報が発令された場合は即使用中止となる。 

台風の影響で、高松市内に暴風、大雨、洪水等の警報が１７時までの時点で発令され 

た場合には、利用者の安全確保と学校体育施設が避難所となる場合があることから 

学校開放は中止とする。 

また、17 時以降及び使用中に警報が発令された場合は安全面を考慮し、使用者 

自らの責任で、使用の継続又は中止の判断を行いその旨を開放運営委員会の各担当に 

連絡する。 



令和４年２月吉日 

 

国分寺北部小学校体育施設開放運営委員会 

国分寺南部小学校体育施設開放運営委員会 

 

学校体育施設の利用について（体育館内試合） 
 

いつも学校体育施設の開放事業に格別のご理解とご協力を賜り、誠に有難うございます。 

つきましては、『新型コロナウイルス感染症（COVID-19)』の感染拡大予防の観点から 

体育施設利用団体による、体育館の利用に関する通達を、下記のとおりに行います。 

何卒、ご理解の上、ご協力の程、よろしくお願いします。 

 

記 

１．対象者 

スポーツ少年団、南部校区子ども会、夜間開放(一般の部) 

 

２．対象期間 

香川県の催物(イベント等)の開催制限の全面解除まで 

 

３．対象体育施設 

国分寺北部小学校 体育館、国分寺南部小学校 体育館 

 

４．通達事項 

①体育館には入れるのは、試合中のチーム関係者のみを推奨します。 

②試合に出場しないチームは、風通しの良い場所や体育館外で待機を推奨します。 

③開会式、閉会式等を行う場合は、風通しの良い屋外か、代表者のみで実施して下さい。 

④受付時、全参加団体に、全員の体温測定で異常者がいないことを確認して下さい。 

（体温は受付時に測定、または参加団体からの申請書類で確認の事） 

⑤体育館内は、空気が入れ替わるように、扇風機などを用いて、換気をして下さい。 

⑥体育館の 大収容人数が未確定の為、ソーシャルディスタンス（1m 以上の間隔確保)を 

心がけて下さい。 

⑦香川県の催物(イベント等)の開催制限の方針に従って、行動して下さい。 

（別添１～３を必ず参照の事） 

 

５．問合せ先 

不明な点は、下記までお問合せ下さい。 

スポーツ少年団 

国分寺町スポーツ少年団 事務局（杉山・倉迫） 

国北小の夜間開放（一般の部） 

国分寺北部小学校体育施設開放運営委員会 事務局（長谷川） 

国南小の夜間開放（一般の部）・南部校区子ども会 

国分寺南部小学校体育施設開放運営委員会 事務局（塩田） 



人との接触を８割減らす、10のポイント
緊急事態宣言の中、誰もが感染するリスク、誰でも感染させるリスクがあります。

新型コロナウイルス感染症から、あなたと身近な人の命を守れるよう、日常生活を見直してみましょう。

１

オンライン帰省

ビデオ通話で
スーパーは１人

または少人数で

すいている時間に

２ ３

公園はすいた時間、
場所を選ぶ

ジョギングは

少人数で

通販で

４ 待てる買い物は
飲み会は

５

オンラインで 定期受診は間隔を調整

６ 診療は遠隔診療

自宅で動画を活用

７
飲食は

８

持ち帰り、

宅配も

通勤は医療・インフラ・

物流など社会機能維持

のために

仕事は在宅勤務９

会話は10
マスクをつけて

３つの密を

避けましょう
１．換気の悪い密閉空間

２．多数が集まる密集場所

３．間近で会話や発声をする密接場面

手洗い・
咳エチケット・

換気や、健康管理

も、同様に重要です。

筋トレやヨガは

別添４

C20-1380
テキストボックス
別添１



「新しい生活様式」の実践例

（１）一人ひとりの基本的感染対策

移動に関する感染対策

□感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。
□発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモにする。接触確認アプリの活用も。
□地域の感染状況に注意する。

感染防止の３つの基本：①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い

□人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける。
□会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
□外出時や屋内でも会話をするとき、人との間隔が十分とれない場合は、症状がなくてもマスクを
着用する。ただし、夏場は、熱中症に十分注意する。
□家に帰ったらまず手や顔を洗う。
人混みの多い場所に行った後は、できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる。
□手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う（手指消毒薬の使用も可）。

※ 高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより厳重にする。

（２）日常生活を営む上での基本的生活様式

□まめに手洗い・手指消毒 □咳エチケットの徹底
□こまめに換気（エアコン併用で室温を28℃以下に） □身体的距離の確保
□「３密」の回避（密集、密接、密閉）
□一人ひとりの健康状態に応じた運動や食事、禁煙等、適切な生活習慣の理解・実行
□毎朝の体温測定、健康チェック。発熱又は風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養

娯楽、スポーツ等

□公園はすいた時間、場所を選ぶ
□筋トレやヨガは、十分に人との間隔を
もしくは自宅で動画を活用
□ジョギングは少人数で
□すれ違うときは距離をとるマナー
□予約制を利用してゆったりと
□狭い部屋での長居は無用
□歌や応援は、十分な距離かオンライン

食事

□持ち帰りや出前、デリバリーも
□屋外空間で気持ちよく
□大皿は避けて、料理は個々に
□対面ではなく横並びで座ろう
□料理に集中、おしゃべりは控えめに
□お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けて

買い物

□通販も利用
□１人または少人数ですいた時間に
□電子決済の利用
□計画をたてて素早く済ます
□サンプルなど展示品への接触は控えめに
□レジに並ぶときは、前後にスペース

公共交通機関の利用

□会話は控えめに
□混んでいる時間帯は避けて
□徒歩や自転車利用も併用する

（３）日常生活の各場面別の生活様式

イベント等への参加

□接触確認アプリの活用を
□発熱や風邪の症状がある場合は参加しない

□テレワークやローテーション勤務 □時差通勤でゆったりと □オフィスはひろびろと

□会議はオンライン □対面での打合せは換気とマスク

（４）働き方の新しいスタイル

※ 業種ごとの感染拡大予防ガイドラインは、関係団体が別途作成

別添５

C20-1380
テキストボックス
別添２



気をつけていただきたいこと

飛沫をとばさない マスクの着用を！
大声で会話しない！

接触感染にも注意を 手洗い・消毒を
こまめに！

マイクロ飛沫が浮遊 適切な換気を！

大人数や長時間の飲食時などには忘れがちになります。

ご協力をお願いします。

会食時にも、食べるときだけマスクを外し、会話の時は
マスクをするなどの工夫が有効です。

ウイルスがついた場所に触れた手で、口や鼻などを触る
と感染リスクが高まります。

換気が悪い環境では、小さくなった飛沫が長時間空気中
を漂います。

新型コロナウイルス うつらない、うつさない

C20-1380
テキストボックス
別添３



コミュニティセンターの開館時間と鍵等の保管場所の変更について 

南北のコミュニティセンターの開館時間の変更に伴い、鍵の保管場所等が変わります。

国分寺北部小学校の利用者へ

令和 4 年 3 月 19 日より、体育館及び南門の鍵の保管場所が、国分寺北部コミュニティ 

センターから、別の場所に変わります。

令和 4 年 3 月 19 日よりに予定している清掃活動後に、詳しい説明を行います。 

国分寺南部小学校の利用者へ

令和 4 年 3 月 19 日より、体育館及び倉庫の鍵の保管場所が、国分寺南部コミュニティ 

センターから、別の場所に変わります。

令和 4 年 3 月 19 日よりに予定している清掃活動後に、詳しい説明を行います。 
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令和 4 年 1 月吉日 

学校体育施設利用団体各位

国分寺北部小学校体育施設開放運営委員会

国分寺南部小学校体育施設開放運営委員会

体育施設清掃活動と鍵などの保管場所の説明について（お願い）

いつも学校体育施設の開放事業に格別のご理解とご協力を賜り、誠に有難うございます。

さて、次の日程で日頃使用している各学校の清掃活動を実施致します。特に小学生では清掃でき

ない箇所を重点的に行います。また、掃除後に鍵などの保管場所の説明を行います。

何卒、ご参加の程、よろしくお願いいたします。

記

１．日時と駐車場

国分寺北部小学校使用団体

令和 4 年 3 月 19 日（土）10:00～11:30（受付開始 9:45）雨天決行、駐車場は体育館北側 

国分寺南部小学校使用団体

令和 4 年 3 月 19 日（土）10:00～11:30（受付開始 9:45）雨天決行 

駐車場は教職員駐車場か体育館北側（南部コミセン駐車場は駐車禁止）

２．参加募集人数

各団体から 1 名（両方の小学校を利用している団体はそれぞれ 1 名ずつ） 

３．集合場所と所属団体

国分寺北部小学校（体育館北側集合）

体協卓球、国分寺クラブ、北部二地方、獅剣会、トリプルエックス、ドリームズ、

体協バドミントン、國修会、金曜ソフバ部、ブライト、

国分寺バレーボールスポーツ少年団、国分寺バドミントンスポーツ少年団、

国分寺男子バレーボールスポーツ少年団、国分寺剣道スポーツ少年団、

国分寺ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団、

国分寺北部野球スポーツ少年団、国分寺サッカースポーツ少年団、国分寺コメッツジュニア

国分寺南部小学校（体育館内集合）

Enishi、柏原会、へら会、Virgo、国分寺コメッツ、白兎、和、cross、実年バレー、 

フレンズ、体協バレー、軽スポ同好会、金猿、金猿ジュニア、

国分寺バレーボールスポーツ少年団、国分寺男子バレーボールスポーツ少年団、

国分寺剣道スポーツ少年団、国分寺ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団、

ゴールドモンキー、

国分寺南部野球スポーツ少年団、国分寺サッカースポーツ少年団、国分寺コメッツジュニア

※下線は体育館使用団体
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４．各自準備物

スリッパまたは体育館シューズ（体育館使用団体のみ）

マスク着用

５．清掃箇所

体育館使用団体 ：各小学校の体育館（窓ガラス、2F、倉庫、ステージ、床等） 

北小運動場使用団体：運動場、学校周辺、北部コミセン周辺

南小運動場使用団体：運動場、学校周辺、南部コミセン周辺、教職員駐車場

※掃除用具はこちらで準備します。

以上




