
午前 バスケットボール（高校生以上） 午前
１０：００～１０：３０
利用できません

午後 バスケットボール（小・中学生） 午後

夜間 バドミントン 夜間 バドミントン
団体利用（１７：００～１９：００）

バドミントン（１９：００から）

午前 午前

午後 午後

夜間 夜間 ソフトバレー バドミントン 団体利用

午前 バウンドテニス 午前 バドミントン（１１：００まで）

午後 スポンジテニス 午後
１1：００～１7：００
利用できません

夜間 バドミントン バスケットボール（小・中学生） 夜間 バドミントン

午前 午前 ニュースポーツ教室

午後 午後 バスケットボール（高校生以上）

夜間 バドミントン
団体利用（１７：００～１９：００）

バドミントン（１９：００から） 夜間
バレーボール　小・中学生１９時まで

　　　　　　　　　　高校生以上１９時から

午前 午前 バスケットボール（高校生以上）

午後 午後 バスケットボール（小・中学生）

夜間 ソフトバレー バドミントン 夜間 バドミントン

午前 バウンドテニス 午前 ソフトテニス
１０：００～１０：３０
利用できません

午後 スポンジテニス 午後 テニス

夜間 バドミントン 夜間 ミニバレー バドミントン

午前 バスケットボール（小・中学生） 午前 バウンドテニス

午後 バスケットボール（高校生以上） 午後 スポンジテニス

夜間 バドミントン 夜間 バドミントン バスケットボール（高校生以上）

午前 バスケットボール（高校生以上） 午前
１０：００～１０：３０
利用できません

午後 バスケットボール（小・中学生） 午後

夜間 バドミントン 夜間 バドミントン
団体利用（１７：００～１９：００）

バドミントン（１９：００から）

午前 テニス 午前

午後 ソフトテニス 午後

夜間 ミニバレー
バレーボール　小・中学生１９時まで

　　　　　　　　　　高校生以上１９時から 夜間 ソフトバレー バドミントン 団体利用

午前 バウンドテニス 午前 バウンドテニス

午後 スポンジテニス 午後 スポンジテニス

夜間 バドミントン バスケットボール（高校生以上） 夜間 バドミントン

午前 午前 バスケットボール（小・中学生）

午後 午後 バスケットボール（高校生以上）

夜間 バドミントン
団体利用（１７：００～１９：００）

バドミントン（１９：００から） 夜間 バドミントン

午前 午前 バスケットボール（高校生以上）

午後 午後 バスケットボール（小・中学生）

夜間 ソフトバレー バドミントン 団体利用 夜間
バレーボール　小・中学生１９時まで

　　　　　　　　　　高校生以上１９時から

午前 バウンドテニス 午前
１０：００～１０：３０
利用できません

午後 スポンジテニス 午後

夜間 バドミントン 夜間 バドミントン

午前 午前 バウンドテニス

午後 午後 スポンジテニス

夜間 バドミントン 夜間 バドミントン バスケットボール（小・中学生）

午前 午前 バドミントン

午後 午後
バドミントン(１６：３０まで)

団体利用(１６：３０～１８：３０)

夜間 バドミントン 夜間 バドミントン バドミントン(１８：３０から)

午前 午前

午後 午後

夜間 夜間 ソフトバレー 団体利用

午前 バウンドテニス

午後 スポンジテニス

夜間 バドミントン バスケットボール（小・中学生）

バドミントン

バドミントン

スポンジテニス

休　館　日

＊休館日は第１・３月曜日です。祝日の場合は翌日が休館日となります。

ミニバレー

ミニバレー

木

金

卓球

スポンジテニス

卓球
バドミントン

火

月

スポーツ少年団表彰式・集い

ミニバレー・バドミントン・卓球（１１：００まで）

ミニバレー バドミントン 卓球

卓球ミニバレー

ミニバレー テニス バドミントン

卓球

卓球

卓球

卓球

4/1

31 火

23

24

20

19
バドミントン

日

バドミントン 卓球
スポンジテニス

ミニバレー 卓球
バドミントン

ミニバレー 卓球
バドミントン

ミニバレー ソフトテニス

ミニバレー・バドミントン・卓球（１７：００から）

ミニバレー バドミントン 卓球
（14～16時／指導）

①個人料金（市内在住者 ※市内への通勤、通学者含む）
　【一般】２４０円　【高校生・６５歳以上】１２０円　※小/中学生及び障がい者は無料です。
②トレーニング室を利用される場合は別途料金がかかります。(【一般】３００円　【高校生・６５歳以上】１５０円)
③市外の方は利用料金が２倍になります。（市外小/中学生は１２０円）

★８回分の料金で発行より１ヶ月間利用できるお得な定期券もございます。　詳しくはお問合せください。
★大会等でカレンダーの内容が変更になることがあります。

4/2 木 卓球
バドミントンミニバレー

バドミントン

バドミントン
ミニバレー 卓球

（14～16時／指導）

休　館　日

＊休館日は第１・３月曜日です。祝日の場合は翌日が休館日となります。

【利　用　時　間】　 ＜午前＞９：００～１３：００　　　　＜午後＞１３：００～１７：００　　　　＜夜間＞１７：００～２２：００

令和2年度　屋外体育施設開設日（予定）のお知らせ

ミニバレー テニス

バドミントン

備

考

16 月

17 火

水

10 火 27 金

11 水 28 土卓球ミニバレー
スポンジテニス バドミントン

ミニバレー

12 木
バドミントン

29卓球

13 金 ミニバレー 卓球 30

月 卓球 26 木バドミントン
スポンジテニス

15

14 土

　第１回キャメリアミックスアップカップ バスケットボール大会
９：００～１７：００

９：００～１８：００
利用できません

月

バスケットボール（１８：００から）

　第１回キャメリアミックスアップカップ バスケットボール大会
９：００～１７：００

９：００～１８：００
利用できません

ミニバレー・バドミントン・卓球（１８：００から）

8 日 25 水

9

日

卓球
バドミントン

2

バドミントン

ミニバレー バドミントン

月

金 ミニバレー 卓球

4 水

3 火

7 土 卓球

バドミントン

6

5 木 22

21

卓球

ミニバレー
スポンジテニス

卓球
バドミントン

ミニバレー ソフトテニス

令和２年[３月]の総合体育館で利用できるスポーツ種目と大会のご案内

日 曜 区分 アリーナ 第２体育室
ランニング

コース 曜

日1

第２体育室日 アリーナ区分

18 水

ランニング
コース

ミニバレー

スポンジテニス
（10～12時／指導）

卓球
バドミントン

ミニバレー バドミントン 卓球

ミニバレー バドミントン 卓球

ミニバレー バドミントン

ミニバレー 卓球

ミニバレー
スポンジテニス

卓球

バドミントン

土

ミニバレー
バドミントン

日

＊グラウンド状態などにより、開設が遅れる場合があります。各受付窓口で確認下さい。

【利用料】

・③⑤⑬は無料、①②⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫は有料、④⑭は照明のみ有料。

・有料施設は、申請時に徴収します。

・利用料は、市内・市外の別や利用目的によって違いますので、各受付窓口

にお問い合わせください。

【受付開始日】4月1日(水）から（インターネットからの申込は、4月3日（金）から）

【受付窓口・時間】

・総合体育館（３２－２２６１）/島松体育館（３６－５６５８）9時～21時30分まで

・駒場体育館（３３－０３４２）/ 福住屋内運動広場（３４－３０６６）9時～17時まで

※電話での申請はできません


