
 
 

２０２２.３.１８更新           パルスイミング知立 会員の皆様へ 

新型コロナウイルス感染予防対策について 
  
日頃より当スイミングにご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。多数の制限が掛かる中でも多大なる

ご協力をいただき、重ねてお礼申し上げます。政府によるまん延防止等重点措置が解除される見通しとなりました。 

まん延防止等重点措置は解除されても、スイミングとして、感染対策を講じつつ、皆様に安心して通って頂ける施

設運営を目指して参ります。まだまだ油断できない状況が続きますが、皆様と一緒にこの状況を乗り越えていきたい

と思いますので、ご理解・ご協力の程、お願いいたします。 

 

感染予防行動を徹底します 

■ 弊社スタッフの出勤時の検温の徹底（３７．５℃以上の体温が確認された場合は、出社を控えます） 

■ 館内の換気体制の強化（フロント周り、プールサイド等、館内の常時換気を行います） 

■ 次亜塩素消毒液による館内の消毒を実施（定期的にスタッフによる消毒作業を実施します） 

■ レッスン時はマウスガード着用にて指導を致します。 
      

レッスン参加時のお願い 

■ 来館される際にはご家庭にて検温の上、発熱・体調不良が認められる場合は来館をお控えください。 

■ 入館の際には玄関に設置しております除菌液にて手指の消毒をお願いします。 

（トイレ等にも設置しております。） 

■ 館内ではお子様、ならびに保護者様のマスク着用をお願いします。 

※キンダー、ビギナー、レギュラー会員のお子様はマスク着用のまま、プールサイド・体操の部屋に 

お集まりください。（マスクはプールに入る直前に先生が回収します。） 

■ 館内での滞在時間が極力短くなるよう、送迎時のご協力をお願いします。 

※レッスン開始１５分前より入館いただけます。レッスン終了後１５分以内の退館にご協力ください。 

※更衣室での滞在時間を短くするため、ご家庭にて水着を着用の上でのご来館にご協力ください。 

※更衣室の混雑緩和を目的として、「チャイルドルームの開放」ならびに「低泳力クラスと高泳力クラ

スでレッスン終了時間に差」をつけております。更衣の手伝いが必要な場合はレッスン終了に合わせ

て更衣室でお待ちください。また、更衣室内での会話はできる限りお控えいただきますようお願いい

たします。 

■ バス送迎につきましては、走行中の換気体制を強化しながら、運行いたします。 

ご利用の方は、必ずマスク着用をお願いします。 
         

観覧スペース（ギャラリー）利用再開のご案内 

まん延防止等重点措置の解除を受け、22 日（火）より、利用を制限させて頂いていた観覧スペース（ギ

ャラリー）を開放致します。レッスンのご見学を楽しみにされていた皆様、制限に対するご協力、本当にあ

りがとうございました。頑張るお子様の応援、よろしくお願いします。（利用の際には、適度な間隔を保っ

てご観覧いただけますよう、お願い致します） 

   
今後も情勢の変化や政府による要請等に伴い、営業体制や時間に変更がある場合には、ＨＰ、会員メール

にてお知らせさせていただきます。ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力の程、お願い致します。 

パルスイミング知立 支配人 



 
 

２０２２.３.７更新           パルスイミング知立 会員の皆様へ 

新型コロナウイルス感染予防対策について 
  
日頃より当スイミングにご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。多数の制限が掛かる中でも多大なる

ご協力をいただき、重ねてお礼申し上げます。 

まん延防止等重点措置が延長されることとなりました。当スイミングと致しましても、引き続き感染予防行動を強

化しつつ、営業してまいります。通っていただく皆様には制限、ご協力をお願いすることも多く、大変恐縮ですが、

皆様と一緒に安心して通っていただける環境を作っていきたいと考えておりますので、ご理解の程、お願いいたしま

す。 

 

感染予防行動を徹底します 

■ 弊社スタッフの出勤時の検温の徹底（３７．５℃以上の体温が確認された場合は、出社を控えます） 

■ 館内の換気体制の強化（フロント周り、プールサイド等、館内の常時換気を行います） 

■ 次亜塩素消毒液による館内の消毒を実施（1 時間に一度を目安にスタッフによる消毒作業を実施します） 

■ レッスン時はマウスガード着用にて指導を致します。 
      

レッスン参加時のお願い 

■ 来館される際にはご家庭にて検温の上、発熱・体調不良が認められる場合は来館をお控えください。 

■ 入館の際には玄関に設置しております除菌液にて手指の消毒をお願いします。 

（トイレ等にも設置しております。） 

■ 館内ではお子様、ならびに保護者様のマスク着用をお願いします。 

※キンダー、ビギナー、レギュラー会員のお子様はマスク着用のまま、プールサイド・体操の部屋に 

お集まりください。（マスクはプールに入る直前に先生が回収します。） 

■ 館内での滞在時間が極力短くなるよう、送迎時のご協力をお願いします。 

※レッスン開始１５分前より入館いただけます。レッスン終了後１５分以内の退館にご協力ください。 

※更衣室での滞在時間を短くするため、ご家庭にて水着を着用の上でのご来館にご協力ください。 

※更衣室の混雑緩和を目的として、「チャイルドルームの開放」ならびに「低泳力クラスと高泳力クラ

スでレッスン終了時間に差」をつけております。更衣の手伝いが必要な場合はレッスン終了に合わせ

て更衣室でお待ちください。また、更衣室内での会話はできる限りお控えいただきますようお願いい

たします。 

■ バス送迎につきましては、走行中の換気体制を強化しながら、運行いたします。 

ご利用の方は、必ずマスク着用をお願いします。 
         

観覧スペース（ギャラリー）利用停止延長のお願い 

まん延防止等重点措置の延長に伴い、大変心苦しいお願いとなりますが、観覧スペース(ギャラリー)の利

用停止も延長させていただきますので、ご協力の程お願いいたします。 

ギャラリーの利用再開の時期につきましては、情勢を踏まえ、改めて会員メールにてご連絡させていただ

きます。 
                   

今後の情勢の変化や政府による要請等に伴い、営業体制や時間に変更がある場合には、ＨＰ、会員メール

にてお知らせさせていただきます。ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力の程、お願い致します。 

パルスイミング知立 支配人 



 
 

２０２２.１.２７更新           パルスイミング知立 会員の皆様へ 

新型コロナウイルス感染予防対策について 
  
日頃より当スイミングにご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。多数の制限が掛かる中でも多大なる

ご協力をいただき、重ねてお礼申し上げます。 

感染が拡大し、予断を許さない状況が続いております。当スイミングと致しましても、感染予防行動を強化しつ

つ、営業していきたいと考えております。通っていただく皆様には制限、ご協力をお願いすることも多く、大変恐縮

ですが、皆様と一緒に安心して通っていただける環境を作っていきたいと考えておりますので、ご理解の程、お願い

いたします。 

 

感染予防行動を徹底します 

■ 弊社スタッフの出勤時の検温の徹底（３７．５℃以上の体温が確認された場合は、出社を控えます） 

■ 館内の換気体制の強化（フロント周り、プールサイド等、館内の常時換気を行います） 

■ 次亜塩素消毒液による館内の消毒を実施（1 時間に一度を目安にスタッフによる消毒作業を実施します） 

■ レッスン時はマウスガード着用にて指導を致します。 
      

レッスン参加時のお願い 

■ 来館される際にはご家庭にて検温の上、発熱・体調不良が認められる場合は来館をお控えください。 

■ 入館の際には玄関に設置しております除菌液にて手指の消毒をお願いします。 

（トイレ等にも設置しております。） 

■ 館内ではお子様、ならびに保護者様のマスク着用をお願いします。 

※キンダー、ビギナー、レギュラー会員のお子様はマスク着用のまま、プールサイド・体操の部屋に 

お集まりください。（マスクはプールに入る直前に先生が回収します。） 

■ 館内での滞在時間が極力短くなるよう、送迎時のご協力をお願いします。 

※レッスン開始１５分前より来館いただけます。レッスン終了後１５分以内の退館にご協力ください。 

※更衣室での滞在時間を短くするため、ご家庭にて水着を着用の上でのご来館にご協力ください。 

※更衣室の混雑緩和を目的として、「チャイルドルームの開放」ならびに「低泳力クラスと高泳力クラ

スでレッスン終了時間に差」をつけております。更衣の手伝いが必要な場合はレッスン終了に合わせ

て更衣室でお待ちください。また、更衣室内での会話はできる限りお控えいただきますようお願いい

たします。 

■ バス送迎につきましては、走行中の換気体制を強化しながら、運行いたします。 

ご利用の方は、必ずマスク着用をお願いします。 
         

観覧スペース（ギャラリー）利用停止のお願い 

コロナウイルスの感染拡大を受け、2 月 3 日（木）より、観覧スペース(ギャラリー)の利用を停止させて

頂きます 

お子様の頑張りを応援したいという保護者様には大変心苦しいお願いとなり、恐縮ですがご協力の程お

願いいたします。ギャラリーの利用再開の時期につきましては、情勢を踏まえ、改めてメールにてご連絡さ

せていただきます。 
                   

今後の情勢の変化や政府による要請等に伴い、営業体制や時間に変更がある場合には、ＨＰ、会員メール

にてお知らせさせていただきます。ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力の程、お願い致します。 

パルスイミング知立 支配人 



 

２０２１.１０.４更新           パルスイミング知立 会員の皆様へ 

当スイミングの感染症予防対策について 
 

 日頃より当スイミングにご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。多数の制限が掛かる中でも多大なるご

協力をいただき重ねてお礼申し上げます。 

愛知県における緊急事態宣言も解除となりましたが、引き続き感染予防対策に注力しつつ営業をしてまいりたいと

思います。会員の皆様には制限、ご協力をいただくこともたくさんあり大変恐縮ですが、以下の注意事項をご確認い

ただき、皆様と一緒に安心して通っていただける環境を作っていきたいと考えておりますので、ご理解の程、お願い

いたします。 

 

感染予防行動の徹底 

■ 弊社スタッフの出勤時の検温の徹底（３７．５℃以上の体温が確認された場合は、出社を控えます） 

■ 館内の換気体制の強化（フロント周り、プールサイド等、館内の常時換気を行います） 

■ 次亜塩素消毒液による館内の消毒を実施（1 時間に一度を目安にスタッフによる消毒作業を実施します） 

■ レッスン時はマウスガード着用にて指導を致します。 

 
      

レッスン参加時のお願い 

■ 来館される際にはご家庭にて検温の上、発熱・体調不良が認められる場合は来館をお控えください。 

■ 入館の際には玄関に設置しております除菌液にて手指の消毒をお願いします。 

（トイレ等にも設置しております。） 

■ 館内ではお子様、ならびに保護者様のマスク着用をお願いします。 

※キンダー、ビギナー、レギュラー会員のお子様はマスク着用のまま、プールサイド・体操の部屋に 

お集まりください。（マスクはプールに入る直前に先生が回収します。） 

■ 館内での滞在時間が極力短くなるよう、送迎時のご協力をお願いします。 

※レッスン開始１５分前より来館いただけます。レッスン終了後１５分以内の退館にご協力ください。 

※更衣室での滞在時間を短くするため、ご家庭にて水着を着用の上でのご来館にご協力ください。 

※更衣室の混雑緩和を目的として、「チャイルドルームの開放」ならびに「低泳力クラスと高泳力クラ

スでレッスン終了時間に差」をつけております。更衣の手伝いが必要な場合はレッスン終了に合わせ

て更衣室でお待ちください。また、更衣室内での会話はできる限りお控えいただきますようお願いい

たします。 

■ バス送迎につきましては、走行中の換気体制を強化しながら、運行いたします。 

ご利用の方は、必ずマスク着用をお願いします。 

 
    

観覧スペース（ギャラリー）の利用について 

■ 観覧スペース（ギャラリー）の利用制限も解除させていただきます。しかしながら、まだまだ油断はできない状況

です。観覧の際は、上記のお願いならびに適度な距離の確保、出来る限り会話を控えていただき、感染予防対策へ

のご協力をお願いいたします。※館内での食事はできませんのでご了承ください。                       
今後も情勢の変化に伴い、営業体制や時間に変更がある場合には、ＨＰ、会員メールにてお知らせさせて

いただきます。まだまだ大変な状況は続きますが、ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

パルスイミング知立 支配人 古橋 一也 



 
 

パルスイミング知立 ジュニア会員の皆様へ              2021.9 

緊急事態宣言発令に伴う当スイミングの対応について 
 日頃より当スイミングにご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。多数の制限が掛かる中でも多大なるご

協力をいただき重ねてお礼申し上げます。 

愛知県におきまして、緊急事態宣言の延長が決定しました。当スイミングと致しましても、宣言延長に伴い、宣言期

間の対応を延長します。会員の皆様には制限、ご協力をいただくことも多く大変恐縮ですが、皆様と一緒に安心して

通える環境を作っていきたいと考えておりますので、ご理解の程、お願い致します。 

【対象期間】 2021 年８月３０日(月)～９月２５日(土) 
 

感染予防行動の徹底 

■ 弊社スタッフの出勤時の検温の徹底（３７．５℃以上の体温が確認された場合は、出社を控えます） 

■ 館内の換気体制の強化（フロント周り、プールサイド等、館内の常時換気を行います。サーキュレーター配置。） 

■ 次亜塩素消毒液による館内の消毒を実施（1 時間に一度を目安にスタッフによる消毒作業を実施します） 

■ レッスン時はマウスガード着用にて指導を致します。 
      

レッスン参加時のお願い 

■ 来館される際にはご家庭にて検温の上、発熱・体調不良が認められる場合は来館をお控えください。 

■ 入館の際には玄関に設置しております除菌液にて手指の消毒をお願いします。（トイレ等にも設置しております。） 

■ 館内でのマスク着用をお願いします。 

■ 館内での滞在時間が極力短くなるよう、送迎時のご協力をお願いします。 

※レッスン開始１５分前より来館いただけます。レッスン終了後１５分以内の退館にご協力ください。 

※更衣室での滞在時間を短くするため、ご家庭にて水着を着用の上でのご来館にご協力ください。 

※更衣室の混雑緩和を目的として、「チャイルドルームの開放」ならびに「低泳力クラスと高泳力クラスでレッス

ン終了時間に差」をつけております。更衣の手伝いが必要な場合はレッスン終了に合わせて更衣室でお待ちく

ださい。また、更衣室内での会話はできる限りお控えいただきますようお願いいたします。 

■ バス送迎につきましては、走行中の換気体制を強化しながら、運行いたします。マスク着用をお願いします。 
   

緊急事態宣言中の欠席について 

■ 原則感染対策を施しながら通常営業をしておりますが、上記期間中のお休み分全て、振替対応可能とさせていただ

きます。また振替期間を２０２２年３月２３日（水）まで延長することができます。 

WEB 上でのお休み連絡では振替対応・期間延長が出来ないため、利用される場合は、お手数ですが必ずお電話に

てご連絡ください。※宣言期間中のご連絡に限ります。 

※現在、休会中の皆様へ 

１０月度からのレッスン復帰を希望される場合には、9 月 25 日（土）までにご連絡をお願いいたします。 
 

ギャラリー利用停止のお願い 

■ 上記期間におきましては、観覧スペース（ギャラリー）のご利用を停止させていただきます。お子様の頑張りを応

援したいという保護者様には大変心苦しいお願いとなりますが、ご協力の程お願いいたします。              
今後の情勢の変化や緊急事態宣言期間の延長等に伴い、営業体制や時間に変更がある場合には、

ＨＰ、会員メールにてお知らせさせていただきます。皆様と共にこの状況を乗り越えていきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

パルスイミング知立 支配人 古橋 一也 



 
 

パルスイミング知立 ジュニア会員の皆様へ              2021.8 

緊急事態宣言発令に伴う当スイミングの対応について 
 日頃より当スイミングにご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。多数の制限が掛かる中でも多大なるご

協力をいただき重ねてお礼申し上げます。 

愛知県におきまして、再び政府による緊急事態宣言が発令されました。当スイミングと致しましては、対応を慎重

に協議した結果、下記期間におきまして、これまで以上に感染予防行動を強化し営業を続ける判断を致しました。会

員の皆様には制限、ご協力のお願いも多く大変恐縮ですが、皆様と一緒に安心して通える環境を作っていきたいと考

えておりますので、ご理解の程、お願い致します。 

【対象期間】 2021 年８月３０日(月)～９月１１日(土) 
 

感染予防行動の徹底 

■ 弊社スタッフの出勤時の検温の徹底（３７．５℃以上の体温が確認された場合は、出社を控えます） 

■ 館内の換気体制の強化（フロント周り、プールサイド等、館内の常時換気を行います。サーキュレーター配置。） 

■ 次亜塩素消毒液による館内の消毒を実施（1 時間に一度を目安にスタッフによる消毒作業を実施します） 

■ レッスン時はマウスガード着用にて指導を致します。 
      

レッスン参加時のお願い 

■ 来館される際にはご家庭にて検温の上、発熱・体調不良が認められる場合は来館をお控えください。 

■ 入館の際には玄関に設置しております除菌液にて手指の消毒をお願いします。（トイレ等にも設置しております。） 

■ 館内でのマスク着用をお願いします。 

■ 館内での滞在時間が極力短くなるよう、送迎時のご協力をお願いします。 

※レッスン開始１５分前より来館いただけます。レッスン終了後１５分以内の退館にご協力ください。 

※更衣室での滞在時間を短くするため、ご家庭にて水着を着用の上でのご来館にご協力ください。 

※更衣室の混雑緩和を目的として、「チャイルドルームの開放」ならびに「低泳力クラスと高泳力クラスでレッス

ン終了時間に差」をつけております。更衣の手伝いが必要な場合はレッスン終了に合わせて更衣室でお待ちく

ださい。また、更衣室内での会話はできる限りお控えいただきますようお願いいたします。 

■ バス送迎につきましては、走行中の換気体制を強化しながら、運行いたします。マスク着用をお願いします。 
   

緊急事態宣言中の欠席について ※ベビー、キンダー、ビギナー、レギュラーコースの皆様 

■ 原則感染対策を施しながら通常営業をしておりますが、上記期間中のお休み分全て、振替対応可能とさせていただ

きます。また振替期間を２０２２年３月２３日（水）まで延長することができます。 

WEB 上でのお休み連絡では振替対応・期間延長が出来ないため、利用される場合は、お手数ですが必ずお電話に

てご連絡ください。※宣言期間中のご連絡に限ります。 

また９月度の休会を希望される場合には、９月４日（土）までにご連絡をお願いいたします。 

（休会料：￥1,１00/月）※９月度休会は、９月度のレッスンに１度も参加されてない場合のみに限ります。 
 

ギャラリー利用停止のお願い 

■ 上記期間におきましては、観覧スペース（ギャラリー）のご利用を停止させていただきます。お子様の頑張りを応

援したいという保護者様には大変心苦しいお願いとなりますが、ご協力の程お願いいたします。              
今後の情勢の変化や緊急事態宣言期間の延長等に伴い、営業体制や時間に変更がある場合には、

ＨＰ、会員メールにてお知らせさせていただきます。皆様と共にこの状況を乗り越えていきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

パルスイミング知立 支配人 古橋 一也 



 

 

２０２１.６.２０更新       パルスイミング知立 ジュニア会員の皆様へ 

 

当スイミングの感染症予防対策について 
 

 日頃より当スイミングにご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。多数の制限が掛かる中でも多大なるご

協力をいただき重ねてお礼申し上げます。 

愛知県における緊急事態宣言も６/２０で解除されることとなりましたが、引き続き感染予防対策に注力しつつ営業

をしてまいりたいと思います。会員の皆様には制限、ご協力をいただくこともたくさんあり大変恐縮ですが、以下の

注意事項をご確認いただき、皆様と一緒に安心して通っていただける環境を作っていきたいと考えておりますので、

ご理解の程、お願いいたします。 

 

 

感染予防行動の徹底 

■ 弊社スタッフの出勤時の検温の徹底（３７．５℃以上の体温が確認された場合は、出社を控えます） 

■ 館内の換気体制の強化（フロント周り、プールサイド等、館内の常時換気を行います） 

■ 次亜塩素消毒液による館内の消毒を実施（1 時間に一度を目安にスタッフによる消毒作業を実施します） 

■ レッスン時はマウスガード着用にて指導を致します。 

 
      

レッスン参加時のお願い 

■ 来館される際にはご家庭にて検温の上、発熱・体調不良が認められる場合は来館をお控えください。 

■ 入館の際には玄関に設置しております除菌液にて手指の消毒をお願いいたします。 

■ 館内でのマスク着用をお願いします。 

■ 館内での滞在時間が極力短くなるよう、送迎時のご協力をお願いします。 

※レッスン開始１５分前より来館いただけます。レッスン終了後１５分以内の退館にご協力ください。 

※更衣室での滞在時間を短くするため、ご家庭にて水着を着用の上でのご来館にご協力ください。 

※更衣室の混雑緩和を目的として、「チャイルドルームの開放」ならびに「低泳力クラスと高泳力クラスでレッス

ン終了時間に差」をつけております。更衣の手伝いが必要な場合はレッスン終了に合わせて更衣室でお待ちく

ださい。また、更衣室内での会話はできる限りお控えいただけますようお願いいたします。 

■ バス送迎につきましては、走行中の換気体制を強化しながら、運行いたします。マスク着用にご協力ください。 

 
    

観覧スペース（ギャラリー）の利用について 

■ 緊急事態宣言解除にともない、観覧スペース（ギャラリー）の利用制限も解除させていただきます。しかしながら、

まだまだ油断はできない状況です。観覧の際は、上記のお願いならびに適度な距離の確保、出来る限り会話を控え

ていただき、感染予防対策へのご協力をお願いいたします。 

 

              
今後も情勢の変化に伴い、営業体制や時間に変更がある場合には、ＨＰ、会員メールにてお知らせさせて

いただきます。まだまだ大変な状況は続きますが、皆様と一緒にこの状況を乗り越えていきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

パルスイミング知立 支配人 古橋 一也 



 
 

パルスイミング知立 ジュニア会員の皆様へ 

緊急事態宣言発令に伴う当スイミングの対応について 
 日頃より当スイミングにご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。多数の制限が掛かる中でも多大なるご

協力をいただき重ねてお礼申し上げます。 

愛知県における緊急事態宣言も延長されることとなりました。当スイミングと致しましても、引き続き感染対策に

注力しつつ営業をしてまいりたいと思いますが、宣言の延長に伴い緊急事態宣言下における制限も延長させていただ

きます。会員の皆様には制限、ご協力をいただくこともたくさんあり大変恐縮ですが、皆様と一緒に安心して通って

いただける環境を作っていきたいと考えておりますので、ご理解の程、お願いいたします。 

【対象期間】 2021 年６月１日(火)～６月２０日(日) 
 

感染予防行動の徹底 

■ 弊社スタッフの出勤時の検温の徹底（３７．５℃以上の体温が確認された場合は、出社を控えます） 

■ 館内の換気体制の強化（フロント周り、プールサイド等、館内の常時換気を行います） 

■ 次亜塩素消毒液による館内の消毒を実施（1 時間に一度を目安にスタッフによる消毒作業を実施します） 

■ レッスン時はマウスガード着用にて指導を致します。 
      

レッスン参加時のお願い 

■ 来館される際にはご家庭にて検温の上、発熱・体調不良が認められる場合は来館をお控えください。 

■ 入館の際には玄関に設置しております除菌液にて手指の消毒をお願いいたします。 

■ 館内でのマスク着用をお願いします。 

■ 館内での滞在時間が極力短くなるよう、送迎時のご協力をお願いします。 

※レッスン開始１５分前より来館いただけます。レッスン終了後１５分以内の退館にご協力ください。 

※更衣室での滞在時間を短くするため、ご家庭にて水着を着用の上でのご来館にご協力ください。 

※更衣室の混雑緩和を目的として、「チャイルドルームの開放」ならびに「低泳力クラスと高泳力クラスでレッス

ン終了時間に差」をつけております。更衣の手伝いが必要な場合はレッスン終了に合わせて更衣室でお待ちく

ださい。また、更衣室内での会話はできる限りお控えいただけますようお願いいたします。 

■ バス送迎につきましては、走行中の換気体制を強化しながら、運行いたします。マスク着用にご協力ください。 
   

緊急事態宣言期間内のレッスンの取扱いについて 

■ 感染対策を施しながら通常営業をしておりますが、緊急事態宣言下になりますので宣言期間内のお休み分につい

ては、振替対応可能とさせていただきます。（振替利用期限：２０２１年１２月１８日（土）まで） 

WEB 上でのお休み連絡では振替期間延長（代講振替）が出来ないため、利用される場合は、お手数ですが必ずお

電話にてご連絡ください。 
 

ギャラリー利用停止のお願い 

■ 緊急事態宣言延長にともない、観覧スペース（ギャラリー）のご利用禁止期間も延長させていただきます。お子様

の頑張りを応援したいという保護者様には大変心苦しいお願いとなりますが、ご協力の程お願いいたします。              
今後の情勢の変化や緊急事態宣言期間の延長等に伴い、営業体制や時間に変更がある場合には、ＨＰ、会

員メールにてお知らせさせていただきます。ワクチンの接種も始まり、明るい話題も少しずつ増えてきてお

ります。コロナ収束に向けて、皆様と一緒にこの状況を乗り越えていきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

パルスイミング知立 支配人 古橋 一也 



 
 

パルスイミング知立 ジュニア会員の皆様へ 

緊急事態宣言発令に伴う当スイミングの対応について 
 日頃より当スイミングにご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。多数の制限が掛かる中でも多大なるご

協力をいただき重ねてお礼申し上げます。 

愛知県におきまして、再び政府による緊急事態宣言が発令されました。当スイミングと致しましては対応を慎重に

協議した結果、下記期間におきまして、これまで以上に感染予防行動を強化し営業を続ける判断を致しました。通っ

ていただく皆様には制限、ご協力をお願いさせていただくこともあり大変恐縮ですが、皆様と一緒に安心して通って

いただける環境を作っていきたいと考えておりますので、ご理解の程、お願いいたします。 

【対象期間】 2021 年５月１２日(水)～５月３１日(月) 
 

感染予防行動の徹底 

■ 弊社スタッフの出勤時の検温の徹底（３７．５℃以上の体温が確認された場合は、出社を控えます） 

■ 館内の換気体制の強化（フロント周り、プールサイド等、館内の常時換気を行います） 

■ 次亜塩素消毒液による館内の消毒を実施（1 時間に一度を目安にスタッフによる消毒作業を実施します） 

■ レッスン時はマウスガード着用にて指導を致します。 
      

レッスン参加時のお願い 

■ 来館される際にはご家庭にて検温の上、発熱・体調不良が認められる場合は来館をお控えください。 

■ 入館の際には玄関に設置しております除菌液にて手指の消毒をお願いいたします。 

■ 館内でのマスク着用をお願いします。 

■ 館内での滞在時間が極力短くなるよう、送迎時のご協力をお願いします。 

※レッスン開始１５分前より来館いただけます。レッスン終了後１５分以内の退館にご協力ください。 

※更衣室での滞在時間を短くするため、ご家庭にて水着を着用の上でのご来館にご協力ください。 

※更衣室の混雑緩和を目的として、「チャイルドルームの開放」ならびに「低泳力クラスと高泳力クラスでレッス

ン終了時間に差」をつけております。更衣の手伝いが必要な場合はレッスン終了に合わせて更衣室でお待ちく

ださい。また、更衣室内での会話はできる限りお控えいただけますようお願いいたします。 

■ バス送迎につきましては、走行中の換気体制を強化しながら、運行いたします。マスク着用にご協力ください。 
   

5 月度の欠席について ※ベビー、キンダー、ビギナー、レギュラーコースの皆様 

■ 原則感染対策を施しながら通常営業をしておりますが、緊急事態宣言下になりますので宣言中のお休み分全て、 

振替対応可能とさせていただきます。また振替期間を２０２１年１２月１８日（土）まで延長することができます。 

WEB 上でのお休み連絡では振替対応・期間延長が出来ないため、利用される場合は、お手数ですが必ずお電話に

てご連絡ください。 

また５月度、６月度のレッスン休会を希望される場合には、５月１５日（土）までにご連絡をお願いいたします。 

（休会料：￥1,１00/月）※５月度休会の場合は、５月度のレッスンに１度も参加されてない場合のみに限ります。 
 

ギャラリー利用停止のお願い 

■ 上記期間におきましては、観覧スペース（ギャラリー）のご利用を禁止とさせていただきます。お子様の頑張りを

応援したいという保護者様には大変心苦しいお願いとなりますが、ご協力の程お願いいたします。              
今後の情勢の変化や緊急事態宣言期間の延長等に伴い、営業体制や時間に変更がある場合には、

ＨＰ、会員メールにてお知らせさせていただきます。皆様と共にこの状況を乗り越えていきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

パルスイミング知立 支配人 古橋 一也 



 

パルスイミング知立 ジュニア会員の皆様へ 

新型コロナウイルス感染予防対策について 
 

 日頃より当スイミングにご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

多数の制限が掛かる中でも多大なるご協力をいただき、重ねてお礼申し上げます。 

感染予防対策を強化すると共に、会員の皆様に安心して通っていただける環境を一緒に作り上げ

ていきたいと思っておりますので、ご理解・ご協力の程、お願いいたします。 

 

以下の館内感染予防対策を強化徹底してまいります。 

■ 弊社スタッフの出勤時の検温の徹底（３７．５℃以上の体温が確認された場合は、出社を控えます） 

■ 館内の換気体制の強化（フロント周り、プールサイド等、館内の常時換気を行います） 

■ 次亜塩素消毒液による館内の消毒を実施（1 時間に一度を目安にスタッフによる消毒作業を実施します） 

 

レッスン参加時のおねがい 

■ 来館される際にはご家庭にて検温の上、発熱・体調不良が認められる場合は来館をお控えください。 

■ 入館の際には玄関に設置しております除菌液にて手指の消毒をお願いいたします。 

■ 館内でのマスク着用をお願いします。 

■ 館内での滞在時間が極力短くなるよう、送迎時のご協力をお願いします。 

※レッスン開始１５分前より来館いただけます。レッスン終了後１５分以内の退館にご協力ください。 

※更衣室での滞在時間を短くするため、ご家庭にて水着を着用の上でのご来館にご協力ください。 

※更衣室の混雑緩和を目的として、低泳力クラスと高泳力クラスではレッスン終了時間に差をつけております。

更衣の手伝いが必要な場合はレッスン終了と合わせて更衣室をご利用ください。また、更衣室内での会話はで

きる限りお控えいただけますようお願いいたします。 

■ バス送迎につきましては、走行中の換気体制を強化しながら、運行いたします。マスク着用にご協力ください。 

 
      

観覧時のおねがい 

■ 必ずマスクの着用をお願いします。 

■ 大きな声での会話、必要以上の会話はお控えください。 

■ 適度な間隔を保って観覧いただけますよう、お願いいたします。 

■ 観覧席の換気につきましては、館内の温度管理も考慮しつつ、常時換気、及び定期的な窓の開放をさせていただき

ます。ご協力の程、お願いいたします。 

■ 観覧席では水分は摂っていただけますが、食事はご遠慮ください。 

 

 

今後、政府や自治体による要請、情勢の変化等を踏まえ、営業体制や時間に変更がある場合には、

ＨＰ、会員メールにてお知らせさせていただきます。皆様と共にこの状況を乗り越えていきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

パルスイミング知立 支配人 古橋一也 



 

パルスイミング知立 ジュニア会員の皆様へ 

新型コロナウイルス感染予防対策について 
 

 日頃より当スイミングにご理解・ご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。 

多数の制限が掛かる中でも多大なるご協力をいただき、重ねてお礼申し上げます。 

1 月 1３日（水）、愛知県におきましても、政府による緊急事態宣言が発出されました。 

緊急事態宣言発出を受け、期間内の感染予防行動を一層強化すると共に、会員の皆様と一緒に、

安心して通っていただける環境を作り上げていきたいと思っておりますので、ご理解・ご協力の程、

お願いいたします。 

【対象期間】 2021 年 1 月 18 日(月)～3 月 7 日(日) 

以下の館内感染予防対策を強化徹底してまいります。 

■ 弊社スタッフの出勤時の検温の徹底（３７．５℃以上の体温が確認された場合は、出社を控えます） 

■ 館内の換気体制の強化（フロント周り、プールサイド等、館内の常時換気を行います） 

■ 次亜塩素消毒液による館内の消毒を実施（1 時間に一度を目安にスタッフによる消毒作業を実施します） 

 

レッスン参加時のおねがい 

■ 来館される際にはご家庭にて検温の上、発熱・体調不良が認められる場合は来館をお控えください。 

■ 入館の際には玄関に設置しております除菌液にて手指の消毒をお願いいたします。 

■ 館内でのマスク着用をお願いします。 

■ 館内での滞在時間が極力短くなるよう、送迎時のご協力をお願いします。 

※レッスン開始１５分前より来館いただけます。レッスン終了後１５分以内の退館にご協力ください。 

※更衣室での滞在時間を短くするため、ご家庭にて水着を着用の上でのご来館にご協力ください。 

※更衣室の混雑緩和を目的として、低泳力クラスと高泳力クラスではレッスン終了時間に差をつけております。

更衣の手伝いが必要な場合はレッスン終了と合わせて更衣室をご利用ください。また、更衣室内での会話はで

きる限りお控えいただけますようお願いいたします。 

■ バス送迎につきましては、走行中の換気体制を強化しながら、運行いたします。マスク着用にご協力ください。 
      

観覧時のおねがい 

■ 必ずマスクの着用をお願いします。 

■ 大きな声での会話、必要以上の会話はお控えください。 

■ 適度な間隔を保って観覧いただけますよう、お願いいたします。 

■ 観覧席の換気につきましては、館内の温度管理も考慮しつつ、常時換気、及び定期的な窓の開放をさせていただき

ます。ご協力の程、お願いいたします。 

■ 観覧席では水分は摂っていただけますが、食事はご遠慮ください。 

 

今後、政府や自治体による要請、情勢の変化等を踏まえ、営業体制や時間に変更がある場合には、

ＨＰ、会員メールにてお知らせさせていただきます。皆様と共にこの状況を乗り越えていきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

パルスイミング知立 支配人 古橋一也 



新型コロナウイルス感染症に関するお願いについて 
 

日頃より会員の皆様には当スイミングへのご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 新型コロナウイルス感染症の感染状況につきましては、警戒を緩めることができない状態が続いています。 

 パルスイミング知立においても、会員の皆様の感染が確認された場合、消毒や臨時休館を行うとともに、会員様を

誤った情報や風評被害から守らなくてはなりません。そのために、（保護者の）皆様には、お手数をおかけしますが、

下記に該当する場合、すぐにパルスイミング知立に電話で連絡をお願いします。 

休日の場合など、パルスイミング知立に連絡しても通じない場合は、下記 株式会社  豊和までご連絡ください。 

 

 

◇１ （お子さんあるいは）家族の方が、新型コロナウイルスの感染者であることが判明した場合 

 

◇２ （お子さんあるいは）家族の方が、新型コロナウイルスの濃厚接触者であることが判明した場合 

 

◇３ お子さんの通う園や学校が休校（自宅待機要請があった）場合 

 
 

上記のケースに該当する場合、もしくは熱があるなど体調がすぐれない場合は、スイミングのレッスンを受けていた

だくことができませんのでご了承ください。 

 
これまでもお願いしてきましたが、改めまして、保護者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。 

 

 

パルスイミング知立 （ＴＥＬ ０５６６－８４－３７８６） 

株式会社 豊和   （ＴＥＬ ０５６３－５７－８０７２） 



 

観覧再開のお知らせ（６月２２日～） 
 日頃より当スイミングにご理解・ご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。 

会員の皆様には本当にたくさんのご理解を頂いて、パルスイミングを利用いただき感謝致しております。 

まだまだウィルスの話が続いている状況ではございますが、会員の皆様にも感染予防対策にご協力頂きながら少し

ずつ制限の緩和を検討しております。今回は保護者様の観覧（ギャラリー利用）についてのお話です。利用を禁止して

おりました観覧を６月２２日（月）より再開させて頂きます。これからも子どもたちが安心して参加できる環境づく

りのためにご協力をお願いします。以下に観覧・レッスン参加時の詳細を記載致しましたので、ご確認のうえご来館

をお願いします。 

 

 

観覧再開日 ６月２２日（月）～ 
 

観覧時のお願い 

■ ギャラリーの椅子は撤去しております、立ってのご利用となります。 

■ 来館時同様にマスクを着用したままご見学ください。 

■ 飲食は禁止とさせて頂きます。 

■ 体育教室は全レッスン２部屋に分けてレッスンをおこないます。 

■ 観覧時は皆様で譲り合って、節度ある観覧にご協力ください。 

 

レッスン参加時のお願い 

■ 来館される際にはご家庭にて検温の上、発熱・体調不良が認められる場合は来館をお控えください。 

■ 入館の際には玄関に設置しております除菌液にて手指の消毒をお願いいたします。 

また、館内でのマスク着用をお願いします。 

■ 館内での滞在時間が極力短くなるよう、送迎時のご協力をお願いします。 

※レッスン開始１５分より前の来館をお控え頂き、レッスン終了後１５分以内の退館にご協力ください。 

※更衣室での滞在時間を短くするため、ご家庭にて水着を着用の上でのご来館にご協力ください。 

※お子様の更衣の手伝いが必要な場合には、レッスン終了に合わせて、保護者様の入館をお願いします。 

■ バス送迎につきましては、走行中の換気体制を強化しながら、運行いたします。 

マスク着用にご協力ください。 

 

パルスイミングは、引き続き以下の行動を徹底いたします。        
弊社スタッフの出勤時の検温の徹底（３７．５℃以上の体温が確認された場合は、出社を控えます） 

館内の換気体制の強化（フロント周り、プールサイド等、館内の常時換気を行います） 

次亜塩素消毒液による館内の消毒を実施（1 時間に一度を目安にスタッフによる消毒作業を実施します） 

 
 

変更・および連絡事項がある場合には引き続き、当スイミングホームページ、及びメール配信にてお知らせします。

ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 
パルスイミング知立 支配人 古橋一也 



 

 

６月１日（月）営業再開のお知らせ 
 日頃より当スイミングにご理解・ご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。政府による「緊急事態宣言」

の解除を受け、改めまして６月度より営業を再開させていただきます。 

しかしながら、まだまだ予断を許さない状況が続いております。当スイミングと致しましても、感染予防対策をこ

れまで以上に重視しながら、施設の運営を進めてまいります。子どもたちが安心して参加できる環境づくりのために

ご協力をお願いします。以下に再開に当たっての連絡事項を記載させていただきましたので、ご確認をお願いします。 

 

再開日 ６月１日（月）※従来のパルカレンダーに基づき営業を致します。 

 

６月度のレッスンより復帰をご希望の方へ 

休会復帰の専用受付窓口として、５月２８日（木）２９日（金）の２日間、受付営業をいたします。

ご希望の方はお電話にてご連絡ください。（受付時間１０：００～１８：００） 

復帰を迷われている方は、初回レッスンの前までにご連絡いただければ対応させていただきます。 

※５月度のレッスンに参加予定だった方で、６月度休会の届出を出されていない場合は、こちらで休会復帰の処理を致します。 

復帰のご連絡は必要ありません。 

 

パルスイミングは、引き続き以下の行動を徹底いたします。        
弊社スタッフの出勤時の検温の徹底（３７．５℃以上の体温が確認された場合は、出社を控えます） 

館内の換気体制の強化（フロント周り、プールサイド等、館内の常時換気を行います） 

次亜塩素消毒液による館内の消毒を実施（1 時間に一度を目安にスタッフによる消毒作業を実施します） 
          

レッスン参加時のお願い 

■ 来館される際にはご家庭にて検温の上、発熱・体調不良が認められる場合は来館をお控えください。 

■ 入館の際には玄関に設置しております除菌液にて手指の消毒をお願いいたします。また、館内でのマスク着用にご

協力ください。 

■ 観覧スペース（ギャラリー）、およびロビースペースのご利用（滞在）を禁止とさせていただきます。 

館内での滞在時間が極力短くなるよう、送迎時のご協力をお願いします。 

※レッスン開始１５分より前の来館をお控え頂き、レッスン終了後１５分以内の退館にご協力ください。 

※更衣室での滞在時間を短くするため、ご家庭にて水着を着用の上でのご来館にご協力ください。 

※お子様の更衣の手伝いが必要な場合には、レッスン終了に合わせて、保護者様の入館をお願いします。 

■ バス送迎につきましては、走行中の換気体制を強化しながら、運行いたします。マスク着用にご協力ください。 
       

その他 

■６月度レッスン内容変更のご案内（ビギナーコース、レギュラーコース） 

ビギナー コース → 特別プログラム「着衣泳」中止 

レギュラーコース → 「水泳記録会」中止 

 年間カレンダーにおきまして、ビギナーコースの６月度は特別プログラム「着衣泳」、レギュラーコースの６月度は

「レギュラー水泳記録会」を予定しておりましたが、今年は実施を見送らせていただきます。 

そのため、ビギナーコース（７月度）・レギュラーコース（８月度）の泳力チェックにむけて通常練習をおこないます。 
        

変更・および連絡事項がある場合には引き続き、当スイミングホームページ、及びメール配信にてお知らせします。

ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。        

パルスイミング知立 支配人 古橋一也 



臨時休館期間延長のお知らせ 

休館期間：5 月３１日（日）まで 
        
 日頃より当スイミングにご理解・ご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。愛知県における学校休校期間

延長措置の発表や政府の緊急事態宣言の延長示唆を受け、当スイミングと致しましても休館期間を延長させていただ

くこととなりました。再開を楽しみにされていた皆様、申し訳ありません。ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご

協力のほど、お願いいたします。以下に連絡事項を記載させていただきましたので、ご確認をお願いいたします。 

 

◆5 月度レッスンの扱いについて 

5 月度の月会費につきましては、全会員様を休会とさせていただき、一律￥1,100（税込）／月にて対応させてい

ただきます。施設維持管理費用として、ご協力をお願いいたします。 
          

※3 月度、および 4 月度のレッスンを欠席された分の振替（月１回）につきましては、営業再開月度内（6 月度予定）

にて、ご利用ください。（4 月度の臨時休館期間分の振替は、12 月度までご利用可能です） 
                
◆各種届受付業務について 

6 月度以降の変更、休会、復帰、退会等の各種届の提出につきましては、          
5 月 7 日（木）～ 5 月１３日（水）の期間内にお電話でのご連絡をお願いいたします。 

受付時間：各曜日１０：００～１８：００ 

※5 月度届出提出期限日は 5 月 13 日（水）に変更させていただきます。 

※５月１０日（日）は休館日となるため、受付業務も停止しております。 

（上記期間外は受付業務も停止しておりますのでご了承ください） 
             

現在休会中の方へ 

事前に休会届を提出されている方は、6 月以降も連絡がない場合は自動的に休会継続となります。復帰を希望される

際は、初回レッスンの前までにご連絡をいただければ対応させていただきます。 
       

5 月にレッスン参加予定の方へ 

こちらで 5 月休会、6 月復帰の処理手続きをさせていただきますので復帰のご連絡は必要ありません。 

 

◆営業再開（カレンダー）について 

現時点では、６月１日（月）より営業再開の予定ではありますが、今後の状況変化や行政からの指示指導により、営業体制に変

更が生じる場合がございます。変更・および連絡事項がある場合には引き続き、当スイミングホームページ、及びメール配信にて

お知らせします。ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力のほど、お願いいたします。 

※ 先回のお知らせで、パルカレンダー変更の旨をお伝えしましたが、今回の休講延長により、６月度以降の営業日に変更はなし

となります。既存カレンダー（３月に郵送させていただいたもの）に基づいて営業を再開いたします。 

 

コロナによる特別休会対応において過入金が発生している方は、一律口座への振り込み返金を致します。 

 

パルスイミング知立（０５６６－８４－３７８６） 
支配人 古橋一也 



緊急事態宣言（愛知県）発出にともなう 

臨時休館のお知らせ 

休館期間：4 月１３日（月）～５月６日（水） 

5 月 7 日（木）より営業を再開いたします。 
日頃より当スイミングにご理解・ご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。 

 パルスイミングとしては、世間的に行動に制限が掛かる中でも、子どもたちのストレス軽減や運動不足の解消にも

繋がるとの思いから、消毒、換気体制を強化し、営業を続けておりましたが、今回の緊急事態宣言の発出を受け、施設

を臨時休館とさせていただくこととなりました。レッスンを楽しみにされていた皆様、申し訳ありません。また、急な

変更となり皆様にご迷惑をお掛けしますことを合わせてお詫び申し上げます。ご理解・ご協力のほど、お願いいたし

ます。以下に臨時休館にともなうご連絡事項を記載させていただきましたので、ご確認をお願いします。 

◆休講となるレッスンの取り扱いについて

すでに 4 月度のレッスンを受講いただいている中での休館措置となりますので、ビギナー・レギュラーコースに

おいての休館期間：4/13（月）～4/25（土）のレッスン 2 回分につきましては、今後振替レッスンとして受講して

いただくことで対応いたします。 

【代講振替：受講可能期間 2020 年 5 月 7 日（木）～12 月度まで】 

※振替予約は各月の振替予約開始日よりお受け致します。

※ ビギナーコースでは、4 月度の泳力チェックは実施致しませんので、ご了承ください。

     

◆各種届受付業務について

変更、休会、復帰、退会等の各種届の提出につきましては、

4 月１５日（水）までに電話にてご連絡をお願いいたします。

４月１３日（月） 10：00～18：00  ４月１４日（火） 10：00～18：00 

４月１５日（水） 10：00～18：00  計３日間 

※４月１２日（日）は休館日となるため、受付業務も停止しております。

今回は特別対応と致しまして、各種届の申請をお電話でお受けいたします。 

４月現在で休会されている皆様は、連絡がない場合は自動的に休会継続となります。 

5 月からの復帰を迷われている方は、5 月度の初回レッスンの前までにご連絡をいただければ対応

させていただきます。 

（4 月１６日（木）～５月６日（水）は受付業務も停止しておりますのでご了承ください） 

今後の状況を踏まえまして、変更・および連絡事項がある場合には引き続き、当スイミングホームページ、

及びメール配信にてお知らせします。ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力のほど、お願いいたします。 

パルスイミング知立 支配人 古橋一也 

臨時休館にともない、年間パルカレンダーも変更となります。新カレンダーにつきましては、完成次第ＨＰ

に掲載していきますので、ご確認ください。



新型コロナウィルス感染予防対策について 
 

 日頃より当スイミングにご理解・ご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。 

 この度の新型コロナウィルスの感染拡大の状況を踏まえまして、熟考を重ねた結果、当スイミン

グと致しましては、館内の消毒体制、施設内における常時換気の徹底、および館内利用の規制をしな

がら、営業をさせていただきます。 

会員の皆様におかれましても、感染拡大を抑制するための行動として、以下の注意事項をご確認

いただき、ご協力いただけますようお願いします。 

館内感染予防対策として以下の行動を徹底しております 

■ 弊社スタッフの出勤時の検温の徹底（３７．５℃以上の体温が確認された場合は、出社を控えます） 

■ 館内の換気体制の強化（フロント周り、プールサイド等、館内の常時換気を行います） 

■ 次亜塩素消毒液による館内の消毒を実施 

（1 時間に一度を目安にスタッフによる消毒作業を実施します。バスも行っております） 

 

 

会員のみなさまへ レッスン参加時のご協力をお願いします。 

来館時について 

■ 来館される際にはご家庭にて検温の上、発熱・体調不良が認められる場合は来館をお控えください。 

■ 入館の際には玄関に設置しておりますアルコール除菌液にて手指の消毒をお願いいたします。 

■ 保護者様、お子様を含め滞在時間の短縮にご協力ください。 

レッスン時について 

■ 感染予防行動といたしまして、原則、観覧スペース（ギャラリー）のご利用を禁止とさせていただきます。

ご迷惑をお掛けしますが、館内での滞在時間が極力短くなるよう、送迎時のご協力をお願いします。 

※更衣室での滞在時間が短くなるように、ご家庭にて水着を着用の上でのご来館にご協力ください。 

※お子様の更衣の手伝いが必要な場合には、レッスン終了に合わせて、保護者様の入館をお願いします。 

※体育教室のご見学も控えて頂くようお願い致します。 

バス送迎について 

■ バス送迎につきましては、走行中の換気体制を強化しながら、運行させていただきます。ご利用

の際には、お子さまのマスク着用にご協力ください。 

 

今後の情勢の変化や行政からの指導・指示等により、営業体制が変更となる場合がございます。 

その際には、当スイミングホームページ、及びメール配信にてお知らせいたします。 

（メール登録及び受け取り設定をＯＮにしていただけますようお願いします。） 

 ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほど、お願いいたします。 

 

 

パルスイミング知立 支配人 古橋一也 



春休みパルスキースクール中止のお知らせ 

  

日頃より、パルスイミングをご愛顧いただき誠にありがとうございます。 

さて、この度３月２５日（水）～３月２７日（金）で開催を予定しておりました「春休みスキース

クール」ですが、開催を中止させていただくこととなりました。新型コロナウイルスの感染拡

大による皆様への健康被害などを考慮した判断となります。なお、延期・順延の予定はござ

いません。 

何卒ご理解をいただけますようよろしくお願い致します。 

パルグループ イベント企画室 

 

  



会員各位 

  

新型コロナウイルスに対する対応について 

  

日頃よりパルスイミング知立をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 

さて、新型コロナウイルス感染による、小中学校等の休校等の措置に伴う当スクールの対

応といたしましては、施設のアルコール除菌・消毒の強化など安全な施設管理に努め、引

き続き営業を続けてまいります。 

今回の状況を踏まえまして、下記の営業体制、特別措置を取らせていただきます。 

  

記 

  

・3 月 2 日（月）以降も通常通りの営業 

  ただし今後の感染拡大の状況から、営業判断に変更が生じる場合がございます。 

 ・特別休会制度 

  3 月度の休会を「無料」でお受けいたしますので、ご希望の方はフロントへお問い合わせ

ください。 

  また届出の提出期限は過ぎておりますが、本件に関連した理由の休会につきましては、

上記の特別休会として取り扱わせていただきます。 

 なお、今後状況に応じて営業体制に変更がある場合は、メール配信、電話連絡およびホ

ームページ上でご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  

令和 2 年２月 28 日 

株式会社豊和 



お客様各位 

  

新型コロナウイルスに対する対応について 

  

日頃よりパルスイミング知立をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 

この度の新型コロナウイルスによる感染症により、被害に遭われた皆様に心よりお見舞い

申し上げます。 

パルスイミング知立では、新型コロナウイルスの対応につきましては、行政機関等の情報

を収集し、指導があった場合には速やかに対策をしてまいります。 

つきましては、お客様の安全と健康を考慮し、マスク着用での対応をさせて頂く場合もござ

いますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。 

また、お子様や保護者様におかれましては、日頃以上に検温等、体調管理にご配慮いただ

き、万が一体調が優れない場合には、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。 

何卒、ご理解の程、よろしくお願い致します。 

令和 2 年２月 

株式会社豊和 

 




