北部公園体育館 利用案内

北 部 公 園 体 育 館
海 老 名 市 上 今 泉 ６ 丁 目 １ ４ 番 1 号
ＴＥＬ

０４６－２９２－３３０0

★施設ご利用前に必ずお読みください。
★詳細・ご不明な点などは窓口までお尋ねください。
★この利用案内は北部公園体育館用となっておりますので、
他施設の利用案内はスポーツ施設利用ガイドをご覧下さい。

1.

お問い合わせ窓口

受付窓口時間は次のとおりです。下記3ヶ所の受付窓口で予約等ができます。
北部公園体育館
海老名運動公園総合体育館
海老名市役所文化スポーツ課

2.

046-292-3300
8時50分～20時まで(休館日を除く)
046-235-7204
8時50分～20時まで(休館日を除く)
046-235-4927
8時30分～17時15分まで(平日のみ)

施設利用方法

施設を利用するには次の方法があります。
（１） 券売機で利用券を購入して利用
・体育室個人利用
・トレーニング室
・屋内プール
※利用方法の詳細は「６.施設利用 ７.体育室
について」等をお読み下さい。
（２）

3.

９.トレーニング室

１０.屋内プール

登録・予約をして利用
・テニスコー卜
・団体利用
※利用方法の詳細は「３.登録手順 ４.利用の申し込み方法 ５.利用の取り消し(キャ
ンセル) ６.施設利用 ７.体育室 ８.多目的室について」等をお読み下さい。

登録手順

（１）

①

②

③

市内・市外を問わず、個人・団体登録ができます。ただし、市内・市外の違いで施
利用料金が変わります。また、市外登録者・市外登録団体は抽選申込ができませ
※料金については「１２.施設利用料金」等をお読み下さい。
団体登録
市内団体・・メンバー全員が市内在住・在勤・在学の方で登録する場合
市外団体・・メンバーの半数以上が市外の方で登録する場合
（例：5名のうち市外の方が3名以上で登録）
一部市外団体・・メンバーの半数以上が市内在住・在勤・在学の方で登録する場
市内団体と同じ扱いになります。
（例：5名のうち市内在住・在勤・在学の方が3名以上で登録）
個人登録（テニスのみ）
市内登録・・市内在住・在勤・在学の方
市外登録・・市外在住等の方
仮登録
公共施設利用予約システムから仮登録が行えます。仮登録後は登録窓口にて本
登録を行います。

（２）

テニスコートを利用される場合は個人登録となります。登録の際は本人が身分証明
証持参の上受付窓口で手続をしてください。16歳以上もしくは中学校を卒業された
方は登録ができます。この個人登録で北部公園・運動公園・今里・下今泉庭球場の予
約及びご利用ができます。

（３）

団体登録は代表者が身分証明証持参の上受付窓口で手続きをしてください。20歳以
上の代表者を決めていただき、代表者を含む5名以上のメンバーから登録ができま
す。団体登録で北部公園体育館・運動公園（総合体育館・陸上競技場・野球場）・中
野多目的広場・学校夜間照明施設（学校夜間照明施設はメンバー全員が市内在住・
在勤・在学者で構成された団体のみ、窓口で事前入金３０００円）の予約及びご利
用ができます。北部公園体育館のみフットサルのご利用ができます。

4.

利用の申し込み方法

抽選予約・随時予約は、パソコン、タッチパネル式窓口端末、携帯電話、電話の各端末及
び受付窓口で受付けます（予約件数については『利用ガイドブック』をご覧下さい。)
（１）

抽選予約
2ヶ月先を指定期間内に各端末にて申し込みいただきます。詳しくは『利用ガイド
ブック』をご覧下さい。市内登録者・市内登録団体のみのご利用となります。

【申込み期問】
使用月の2ヶ月前の1日～15日まで。
当月

翌月

2ヶ月先
(市内・一部市外のみ)

例：6月1日～6月15日の間に8月分を申し込む
（２） 随時予約
利用月の前月1日から利用前日まで先着順に各端末で受け付けます。
テニスの利用は利用当日分は各窓口でのみ受け付けます。
団体利用においては各時間帯の利用(半面等)を申込みできます。
【申込み期間】
利用月の前月1日から利用日の前日まで。
テニスは利用当日まで。
当月
翌月
例：6月は6月・7月分が予約可能
（３） 専用予約
団体利用において2つ以上の面数又は時間区分を利用する場合の申込みになりま
す。市役所文化スポーツ課、運動公園総合体育館、北部公園体育館受付窓口に専
用利用申請書を提出してください。
【申込み期間】
市内団体3ヶ月前から利用日の前日まで。
市外団体1ヶ月前から利用日の前日まで。
当月

翌月

例：市内登録団体(一部市外団体含む)
市外登録団体

5.

２ヶ月先

3ヶ月先
(市内・一部市外のみ)

6月に6月・7月・9月分の予約が可能
6月に6月・7月分の予約が可能

利用の取り消し(キャンセル)について

キャンセルされる場合は、利用日の7日前までは各端末（タッチパネル式窓口端末・パ
ソコン・携帯電話・電話）で利用者がキャンセルすることが出来ます。6日前から当日は
電話にて北部公園体育館・運動公園総合体育館・海老名市役所文化スポーツ課で受付けま
す。ただし、6日前から当日までのキャンセルについてはペナルティーが課されますので
ご注意下さい。キャンセルの方法については『利用ガイドブック』をご覧下さい。
また、ペナルティーの内容については、利用登録時に配布する『本システム利用の前に
必ずお読み下さい。』をご覧下さい。

6.

施設利用について(北部体育館内共通事項)

（1） 利用時間は次のとおりです。
① 体育室・多目的室・トレーニング室は9:00～21:00まで
② 屋内プールは9:20～20:40まで(遊泳時間は9:30～20:30まで)
※利用券の販売は20:00までとなりますのでご注意下さい
（2） 体育室(個人利用)・トレーニング室・屋内プールをご利用の際は、自動券売機で利用
券を購入し、窓口に提示後、ご利用ください。
（3） 飲食・喫煙は指定場所以外ではできません。また、持込の飲食物のゴミ等は各自お持
ち帰りください。
（4） 施設内での飲酒及び酒気をおびた方のご利用はできません。
（5） 更衣室のコインロッカー(100円リターン方式)の利用には、100円硬貨が必要となり
ますので、ご利用の際には入場前に必ずご用意ください。

（6） 施設等に損害を与えた時は、相当額を弁償していただくことがあります。
（7） 施設内での盗難・怪我・事故等については、責任を負いかねますので十分注意してく
ださい。
（8） 駐車場は指定されている場所をご利用ください。予約をされていても、優先的には駐
車できません。
（9） 休館日は次のとおりです。
① 年末年始
② 月に１～２日程度（主に水曜日）
※その他必要に応じて休館日を変更することがあります。
休館日カレンダー及び受付で確認をお願いします。
（10）他の利用者の迷惑・妨害等になると判断される場合は、退館していただくことがあり
ます。
（11）その他、職員・指導員・監視員の指示を守ってください。

7.

体育室の利用について

（1） 利用時間区分は次のとおりです
①9:00～12:00 ②12:00～15:00 ③15:00～18:00 ④18:00～21:00
※利用区分の10分前より券売機で券の販売となります。
※利用区分に準備・片付け・清掃の時間が含まれます。
（2） 利用方法
①団体利用については、第2・4の土・日曜日及び祝日は、全面もしくは半面の利用
となります。また、平日は全面及び半面利用可。
利用方法は予め団体登録を済ませ前日までの予約が必要となります。
尚、利用開始時間30分経過後、連絡なく使用しない場合は無断キャンセルとみなし、他
の利用者ヘコートを開放しますのでご注意下さい。
→下記の表①を参照
②個人利用については、第1・3・5の土・日曜日を全面開放します。
また、第1・3・5の火曜日4区分(18時～)は半面開放します。但し、祝日が火曜日の場
合は、祝日を優先させていただきます。
尚、上記①で前日までに予約がない場合は、個人利用として開放します。
予約制ではなく先着順となりますのでご了承ください。
→下記の表②を参照
①団体利用
第２・第４の土・日・祝、平日
全面及び半面利用可
第１・３・５の土・日・祝日
全面利用可
第１・３・５の火曜日４区分目
②個人利用
半面利用可
（祝日が火曜日の場合は、祝日を優先）

平日

団体予約がなければ利用可

※上記の日程に大会・教室等が入り使用できない場合もございますので、休館日カレン
ダー及び受付で確認してください。
※個人利用の空き状況については、利用当日に電話で確認することができますのでお問
い合わせ下さい。
（３）

準備運動及び事後の整理運動を十分行ってください。

（４）
（５）

初めての方及び器具の取扱い方法がわからない方は、職員にご相談ください。
使用した器具は必ず所定の場所へ戻してください。また、利用後の清掃にご協力く
ださい。
（６） 利用種目に必要な用具は、各自お持ちください。
バドミントン及び卓球のラケット・シャトル・球は貸し出します。
（※数に限りがありますのでご了承ください。）
（７）
（８）

トレーニングウエア等運動に適したものを着用してください。
土足での利用はできません。また、種目によっては裸足での利用はできませんの
で、必ず室内シューズをお持ちください。

（９）

8.
（１）
（２）

9.
（１）
（２）

（３）
（４）

（５）
（６）

団体利用で卓球台を利用される場合、最大13台(身障者用2台を含む)となります。
利用される場合は必ず卓球台の予約を行ってください。また、個人で卓球台を利用
される場合、団体の予約状況により利用台数が制限されることがありますのでご理
解ください。

多目的室の利用について
通常は幼児室として保護者同伴で、無料でご自由に利用できます。
会議等で団体が専用してご利用いただく場合は有料となり、予め団体登録を済ませ
前日までの予約が必要となります。(キャンセルについては体育室と同様の扱いと
なります。) 尚、団体が専用して使用している場合は、幼児室としての利用はで
きませんのでご了承ください。

トレーニング室の利用について
利用時間区分は体育室同様4区分です。（7.体育室の利用についてを参照）
初めて利用される方は、ビギナー講習を受講していただきます。開始時間を過ぎる
と遅れての受講はできませんので、ご注意ください。ビギナー講習受講は無料で
す、体育館窓口でチケットをお渡しします。
ビギナー講習を修了された方は、自主トレーニングでの利用または、その他プログ
ラム等をご利用になれます。
トレーニングウエア(伸縮性のあるもの、通気性の良い物)及び室内用シューズ（ト
レーニング又はスポーツシューズ）をお持ちください。
※ ジーパン・スカート類ではご利用できません。
体調のすぐれない方、医師から運動を止められている方の利用はできません。
16歳以上もしくは中学校を卒業された方の利用に限らせていただきます。なお、お
子様連れの利用はできません。

（７） 運動中のガム等はご遠慮ください。また、アクセサリー等はとりはずしてください。
（８） 携帯電話・撮影機材の持ち込みはできません。
（９） 『トレーニング室プログラム』及び『レッスン受講定員について』をご覧ください。
（10）レッスンは開始時間に遅れると受講できません。

10.

屋内プールの利用について

（１）

入替制はありませんが、約50分毎に1回の休憩時間がありますので、監視員の指示
に従って下さい。
以下に該当する方は、入場できません。
①伝染性の疾患にかかっている方
②医師から水泳を禁じられている方
③体調のすぐれない方
④おむつの取れていない乳幼児(水泳用オムツの使用も不可)
⑤その他管理者が適当でないと判断した方

（２）

（３）

（４）
（５）

（６）

小学校3年生以下の者は、同伴者(16歳以上)が必要となります。
（同伴者1名につき子供2人まで。）
また17時以降は小学校4～6年生も同伴者が必要となります。
同伴者は水着・水泳帽を着用してください。
定員200名に達すると入場を制限いたしますので予めご了承ください。
利用の際は、化粧・整髪料等を落とし、時計・メガネ・その他アクセサリー等をは
ずし、水着・水泳帽を必ず着用してください。尚、水中眼鏡(競技用ゴーグル可)・
足ひれ等の使用はできません。
携帯電話・撮影機材の持ち込みはできません。

（７）

25mプールには、ロングコースを1コース設けております。ロングコース内では途
中で立ち止らず一方向での遊泳となります。尚、ロングコース内でのクイックター
ン及び浮き輸等の使用はできませんのでご了承下さい。

（８）

ロングコース以外では、浮き輪(直径1メートル以内)・ライフジャケット等の使用が
可能となっており、クイックターンについても混雑していない状況であれば可能と
なっております。
※プール内で使用される物品についてご不明な点がございましたら、入場前に受付
へご相談下さい。

（９）

プール内への飛び込み及び潜水は堅く禁止しております。

11.

テニスコートの利用について

（１） 利用時間区分は以下のとおりです。
① 9:00～11:00
②11:00～13:00
③13:00～15:00
④15:00～17:00
⑤17:00～19:00
⑥19:00～21:00
※7:00～9:00
4月1日～9月30日の土・日・祝日
但し、7月20日～8月31日は休館日を除く毎日

※利用区分に準備・片付け・清掃の時間が含まれます。
（２）
（３）
（４）
（５）

利用の際、登録カードを北部公園体育館内受付に提示してください。
準備運動及び事後の整理体操を十分行ってください。
使用した器具は必ず所定の場所へ戻してください。また、利用後の清掃にご
協力ください。
テニスシューズ・トレーニングウェア等運動に適したものを着用してくださ
い。また、必要な器具は各自お持ちください。

（６）

利用開始時間30分経過後、連絡がなく利用しない場合は無断キャンセルと
してコートを開放します。

（７）

天候等により使用できない場合がありますのでご確認をお願いします。冬期
は朝晴天の場合でも凍結・積雪があり利用できない場合もございます。

12.

施設利用料金
2分の1面
団体利用
全面
1時間
多目的室
全面
体育館
1区分 （9:00～12:00）
体育室
2区分 (12:00～15:00）
個人利用
3区分 (15:00～18:00）
トレーニング室 4区分 (18:00～21:00）
体育室

北
部
公
園

屋
テ

内
ニ

プ
ス

ー
コ

ー

ル

9:30～20:30まで

ト

各区分2時間

800円
1,600円
300円
大人 200円
小人 100円
(小・中学生)
大人 300円
大人 400円
小人 200円
(小・中学生)
1,000円

その他、附属する備品(照明・得点盤等)の利用料は窓口でおたずねください。
体育館団体利用及びテニスコートについては市外登録の場合、表中の金額が倍になり
ます。

