2020 年 6 月 24 日

新型コロナウイルス 感染予防対策に関するお知らせ
政府よ り提 案さ れた『 新し い生 活様 式』を 踏ま え、お 客様 と従 業員の 健康 と安 全を 考慮し 、
引続き 新型 コロ ナウイ ルス 感染 予防 対策と して 下記の 対応 を実 施いた しま す。
ご理解 とご 協力 をお願 いい たし ます 。
記
◆

お 客様 への お願い
●

発 熱や 体調不 良を 感じ る場 合には 、プ レーの 自粛 をお 願いい たし ます 。

●

ロ ッカ ー室の 滞在 時間 短縮 のため 、ゴ ルフウ ェア での ご来場 をお 勧め いた します 。

●

来 場時 および クラ ブハ ウス 内では マス ク着用 にご 協力 くださ い。

●

プ レー 中およ びク ラブ ハウ ス内に おけ るフィ ジカ ルデ ィスタ ンス の確 保を 推奨い たし ま
す。

●

入 場時 、昼食 時、 プレ ー終 了後に は「 手洗い ・消 毒」 の励行 をお 願い いた します 。

●

グ リー ンでは ピン を抜 かず にワン グリ ップＯ Ｋの プレ ーをお 勧め いた しま す。

●

接 触感 染防止 の観 点か ら、 練習グ リー ン用マ ーカ ーは 撤去さ せて いた だき ます。

●

ボ ール 洗い機 のご 使用 は、 お控え くだ さい。

●

エ アガ ンご使 用後 は「 手洗 い」を お願 いいた しま す。

●

レ スト ランに おけ るお 客様 同士の 会話 は、他 のお 客様 に迷惑 にな らな いよ うにご 配慮 を
お願い いた しま す。

●

浴 室は 浴槽の 使用 を中 止し 、シャ ワー のみの ご利 用と させて いた だき ます 。

●

水 筒・ 氷嚢へ のお 水・ 氷の 補給に つい てはレ スト ラン 従業員 にお 申し 付け 下さい 。

●

夏 季コ ース内 で行 って いた 、冷た い「 おしぼ り」 サー ビスは 中止 させ てい ただき ます 。

◆

従 業員 の感 染予防 の取 組み
●

従 業員 のマス ク着 用の 徹底

●

手 洗い 、うが い、 消毒 、咳 エチケ ット の徹底

●

執 務場 所の定 期的 な窓 の解 放によ る換 気の実 施

●

従 業員 の毎朝 の検 温お よび 健康チ ェッ ク記録 の義 務化

●

体 調不 良時の 連絡 体制 の整 備

◆

そ の他
●

お 客様 がご来 場後 に、 万が 一「新 型コ ロナウ イル ス」 に感染 して いる 事が 判明し た場
合、出 来る 限り 当ゴル フ場 あて ご一 報をお 願い いたし ます 。
以上

