
 

 

 

 

 

 

 

ライトセンターの利用について 

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の

ため、施設利用を停止しておりましたが、施設

設置者である神奈川県とも協議を行い、感染予

防対策を徹底したうえで一部の利用を再開す

ることといたしました。施設利用にあたっては、

次の利用条件をご確認ください。 

 

【施設利用時間】 

開館時間：午前 10時から午後５時 

（９時 50分から入館できます） 

※午前９時から開館時刻まで、及び午後５時以

降は施設消毒作業のため入館できません。 

 

図書館受付：午前 10時から午後５時まで 

※図書館受付は直通番号 045（364）0022まで

お願いします。 

 

相談：午前 10時から午後５時まで 

※来所による相談については事前の予約が必

要です。相談受付は電話 045（364）0024まで

お願いします。 

 

スポーツ施設：午前 10時から午後５時まで 

※事前予約制にて、ジョギングコースとトレー

ニングルームの利用を再開します。スポーツ受

付は電話 045（364）0025までお願いします。 

 

【来所にあたっての注意事項】 

・発熱（37度以上）や、咳および風邪症状や体

調不良がある方の来所は控えてください。 （同

居の方に同様の症状がある場合も含む） 

・基礎疾患のある方、65歳以上の方は感染した

場合重篤化する可能性が高いため、来所する場

合は十分注意してください。 

・館内ではマスクの着用をお願いしますので、

忘れずにお持ちください。 

  

【施設利用における注意事項】 

・入館に際しては、受付で手指の消毒・検温・

健康チェックを行い、平熱を超える発熱（37.5

度以上）の方の入館はご遠慮いただきます。 

・センター内では、こまめな手洗い、手指消毒

を行ってください。 

・他の利用者やスタッフとできるだけ２メート

ル程度の距離を確保し、できるだけ会話は避け

てください。 

・センター敷地内（建物内や外のベンチなど）

での食事はできません。 

・各階のラウンジは利用できません。 

・利用目的終了後は速やかに退館するようにお

願いします。 

・センター利用後２週間以内に新型コロナウイ

ルス感染症が陽性となった場合は、速やかにラ

イトセンター（電話 045（364）0023）にご連絡

ください。 

・感染防止のため、センターが決めた事項を守

ってください。 

  

【他施設の利用について】 

・他のスポーツ施設、部屋利用については、現

在、最終的な調整を行っています。 

・クラブ活動については、各クラブ代表あて個

別にお知らせいたします。 

・プールについては、設備上の不具合から県に

対応を依頼しており、当面の間利用を停止させ

ていただきます。 

・県内の感染者数がさらに増えた場合、国や県

の方針に基づき、利用の再停止などの可能性が

ありますのでご了承ください。 

 

神奈川県ライトセンター 

電話 045(364)0023 

図書館 

電話 045(364)0022 

ライトセンターだより 
臨時号 （令和２年８月発行） 



スポーツ施設の利用について 

【利用再開するスポーツ施設と利用人数】 

（1）ジョギングコース １日あたり４名まで 

（2）トレーニング室  １日あたり８名まで 

  

【利用時間】 

（1）ジョギングコース  

利用時間枠: １回 １時間 30分、１回 １名  

   ① 午前 10時 15分から 11 時 45分 

   ② 正午から午後１時 30分 

   ③ 午後１時 45分から午後３時 15分 

   ④ 午後３時 30分から午後４時 45分 

（2）トレーニング室  

利用時間枠: １回 １時間 30分、１回 ２名 

   ① 午前 10時から 11時 30 分 

   ② 午前 11時 45分から午後１時 15分 

   ③ 午後１時 30分から午後３時 

   ④ 午後３時 15分から午後４時 45分 

 

※基本的な時間の内訳 

更衣 15分、利用 60分、利用後の更衣 15分  

 

【消毒時間】 

利用後 15分間をトレーニングマシンやロッ

カーなど更衣室内の消毒時間とします。 

 

【予約申し込みなどについて】 

１ 利用は電話での事前予約制で、受付時間は

午前 10時から午後５時までです。８月・９月

の予約を受け付けています。 

２ 当面、１カ月に利用できる回数は、トレー

ニング室およびジョギングコースそれぞれ４

回を上限とします。なお、８月以降は当月に入

った段階で、当月の申し込みのない枠について、

上限を超える予約はご相談ください。 

３ 利用当日、その次の利用時間に空きがある

場合は、続けて利用することが可能ですので、

スタッフにご相談ください。 

  

【スポーツ施設利用にあたっての注意事項】 

１ 予約後、都合が悪くなった場合は、スポー

ツ係あてにキャンセルの連絡をお願いします。  

２ 利用時間には、着替えの時間も含まれてい

ます。 

３ 感染防止の観点から利用時間の 30分以上

前に来館しないようにお願いします。 

（入館は９時 50分からとなります） 

４ 次の設備は利用できません。 

脱水機、更衣室のシャワー・トイレ・ド

ライヤー・ごみ箱、冷水器 

 

※これから暑い時期になりますので、飲み物は

お持ちいただくか、館内の自動販売機をご利用

ください。 

※トレーニングルームやジョギングコースで

水分補給していただくことは可能です。 

 

プールの状況について 

プールを利用停止している理由は、新型コロ

ナウイルス感染症の対応も一因ではあります

が、それ以前に、プール水槽内に錆と塗装の剥

がれが大量に発生している安全衛生上の問題

です。 

 ライトセンターのプールは鋼板製（鉄製）で、

平成５年に設置され、注水後すぐに錆が発生し、

その都度、県に修繕を依頼してきました。 

 最近では平成 28年度に長期間利用を停止し

て、全面改修工事を行いましたが、過去と同じ

くすぐに錆が発生し、翌年の平成 29年度にも

補修工事が行われました。 

補修後も錆の発生は続き、さらに、塗装の大

量の剥がれも発生し、錆の腐食が進み、錆や塗

装片が水中を浮遊する状況も見られたため、県

に報告をすると同時に、利用者の方がけが等を

する恐れがあることから利用を停止させてい

ただきました。 



今回も県には状況などの報告を行っており、

県が修理について調整を行っていますが、現時

点では、プールの再開の目途は立っていない状

況です。平成５年以降、鉄製を他のものに変え

る話が出たこともありましたが、技術的に難し

いことや、できたとしても経費が膨大であるこ

とから、その都度、県が修繕を行っています。

利用者の皆さまには大変申し訳ありませんが、

ご理解くださいますようお願いいたします。 

修理の目途が明らかになりましたらメール

マガジンなどでお知らせさせていただきます。 

 

 メールマガジンにご登録ください 

ライトセンターからのお知らせは随時、メー

ルで配信しています。まだ登録されていない方

は、ぜひライトセンターメールマガジンにご登

録ください。 

登録は、ライトセンターホームページから、

または、「mail@kanagawalc.org」あてに、メー

ルマガジン登録希望、「視覚障害者」「ボランテ

ィア」「視覚障害以外の障害者」「その他」の区

分を明記の上、メール送信してください。 

代行登録も電話にて承りますのでお気軽に

お問い合わせください。なお、迷惑メール等の

設定をしている方は、ライトセンターからのメ

ールが拒否されないよう、確認をお願いします。 

 

令和２年度のライトセンター 

フェスティバルについて 

毎年楽しみにしていただいていた「ライトセ

ンターフェスティバル」は、新型コロナウイル

スの感染拡大防止のため今年度は中止としま

す。 

 

図書館からのお知らせ 

 図書館の電話受付時間は、当面の間、開館日

の午前 10 時から午後５時とさせていただいて

おり、来所でのご利用は停止としています。 

また、ライトセンター発行の点字雑誌・録音

雑誌は、発行を停止させていただいております

が、再開に向けて準備を進めています。お待た

せして申し訳ありませんが、雑誌利用の登録を

されている皆さまには、再開ができ次第、順次

発送いたします。 

 

相談係からのお知らせ 

 来所による相談（白杖の選定や、プレクスト

ークなど機器の使い方）は、再開していますが、

事前にご予約いただき、１回の相談時間を１時

間までとさせていただいています。 

石突が取れてしまった、折りたたみのゴムが

切れてしまったなどの白杖の修理についても、

必ず事前にご連絡いただけますようお願いし

ます。 

予約の当日に、同居のご家族も含め、体調不

良があった時には、改めて日程調整をいたしま

すので、ご遠慮なくご連絡ください。 

 

スポーツ施設の登録について 

スポーツ施設をご利用いただいている視覚

障害者の皆さまへのお知らせです。 

毎年来所の際に更新という表現で、住所や電

話番号の変更などの確認を行っていますが、今

回の新型コロナウイルス感染拡大防止のため

の施設利用停止により、来所できない方から、

更新ができないという心配の声がありました。 

スポーツ受付で来所の際に行っている聞き

取りは、登録の内容に変更がないかの確認であ

り、登録更新のための確認ではありませんので、

心配いただかないようお知らせします。 

今後も引き続き確認の作業はおこないます

ので、変更があればお声がけの際にお知らせく

ださい。 

 なお、５年間利用がない方につきましては登

録を削除させていただきますのでご承知おき

ください。  



📌新たに加わった蔵書の紹介📌 

 

貸出のお申込みは、直通電話 045（364）0022に

お願いします。 

 

点 字 図 書 

書名 著者表示 全巻数 

尼子姫十勇士 諸田 玲子 8 

移民政策とは何か 髙谷 幸 5 

渦 大島 真寿美 6 

隔離や自宅待機されている方の周りにいる

あなたへ 
香港紅十字會 1 

隔離や自宅待機により行動が制限されてい

る方々へ 
香港紅十字會 1 

彼女を愛した遺伝子 松尾 佑一 3 

奇説無惨絵条々 谷津 矢車 4 

９７歳の悩み相談 瀬戸内 寂聴 1 

高齢者や基礎疾患のある方とご家族の方へ 香港紅十字會 1 

酒と人生の一人作法 太田 和彦 3 

社会の障害をみつけよう 久野 研二 4 

１３歳からの日本外交 孫崎 享 4 

純粋な幸福 辺見 庸 2 

小説という毒を浴びる 桜庭 一樹 4 

新型コロナウイルスの３つの顔を知ろう！ 日本赤十字社 1 

水中翼船炎上中 穂村 弘 1 

空と湖水 植松 三十里 4 

立川忍びより [2] 仁木 英之 4 

沈黙の子どもたち 山崎 雅弘 5 

月白青船山 朽木 祥 4 

店長がバカすぎて 早見 和真 4 

化物蝋燭 木内 昇 5 

光に向かって這っていけ ｻｰﾛｰ節子［ほか］ 4 

フクロウの囁き ｻﾑｴﾙ・ﾋﾞｮﾙｸ 7 

ぼく、バグダッドに帰りたい！ 小倉 敬子 1 

混物語 西尾 維新 9 

マリコを止めるな！ 林 真理子 3 

書名 著者表示 全巻数 

盲導犬の魔術師 多和田 悟 服部 真 2 

越境 東山 彰良 3 

横浜大戦争 明治編 蜂須賀 敬明 5 

ランチ酒 原田 ひ香 4 

 

デイジー図書 

書名 著者表示 D 総時間 

イーストサイド・ワルツ 小林 信彦 7:55 

江戸暮らしの内側 森田 健司 6:48 

核大国ニッポン 堤 未果 6:23 

隔離や自宅待機されている方の周り

にいるあなたへ 
香港紅十字會 0:08 

隔離や自宅待機により行動が制限さ

れている方々へ 
香港紅十字會 0:06 

キリスト教は「宗教」ではない 竹下 節子 7:06 

ゲノムが語る人類全史 ｱﾀﾞﾑ･ﾗｻﾞﾌｫｰﾄﾞ 20:12 

幻想と怪奇 1 早川書房編集部 10:11 

高齢者や基礎疾患のある方とご家族

の方へ 
香港紅十字會 0:04 

壺中に天あり獣あり 金子 薫 4:42 

新型コロナウイルスの３つの顔を知

ろう！ 
日本赤十字社 0:22 

太平洋戦争の意外なウラ事情 太平洋戦争研究会 7:32 

動物の賢さがわかるほど人間は賢い

のか 
ﾌﾗﾝｽ･ﾄﾞｩ･ｳﾞｧｰﾙ 21:16 

ハイヒールは、いらない ｹﾘｰ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ･ﾌﾞﾗｳﾝ 6:41 

ひとりを楽しんで暮らす方法 ヴェラ・ペイファー 5:42 

氷室冴子－没後 10 年記念特集－  12:12 

街間格差 牧野 知弘 8:55 

ゆっくりと悲しげに 阿部 牧郎 10:21 

洛陽燃ゆ 上 奈良本 辰也 8:26 

洛陽燃ゆ 下 奈良本 辰也 8:40 

 

拡 大 図 書 

書名 著者表示 全巻数 

おいしそうなしろくま 柴田 ケイコ 1 

 


