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はじめに 

　2019年12月に発生した新型コロナウイルス感染症により、私達の景色、環境、未来への展望は
目まぐるしく変化してきました。 

RYUHOW’S Children Art House は、「どの様な状況においても守り抜かなくてはいけない事」
「子ども達に本当に大切な事」「子ども達が本当に必要としている事」を常に思い考え、多種多
様な柔軟性のあるART活動をすることによって、これからの子ども達の生きる力を育むととも
に、子ども達一人一人が学び大きく豊かな時間を過ごす事ができる様、環境を整えていきます。 

この「RYUHOW’S Children Art House 新型ウイルス感染症対策 BOOK 2021年版」は、子ども
達の大切な成長期における豊かな今と、子ども達の健康と安全を最優先に、2020年7月に土台と
なる初版が作られました。 

この地球環境に生き、未来を担っていく子ども達には、これまで以上に「想像と創造の世界」を
大きく広げ、豊かな心と多くの力、強い精神力を持って生きていける人となるよう、アートハウス
は、芸術の根底にある情操心を養い活動の充実を図って参ります。 

そして、アートハウスで自己を見つめ自主的に主体性を持って活動する事で、思いやりから成り立
つ人間関係を学び、健やかに成長して行けるよう常にプラス思考で、より楽しく、より豊かで価値
ある時間へと進んでいきます。 

アートハウスの方針や活動のあり方はどのような時も変更する事なく、アートハウスならではの対
策と取り組み、そして「子ども達への愛情」で可能にしていきたいと思います。 

アートハウス スタッフ一同「子ども達に大切なことは何か」を常に注視し、子ども達の成長と共
に寄り添い進め、心身の健康と安全を守りつつ、より良い環境の維持と継続に勤めてまいりま
す。 

新型ウイルス感染防止対策期間中におきましては、保護者皆様のご協力やご理解を頂くことで、初
めて子ども達の今必要な環境を整える事ができる内容が多くございます。 
どうぞ、子ども達一人一人の未来の笑顔のためにご協力の程お願い申し上げます。 

RYUHOW'S Children Art House 
代表 清水龍鳳 
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1. アートハウス感染症対策期間のスタジオ活動方針 

アートハウスは、感染症対策期間中も基本理念や方針を変更する事無く活動して行きます。　 
感染症対策期間のような状況下において、子ども達がアートハウスに求めていることは、ART活
動のみならず、「自由・喜び・好奇心・安心・刺激・自信・信頼・達成感・理解・居場所・表現・
想像と創造・生み出すプロセス・ARTへの探究心・コミュニケーション・異年齢との関わり・
友達・楽しい場所」 と多種多様であり、子ども達が求めている事は「子ども達に必要な事」に
等しいと言えます。感染症対策期間は、子ども達が求めている事を一番大切にし、一人一人の心
の声を聞き、子ども達の心が健康であること、笑顔いっぱいの空間であることを第一優先とし活
動して行きます。 

2.  アートハウススタジオ活動の感染症対策 

アートハウスは、スタジオでのART活動とコミュニケーションにおいて、子ども達が気遣う事無
くのびのびできる環境を常に整えていきます。自主性と主体性を大切にしたアートハウスの活動が
可能となる感染症対策を徹底していきす。 

(1) 時差入室 

アートハウスでは、「子ども達が互いの健康を守りあえる環境」として運営していきます。そのた
め、以下の項目を目的とし時差入退室を実施いたします。 

•少人数での入退室。 
•子ども達が必ずきちんと手洗いをし入室する。 
•検温（子どもの発熱は37.5度以上ですが、平熱より高めである場合は、ご入室できません。） 

•送り迎え時の人が集まる環境の回避。 
•安全なお子様の引き渡し。 

感染症対策期間は保護者様同伴でお越し下さい。お子様の体調の確認を保護者様とさせて頂いて
からの入室となります。「少し元気がない」「何だか機嫌が悪い」等の体調不良の前兆がないか
の確認を致します。 
お車での送迎時は、大通りまでとさせて頂き、アトリエ前の住宅街までのお越しは様々な観点か
ら禁止とさせて頂きます。著しくお守り頂けなかった場合、子ども達の安全上、会員規約に則っ
た自動退会となりますのでご注意下さい。（お子様の疾患や肢体不自由等でアートハウス前まで
の車送迎が必要な場合はお申し出下さい。「車送迎許可カード」を発行致します。） 
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お子様の靴・傘・私物は一旦全てお持ち帰り頂き、お迎え時に再度ご持参ください。スタジオ内
にアートハウス指定以外の私物を置いておく事は感染防止の観点からできませんのでご注意下さ
い。 

(2) 活動中の手洗い 

• 活動中の手洗い・手の消毒のタイミング： 入退室時・水分補給時・トイレ・鼻をかんだ時・マ
スク交換が必要な時 

お子様の手の状態によりアルコール消毒ができない場合は、必ずお申し出ください。 
手のアルコール消毒はアルコール分７５％のものを使用します。（アルコール消毒は、アルコー
ル分７０％～８０％のものでないとウイルスの殺菌効果がありません。） 
手洗いは薬用石鹸ミューズで洗います。手洗い後は使い捨てペーパータオルで手を拭きます。手
洗いは正しい方法で行う事を指導していきます。（個人のハンカチ等の使用はできません。） 
アートハウスでは、手の衛生管理に加え、手洗い・消毒後は、ハンドクリームで手の保護を心が
けていきます。お子様の皮膚の状態から「ハンドクリーム使用無し」をご希望の方は、お申し出
下さい。また、個人のハンドクリームの持ち込みは医師からの処方があるお子様のみとさせて頂
きますので、合わせてお申し出下さい。 

(3) 活動中の換気とより良い空間環境の維持 

アートハウスは、子ども達がART活動の中で、風を感じる事ができる様、建物が設計されていま
す。１階・２階合わせて２３枚の窓が四方にあります。これらの窓を開けての換気につきまして
は、室温（熱中症・防寒対策）・防犯（不審者対策）の観点を見落とす事無く「風の通り道」を
考えた換気（コロナウイルス感染対策等）を行なっていきます。 

夏場は熱中症対策として、冬場は寒さ対策として、換気よりも室温を優先すべき時は以下の内容で
対応していきます。 

夏場の換気と熱中症対策： 
23枚の窓による、できる限りの換気を常に行い、4台の扇風機で冷気と風の流れを作り、4つの冷
房設備を常に強で運転。活動中の水分は、充分に取り活動中の顔の火照りや健康チェックを行い
ながら、換気と室温のバランスをとります。スタッフによる「楽しい水の霧吹きタイム」で子ども
達の体温の上昇の危険に気を配りつつ、換気が可能となる環境作りをしていきます。 
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冬場の換気と寒さ対策： 
子ども達が寒さにより手が悴んでしまったり、風邪症状を起こさない事を配慮して換気をしていき
ます。また冬場は、体を温める事も大切ですので、室温と換気に目を配り感染防止対策に取り組ん
でいきます。適切な室温、感染防止に適した空気の環境・湿度は、以下の設備と製品を導入し活
動をしていきます。 

• 一階　シャーププラズマクラスターNEXTによるマイナスイオン効果と空気清浄・全フロアー床
暖房を強運転と２台の暖房設備の強運転による防寒・加湿器による湿度調整・できる限りの換
気 

• 二階　ダイソン空気清浄機ファンヒーターによる空気清浄と防寒・2台の暖房設備の強運転によ
る防寒・加湿器による湿度調整・できる限りの換気 

常に換気をしている環境です。活動の妨げにならない温かい服装でお越し下さい。 
（使い捨てカイロのご使用等の工夫もお願い致します。ちょっとだけスキーに行ってくる！とい
うイメージで温かくして頂けますと、楽しく制作活動に集中できます。）  

(4) 健康カード・平熱カード・緊急連絡先カード・体調管理報告書 

アートハウスは、お子様の健康状態が良好な時のみのご参加となります。 

① 健康管理カード：アートハウス活動日は、必ずその日の健康状態をご記入の上、健康カードケ
ースに入れてご参加下さい。 

② 記録カード：お子様の元気な日にお熱を測ってご記入下さい（３日間）。お子様の健康状態を
知るための大切な記録です。健康カードケースに入れてご参加下さい。 

③ 緊急連絡先カード：ご記入の上、お子様の健康カードケースに入れご参加下さい。 
④ 体調管理報告書：季節性の咳や鼻水の症状・アレルギー。例年のような通常の軽い風邪症状に
よる咳や鼻水はあるが発熱も無く活動に参加できる。という場合は、その趣旨をご記入の上ご
参加下さい。 

＊④は、必要時にご記入の上健康カードケースに入れてご参加下さい。 
＊ ①②③のどのカードが不足してもご入室頂けません。 
＊ ご記入項目が不足している場合はご入室頂けません。 
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(5) マスク・フェイスシールドの着用 

「子ども達が求めている事」「子ども達に必要な事の環境提供」には、これまでと変わらぬ「主
体的な活動」が重要であり、活動におけるコミュニケーションが大切であります。これらの環境
を維持し「子ども達が互いの健康を守りあえる場」としてアートハウス内では、マスクとフェイス
シールド（以下シールドと記載）の着用を必須と致します。 

ワクチンや治療薬が無く、科学的エビデンスの乏しい感染症の拡大が予想される場合、同感染症
による子ども達の臓器後遺症が懸念されている場合等、感染対策を徹底し可能な限りの感染防止
をしていきます。 

幼児のお子様でマスクが苦手というお子様は、活動中マスクができる様、各ご家庭で工夫や練習
をお願い致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

フェイスシールドが破損した場合、アートハウスでも購入できますので、お申し出下さい。 
（材料費の中でご精算 ¥300） 
フェイスシールドの使用は適時見直していきます。 

(6) 活動の定員について 

アートハウスでは、各クラス定員２２名までとさせて頂いております。 
一階・二階の各制作フロアーの定員は１１名とし、活動人数のバランスをとります。 

(7) 活動中の水分補給 

感染症対策期間中のアートハウスには、子ども達が衛生的に楽しく水分補給ができるよう、
「アートハウスカフェ」というジュースやさんが設置してあります。 

「アートハウスカフェ」は、一人一人が落ち着いて感染防止を徹底しながら水分補給ができるよ
うに個室になっています。個室内では、マスクとシールドを外しひと休憩。手の消毒・保護（ハン
ドクリーム）をしたら、好きなジュースや飲み物を注文します。飲み終わった紙コップは、新しい
ビニールに入れ、紙コップ専用ゴミ箱へ自分で捨てます。子ども達が、マスクとシールドを外して
いるこのタイミングに、スタッフによる子ども達の元気度チエックも行います。個室内全てのもの
をスタッフが丁寧に一回一回消毒をし、衛生管理を徹底した水分補給をいたします。 

■ 感染拡大状況によって、中止する場合がございます。 

 4



(8) 子ども達の命と未来を守るために、そして私たちが感染拡大防止に
努めるために 

• ３７.５度以上の発熱、及び平熱よりも体温がやや高く体調が優れないと感じている時は入室出
来ません。　 
• 軽い風邪症状、のどの痛みだけ・咳だけ・発熱だけという場合でもご入室出来ない場合がござ
います。 
• 新型ウイルス感染症陽性の方との濃厚接触があった場合、同居家族や身近な知人に感染が疑わ
れる方がいる場合、過去１４日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と発表さ
れている国・地域等への渡航、並びに当該在住者との濃厚接触がある場合は入室出来ません。 
• 睡眠・栄養・適度の運動などの健康管理が著しくできていない場合は入室出来ません。 
• 健康カードをもとに良好な健康状態である時のみ入室を可能と致します。（持病等の疾患は含
みません。） 
• 体調と環境が良好になってから活動に参加しましょう！ 

3. スタジオ活動時の姿勢 

① アートハウスTシャツ　着用 
② マスク　着用（記名） 
③ 予備マスク（アートハウス専用バッグに予備マスクをビニールに入れ持参・記名） 
④ フェイスシールド　持参（記名） 
⑤ 記録済み平熱カード・記録済み健康カード・記録済み緊急連絡先カード　（首から下げてくる） 
⑥ 上履き　持参（記名） 
⑦ アートハウス専用バッグ（指定バッグ以外はお持ち込み頂けません） 

状況に応じて記入済み「健康管理報告書」 
状況に応じて前あきのパーカーやカーディガン（脱ぎ着できるもの） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 
トイレは必ず済ませてから入室して下さい。 
入室前は必ず水分補給をして下さい。 
感染防止の為、私物は一切持ち込めません。 
靴・傘等の私物は入室後保護者の方がお持ち帰り下さい。 
長い髪のお子様は、必ず結んできて下さい。（制作に集中できなかったり、不衛生になったりし
ます。） 
保護者様はマスク着用での送迎と致します。 
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お子様の安全上、時差入退室は時間厳守と致します。著しく時間をお守り頂けなかった場合、子
ども達の安全上、会員規約に則った自動退会となりますのでご注意下さい。 
冬場であっても換気を徹底した活動を行なっています。寒い日は暖かい服装でご参加下さい。 

上履き： 
感染防止の観点から上履きの貸し出しは一切致しません。 
上履きがないままのご受講も出来ませんので、上履きを忘れない様にご注意下さい。 
また、他施設で使用した上履きや他施設との上履きの兼用は固くお断り致します。 
アートハウスだけで使用する新しい上履きをご使用下さい。 
※上履きは、お名前が分かるよう大きく「ひらがな」でご記名をお願い致します。 

4. 日程・ご欠席・念の為欠席・振替 

(1) 日程：感染対策期間は、様々な状況が変化して行く事が予想されます。アートハウスの日程は
調整を兼ねての数ヶ月毎の日程発表と致します。 

(2) 活動日の確認は、アートハウスホームページの「カレンダーページ」　　　　　　　　　
http://ryuhows-children.com/calendar.htmlを基本と致します。感染拡大状況により、1ヶ月
毎の活動日確定の場合は、会員メールにてお知らせ致します。 

(3) ご欠席：欠席の場合は、必ずメールにてご連絡下さい。（contact@ryuhow.com） 

(4) 念の為欠席：アートハウスでは「お友達の健康が最優先！」と互いにを思いやる気持ちを大切
にしています。お子様に少し風邪症状が有り、周囲のお子様に移してしまうかもしてない。と
お感じの場合は「念の為欠席」をご利用頂き、元気一杯になった時にご参加下さい。「念の為
欠席」は振替を優先してお入り頂けます。ご協力の程お願い申し上げます。　　　　　　　　
ご参加日の前日・前々日に発熱し直前に熱が下がった場合などの「病み上がり」の状態の場合
は「念の為欠席」をご選択頂き、お子様の回復の様子を見てあげて下さい。ART活動はとても
体力を必要とします。しっかりと体調が整った上でご参加下さい。 
 
元気な時に、楽しく参加しましょう！ 

(5) 振替：感染症対策期間中でもアートハウスが安定した活動を行えている場合は、通常通りの振
替システム（本規約参照）をご利用頂けます。 
感染状況が悪化傾向にある場合、振替を段階的に「病欠・念の為欠席・止むを得ない事情によ
る欠席」のお子様を優先したり、振替そのものを延期する場合がございます。 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感染症対策期間中は、子ども達の健康と安全を守る目的から、出来るだけ個人都合での振替無
く所属クラスにご出席頂く様、お願い申し上げます。また、所属クラスにしっかりご出席頂き
ます事は、子ども達の心身の健康と安定した活動に繋がりますので、ご協力の程お願い申し上
げます。 

• ご希望の振替日が満席である場合は、再度ご希望日をお願いする場合がございますので、お手
数をお掛け致しますが、どうぞよろしくお願い致します。 

• ご兄弟ご一緒の振替希望時は、クラスに２席分の空席が必要となり、どうしてもご希望に添え
ない場合が多くございます。一人ずつ振替をして頂くか、空席が出るまでお待ち頂く場合がござ
いますのでご了承下さい。 

• 感染防止対策期間中は、クラスの連続受講が出来ませんので、お振替とご受講クラスの日を別
日でお申し込み下さい。 

• 連絡の無いご欠席は、振替出来ませんのでご注意下さい。 

5. お子様とご家族の健康維持そして子ども達の笑顔の為に 

持病をお持ちのおじいちゃんおばあちゃんと同居しているお子様・喘息をお持ちのお子様・赤ちゃ
んがお腹にいるお母さん・体の弱いお子様・様々な臓器に基礎疾患を持つ方もアトリエにはいらっ
しゃいます。みんなで互いに守り合い、笑顔になりましょう！ 
ご本人または同居ご家族に新型コロナウイルス感染症による重症化のリスクの高い方がいらっ
しゃる場合はお申し出下さい。 

6. 感染症対策期間中のその他の対策 

アートハウスでは、感染症対策期間中の季節による様々な対策を実施致します。 
状況に合わせた追加の対策等を柔軟に行い、子ども達の健康と安全を守りながら子ども達の活動
の継続を大切にしています。次のような対策が必要となった場合、臨時の会員メールにて対策内容
をお知らせ致します。 

熱中症対策・自然災害対策・新型コロナウイルスの追加対策・その他新規感染症等の問題発生の
対策 
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7. 感染症対策期間中の緊急時 

感染症対策期間中におけるお子様の活動時に何かしらの問題が発生した時、緊急のご連絡をする
場合もございます。緊急連絡があった場合、直ぐに電話対応できる状況で、アートハウスにご参加
下さい。また、至急のお迎えをお願いする場合もございます。その場合直ぐにお迎えに来て下さ
い。 

8. 会員メールの確認 

アートハウスでは、感染症対策期間の変化していく状況下の中で、子ども達の豊かな成長と笑顔の
ために、常に子ども達のより良い環境作りに努めております。これにより、アートハウスからの会
員メール配信が多くなる場合がございますが、メールにはお子様の活動における大切なお知らせ
を含むことが多くございますので、必ずご確認頂きご参加下さい。 

• 感染拡大や自然災害による臨時休講や日程の変更が発生する場合もあります。感染症対策期間
中は、出発前に「本日のクラス」について臨時休講メールが無いかをご確認下さい。 
• メールのご確認やご返信の無いままのご参加は、子ども達の安全上できませんので、ご注意下
さい。 
• 感染対策期間中は、タイムリーにメールのご確認をお願い致します。 
• システム変更や新しいシステム導入の際は必ずメールをご確認の上ご参加下さい。 
• アートハウスが配信している会員メールをご確認頂けましたら、必ず「確認済み」のご返信をお
願い致します。 

9. 「RYUHOW'S Children Art House」スタジオと
「RYUHOW’S Little Artist School 」オンライン 

アートハウスでは、どの様な場面でも、子ども達が充実したART活動に取り組める様、スタジオ
活動とオンライン活動を柔軟に組み合わせ、感染拡大時も活動を継続し、子ども達の健やかな成
長に必要な環境を維持していきます。「RYUHOW'S Children Art House」スタジオでは、自主
性を大切に主体的な活動を基本とする中で、多くの力を身につけていきます。「RYUHOW’S 
Little Artist School 」オンラインでは、自分自身の財産となる、表現の城「おうちアトリエ」の
確立を狙いとし、各授業で「表現の引き出し」を増やし、そこから生まれる無限のアイディアの育
成をします。また、新しい事へ挑戦する勇気と頑張る力を養いこれからの時代の「強く生きる
子」を育てます。 
■「RYUHOW’S Little Artist School / Online ART / System book」参照 
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上記内容から、アートハウスは、この二つの環境が子ども達の中で奏鳴し合い豊かになって行く
事を活動方針の土台とし、「子ども達の笑顔あふれる豊かな今、その先の未来へ」を築いていく
事を基本と致します。 

アートハウスでは、以下の内容を実施活動の決定基準とし、スタジオ活動とオンライン活動を状
況に合わせ、切り替えて行きます。 

① 政府の宣言 
② 国内感染の状況 
③ 新型ウイルスの科学的根拠に基付いた対策 
④ 安心・安全・安定した環境の提供 
⑤ 子ども社会活動における安全対策 
⑥ 子ども達がART活動に集中できる環境 
⑦ 新型ウイルス以外のウイルスや自然災害等への対応と対策 
⑧  子ども達の心身の健康 
⑨ スタジオ活動時の姿勢 

10.イマジネーションクラスについて 

感染状況により、ご受講頂けるクラスが変動致します。会員メールにて感染の状況に合わせたご受
講システムをご案内させて頂きます。 

11.ワークショップ・イベント・展覧会について 

子ども達の健康と安全を最優先に、感染防止対策期間中のワークショップ・イベント・展覧会は、
新型ウイルス感染状況に応じて開催の決定を致します。開催の予告や開催内容・開催日が決定した
後でも、感染拡大が見込まれた場合や、緊急事態が発生した場合、延期または中止となる場合も
ございます。子ども達の健康が守れる状況の時期の企画をしていく事から、慎重に開催の決定をご
報告させて頂きます。 
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ワークショップ： 
ワークショップ開催時にはこれからの時代の子ども達に必要な知識として「宇宙・地球・進化・
人間・環境・社会・SDGS」「文化意識」「ART基礎から学ぶモノ・コトの成り立ち」等をテーマ
とした豊富なプログラムを実施していきます。また、スタジオ開催のワークショップでは、「私達
の地球の豊かな未来を考える力」の土台として、地球環境やSDGSについての「こども会議」など、
子ども達が主体となって行うワークショップを開催していきます。考え、発言し、互いの意見を聞
く耳を持つこと。どんな時も意見を持って、未来をしっかり想像できる思考を持つ事。これらの
土台を育て心豊かに成長していけるようコーディネートしていきます。 

イベント： 
アートハウスのイベントには、「みんな大興奮のお菓子まき！」「ART TRIP お父さん・お母さ
んと楽しいARTの遠足」「夏休みのみんなで楽しい夜ごはん」「毎年のお楽しみ、クリスマスパー
ティー」等があります。どれも子ども達が本当に楽しみにしてるイベントばかりです。各イベント
例年の開催時期に感染症対策期間中であった場合、中止、または延期となる場合がございます。
延期となった場合は、アートハウスの感染症対策に准じ、実施ができると見込まれた時点での開
催と致します。また、アートハウスのイベントには、「子ども達の笑顔のタネ」や「幼児体験で心
に残る楽しかった事」「豊かなコミュニケーション」が心と体で感じられるよう沢山の仕掛けが
隠されています。イベント開催が延期になっている期間は、これに変わる小さな企画を活動内で行
い、子ども達の気持ちと期待にしっかりと答えていきます。 

展覧会： 
2年毎に開催しております「RYUHOW'S Children Art House展」の開催には、子ども達の展覧会
発表作品制作期間（3ヶ月～６ヶ月）・企画・運営等に長期に及ぶ安定した環境が必要であり、感
染症対策期間中に実施時期を迎えた場合、環境が整うまで延期する場合がございます。また開催
施設や運営に及ぶ様々な業者も多く関わるイベントであるため、慎重に開催時期と内容を検討し
ていきます。 

12.その他 

感染防止対策期間は、アトリエ内での食事はしないものと致します。お子様のおやつは完全密封
タイプのものを持ち帰りと致します。 
完成した作品は、次回の持ち帰りと致します。 
食品トレー・絵画制作雑巾用タオルのリサイクル回収は衛生管理上、中止と致します。 
お子様の手の状態によりアルコール消毒ができない場合は、必ずお申し出ください。 
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「アートハウス感染防止対策Book」の取り組み内容において、会員皆様が守るべき事項を満た
していない場合、お子様の安全上入室頂けませんのでご注意下さい。 

ご入室時に、アートハウス指定の物をお忘れ物になりますとご入室頂けません。ご注意下さい。 

お腹が空いた・眠い」等、食事と睡眠が十分に得られてない場合、活動中のお子様の健康と制作
活動に影響致しますのでご注意頂けるようお願い致します。 

感染対策期間中は、感染状況によって感染対策の追加事項及び変更内容が発生する場合もござい
ます。追加事項や変更内容につきましては、保護者様に随時メールにてご連絡致しますので、必
ずご一読頂き「確認済み」のご返信をお願い致します。保護者様からの「確認済み」のご返信を、
今後の感染症対策のご同意のご意思とさせて頂き、お子様をお預かりさせて頂きますので、どう
ぞよろしくお願い致します。また、著しくご返信を頂け無い場合、子ども達の安全上会員規約に
則った自動退会となりますのでご注意下さい。 

新しい生活にも慣れた頃や、感染者数の減少などで、気が緩みがちな環境の時でも、子ども達の
健康と環境維持のために、アートハウスは感染防止対策を徹底し活動していきます。ご協力の　 
　程お願い申し上げます。 

感染防止対策期間中は、保護者皆様のご協力やご理解を頂くことで、初めて子ども達の今必要な
環境を整える事ができる内容が多くございます。どうぞ、子ども達一人一人の未来の笑顔の為に
ご協力の程お願い申し上げます。 

感染症対策期間中は、アートハウス本会員会員規約を基本とし、 
「RYUHOW’S Children Art House 新型ウイルス感染症対策 BOOK 2021年版」に則った活動を
していきます。 

尚、上記内容は2021年1月1日における決定内容であり、今後、子ども達の活動のモニタリング
及び心の健康状態・感染拡大の状況・感染症科学的知見を反映して適宜見直していきます。 

以上 
　2021年1月１日 
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