
平成 28年  8月 29日

新庄市体育館使用団体 各位

一般財団法人新庄市体育協会

会 長  大 山 孝 一

平成 28年度 《後期》

体育館使用調整会議及び使用団体意見交換会の開催について

日頃より、新庄市体育施設をご利用いただき誠にありがとうございます。

このたびは、体育館の結露等で大変ご不便をおかけしておりますが、皆様のご理解 とご協力

に深く感謝申し上げます。

さて、平成 28年度後期 (平成 28年 11月 1日 から平成 29年 3月 31日 )の体育館使用

調整会議及び使用団体意見交換会を下記の日程で行いますので、「使用希望書」。「意見要望書 J

を下記期限まで提出のうえ、出席 くださいますようお願いいたします。調整会議に出席頂けな

い場合は、交渉権は無くなります。

記

1.調整会議の日時と会場

平成 28年 10月 21日 (金)午後 6時 30分～ 新庄市体育館フロアー

2.事前提出物  別添「使用希望書」 1部   「意見・要望書J l部

(使用希望書は、使用計画作成の為の事前調査であり、正式な使用申し込みではありません。)

3.提出期限   平成 28年 10月 3日 (月 )17時 15分

提出先 新庄市体育館事務所 (T E L0233‐ 22-0681・ F A X0233‐ 22‐ 0691)

4。 その他  ● 休館 日は毎月第 2火曜 日です。

(こ の日が国民の祝日にあたる場合は、翌日が休館 日になります )

● 調整会議で決まった使用の申請は、 10月 24日 (月 )か ら10月 31日 (月 )

までにお願いします。 (平 日 8時 30分から17時 15分まで)

● 平成 29年度前期体育館調整会議は3月 を予定しています。

問い合わせ 新庄市体育協会 TEIン 0233-22-0681 体育館 担当 阿相



平成28年度後期「体育館」利用団体の皆様ヘ

体育館の円滑な利活用を図る為、大会等以外は従来通り下記の内容で調整したいと思いま

すので、ご理解とご協力をお願いいたします。

記

1.使用時間

1団体、週 6時間以内、 1回 3時間以内

2.使用時間帯

午前、午後 9時から19時まで

夜問    19時 から22時
※ 19時までの使用 と19時からの使用が多い事。種 目も多種多様な為、少 しでも多く

の団体に利用 していただきたく「19時」で区切 らせていただきます。

3.個人使用

毎週金曜日の 19時から22時、【4分の 1面】は個人使用。

4.使用区分

1回 【2分の 1面】まで

5。 調整会議出席人数

各団体 2名 まで (1人は決定権を持った方)

6.調整会議の進め方

1日 ごとに進める。



新庄市体育館をご利用の皆様ヘ

1、 許可申請について

0平成 28年度後期の使用許可申請は、体育館事務所にて 10月 24日 (月 )

から10月 31日 (月 )ま でにお願い します。

(平 日 8時 30分から17時 15分まで)

定期使用の団体は、使用申請書 と併せて使用 日程表の添付もお願い します。

・各施設の使用申請は、使用する日の 6ケ月前から3日 前までに行つてくだ

さい。 (3日 前が休 日の場合はその前 日まで )

・減免は市の定めた「新庄市体育施設利用料金の減免に関する基準」に沿つ

て判断 しますので、減免の申請時に必ず判断基準となる大会要項を添えて

提出してください。

・独 自に他の団体 と調整 した使用 (又貸 し等)は認めませんので、新たに申

請を行い使用 してください。

・大会や行事で備品等の使用がある場合は、許可申請時に職員と打ち合わせ

を行つてください。

2、 使用の中止について

。体育施設の使用を中止する場合は、使用 日の 3日 前までにご連絡 ください。

(例 :使用 日が 5月 5日 の場合  5月 2日 までに連絡する。)

。当日キャンセルも必ず体育館事務所にご連絡 ください。

3、 使用料の納入ついて

。使用料については、平 日8時 30分から17時 15分の時間帯でお願い し

ます。

・申請者の都合により使用を中止 した場合使用料は返納 しません。

・施設の使用料は原則 として前納です。

・以下の場合は延納を特例で認めます。

公式大会並びに小 。中 。高校の部活動

調整会議のメンバーで定期使用

使用団体の組織が明確であること

。延納に伴 う使用料の納入は、使用月の月末までとします。

4、 休館 日について

。体育施設の休館 日は毎月第 2火曜 日です。 (祝 日の時はその翌 日です。)



5、 使用に関する注意事項
。使用 した用具・器具は元の位置に戻 してください。

・使用後は清掃 し次の団体に迷惑のかからない様お願い します。

・使用前は事務所に来て利用報告書を受け取 り、使用後は事務所に提出して

ください。

・使用時施設内での事故や物損等があった場合は事務室に連絡 してください。
・定期使用で使用許可書を受けていても、後 日大会などの申請があった時は

大会が優先 となる場合がありますので、ご協力をお願いします。
・ラインテープは指定のテープになりますので、事務所へお問い合わせ くだ

さい。

・放送施設は職員が対応 しますので、ご利用になる場合事務所にお問い合わ

せ ください。

・体育館内は土足厳禁ですので、室内用シューズでの使用をお願いします。

大会等で体育館をご使用の際は、観客の方々に内履きを持参するよう周知

してください。
0ボールを使用する団体は、お互いのケガ防止や練習の妨げにならないよう、

フェンスや防球ネ ットを設置 し、他のコー トにボールが入 らないようにし

てください。ボールが入つた場合は速やかに取 りに行つてください。

防球ネ ッ トの設置は、職員が行いますので、事務所に申し出ください。

・体育館フロアー内は飲食禁止ですが、スクイーズボ トルやペ ットボ トルは

使用可とします。ジャグポットはフロアー脇の通路をご利用 ください。     _
0体育館内やフロアー内での壁打ちは、壁の破損あるいは非常ベルの誤作動

が生 じる恐れがありますのでご注意 ください。
。使用申請時間より早く終了しても使用料は還付できませんので、使用 日の

3日 前まで使用時間変更の申請をしてください。

・サッカーボールは使用できませんので、フットサル用のボールを使用 ヒ/て

ください。
。ごみの分別にご協力ください。

・ 8月 から10月 末までの期間、武道館の耐震工事に伴い、武道館の使用団

体の方が体育館を使用 しています。それに伴い畳を体育館の倉庫に運んで

あります。練習中に畳を移動する場合がありますので、ご協力をお願いい
.

たします。



使用団体名 住 所

一Ｔ

記載責任者
電話番号

携帯電話

平成28年度 (平成28年 11月 ～平成29年3月 )【記入例】新庄市体育館使用希望書

大会等の使用 ※ 【記 入 例 】

に関しては、 に大会要:六芸使用布聖に関しては、甲請時に大会安項を提出して下さい。
(大会要項未作成の場合は、昨年度大会要項、大会概要書を提出ください。)

定期使用 ※【記入例】

第○回

○○○バドミントン

大会

1019時 ～22時

2/11・ 2/128時 ～19

2/12 19時 -22

月 使 用 日 曜 日 使用時間 予定人数 種 目 使用区分

1・ 8・ 15・ 22・ 29 火 9:00-12:00 2 バドミントン 1/4

12 7・ 14・ 21・ 28 水 17:00-19:00 4 卓球 1/2

1 5・ 12・ 19・ 26 木 19:00-21:00 6
バスケット

ボール
1/2

2 3・ 10・ 17・ 24 金 7:00-8:00 10 ソフトテニス 全館



使用団体名 住 所

一Ｔ

記載責任者
電話番号

携帯電話

平成28年度 (平成28年 11月 ～平成29年3月 )新庄市体育館使用希望書【提出用】

大会等の使用 記入例にもとづいて記入して下さい。

※大会使用希望に関しては、申請時に大会要項を提出して下さい。
(大会要項未作成の場合は、昨年度大会要項、大会概要書を提出ください。)

定期使用  記入例にもとづいて記入して下さい。

大 会 名        使用時

月 使 用 日 曜 日 使用時間 予定人数 種 目 使用区分

裏面



定期使用  記入例にもとづいて記入して下さい。

月 使 用 日 曜 日 使用時間 予定 人数 種 目 使用区分

※各学校または各競技団体の事務局の方は、この用紙をコピーしてご使用下さい。


