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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

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 ▼小まめに換気 ▼身体的距離の確保 ▼「３密」

の回避（密集、密接、密閉） ▼一人一人の健康状

態に応じた運動や食事、禁煙など、適切な生活

習慣の理解・実行 ▼毎朝、体温測定と健康チェッ

ク。発熱または風邪の症状がある場合は無理せ

ず自宅で療養

地域 施設名称
レベル１

（県内感染期）
レベル２

（県外感染拡大期）
レベル３

（県内市内感染拡大期）
レベル４

（県内市内感染蔓延期）

花巻
道の駅はなま
き西南

▼ 対象制限…制限無し ▼ 開館時間…午前９時
～午後10時（営業部分） ▼利用人数…制限無し

▼ 利用制限…温泉施設に休業要請などがあっ
た場合や管理者が必要と認める場合は閉店
※トイレ・情報提供施設は利用可

大迫

ワインシャトー
大迫

▼ 対象制限…制限無し ▼ 開館時間…午前９時
～午後４時30分 ▼利用人数…制限無し

▼ 利用制限…温泉施設に休業要請などがあっ
た場合や管理者が必要と認める場合は閉店

レストランベ
ルンドルフ

▼ 対象制限…制限無し ▼ 時間制限…午前11時
～午後８時 ▼利用人数…制限有り（客席の間隔
を確保）

ぶどうの湯

▼ 対象制限…制限無し ▼ 時間制限…午後２時
～７時 ▼利用人数…制限有り（サウナ利用は４
人まで） ▼利用制限…制限有り（洗い場６カ所）

ホテルベルン
ドルフ

▼利用制限…制限有り（長期宿泊希望があった
場合は、その都度協議）

▼ 利用制限…温泉施設に休業要請などがあっ
た場合や管理者が必要と認める場合は閉店
※留学生の寮は継続

森のくにセン
ター

▼ 対象制限…制限無し ▼ 時間制限…午前９時
～午後４時 ▼利用制限…吹きガラス・とんぼ玉
体験休止

▼ 利用制限…温泉施設に休業要請などがあっ
た場合や管理者が必要と認める場合は閉店

東和

東和産地形成
促進施設
（産直あおぞら）

▼対象制限…制限無し ▼時間制限…制限無し ▼

利用人数…制限無し

東和温泉

▼ 対象制限…制限無し ▼ 開館時間…午前７時
～８時30分、午前10時～午後９時（時短） ▼ 利
用人数…制限無し

味
あじどろこ

処とうわ ▼ 対象制限…制限無し ▼ 開館時間…午前11時
～午後３時 ▼利用人数…制限無し

新型コロナウイルス感染症対策のお知らせ

新しい生活様式の実践について

引き続きご協力をお願いします

【問い合わせ】

本館新型コロナウイルス感染症

対策室（☎29-5275）

　新型コロナウイルス感染防止の三つの基本であ

る ▼身体的距離の確保 ▼マスクの着用 ▼手洗いの

実施―や３密（密集、密接、密閉）を避けるなどを

取り入れた「新しい生活様式」をみんなで実践しま

しょう。

一人一人の基本的感染対策

■感染防止策

　� ▼人との間隔は、できるだけ２㍍（最低１㍍）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、屋内にいるときや会話をすると

き、人との間隔が十分に取れない場合は、症状

がなくてもマスクを着用する（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、シャワーを浴びる ▼手洗いは

30秒程度かけて水とせっけんで丁寧に洗う（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

■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

＊�そのほかの実践例について詳し
くは市ホームページをご覧くだ
さい
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地域 施設名称
レベル１

（県内感染期）
レベル２

（県外感染拡大期）
レベル３

（県内市内感染拡大期）
レベル４

（県内市内感染蔓延期）

花巻
石鳥谷
東和

博物館、総合文化
財センター、歴史
民俗資料館、郷土
文化保存伝承館、
農業伝承館

▼ 対象制限…制限無し ▼ 開館時間…午前９時
～午後５時（施設により異なる） ▼ 利用人数…
入場制限有り

▼利用制限…温泉施設
などに対し休業要請な
どがあった場合は休館

休館

花巻
東和

宮沢賢治記念
館、宮沢賢治イー
ハトーブ館、花
巻新渡戸記念
館、高村光太郎
記念館、萬鉄五
郎記念美術館

▼ 対象制限…制限無し ▼ 開館時間…午前９時
～午後５時（施設により異なる） ▼ 利用人数…
入場制限有り

▼利用制限…温泉施設
に休業要請などがあっ
た場合は休館

花巻 宮沢賢治童話村

▼対象制限…制限無し

▼ 開館時間…午前９
時～午後５時（ライト
アップ時の屋外は午後
９時まで） ▼ 利用人数
…入場制限有り

▼ 利用制限…賢治の学校・教室を閉館（芝生広
場のみ開放）
※レベル３になった場合はライトアップを中止

花巻
東和

旧 小 原 家 住
宅、伊藤家住
宅、熊谷家住宅

▼ 対象制限…制限無し ▼ 開館時間…午前９時
～午後４時30分 ▼利用人数…入場制限無し

▼利用制限…温泉施設
に休業要請などがあっ
た場合は休館

大迫
カントリープ
ラザ

▼ 対象制限…制限無し ▼ 開館時間…午前９時
～午後９時 ▼利用人数…制限有り（２㍍以上の
距離を確保し、密を避ける）

▼利用制限…温泉施設
に休業要請などがあっ
た場合は休館

花巻
平塚・花巻交流
の森 ▼対象制限…制限無し

※テントの貸し出しは休止

▼利用制限…温泉施設
に休業要請などがあっ
た場合は利用停止

利用停止
石鳥谷 戸塚森森林公園

東和

田瀬釣り公園、
田瀬湖オート
キャンプ場

▼ 対象制限…制限無し ▼ 時間制限…制限無し

▼利用人数…制限無し

▼利用制限…温泉施設
に休業要請などがあっ
た場合は利用停止

東和・おためし
工房

▼対象制限…制限無し

▼開館時間…午前９時
～午後４時 ▼利用人数
…制限有り

▼対象制限…県内在住者 ▼時間制限…２時間以内

休館
成島和紙工芸館

▼対象制限…制限無し

▼開館時間…午前９時
～午後５時 ▼利用人数
…人数制限有り

▼対象制限…県内在住者 ▼時間制限…２時間以内

谷内伝承工房館

▼対象制限…制限無し

▼開館時間…午前９時
～午後４時 ▼利用人数
…人数制限有り ▼飲食
など…飲食・調理可

▼対象制限…県内在住者

▼時間制限…２時間以内

▼ 飲食など…飲食・調理
不可

大迫
石鳥谷
東和

大迫・石鳥谷・
東和斎場 ▼対象制限…入館は近親者のみ ▼飲食など…飲食不可（水分補給は可）

花巻
新事業創出基
盤施設

▼対象制限…県内在住者 ▼開館時間…午前８時30分～午後５時 ▼利用
時間…制限無し ▼利用人数…〔開放試験機器〕必要最小限の人数、〔セミ
ナー〕おおむね10人以内

一般利用停止

東和 はつらつ長寿館 休館

大迫 道の駅はやちね

▼ 対象制限…制限無し ▼ 開館時間…午前９時
～午後５時30分（営業部分） ▼ 利用人数…制限
無し

▼ 利用制限…温泉施設に休業要請などがあっ
た場合や管理者が必要と認める場合は閉店
※トイレ・情報提供施設は利用可石鳥谷

道の駅石鳥谷（酒
匠館・りんどう
亭・産直杜の蔵）

東和
道の駅とうわ

（物販）

▼対象制限…制限無し ▼開館時間…午前８時30
分～午後５時（営業部分） ▼利用人数…制限無し

▼ 利用制限…温泉施設に休業要請などがあっ
た場合や管理者が必要と認める場合は閉店
※トイレ・情報提供施設は利用可
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