
平 成 28年 Lゼ 日

新庄市体育施設使用団体 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》

体育施設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。

体育施設の円滑な利活用を図るため平成 28年度後期 (平成 28年 11月 1日 ～平成 29年
3月 31日 )の体育施設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。

調整会議にご出席いただけない場合は、交渉権は無いものとしますので、ぜひご出席くださ

いますようご案内申し上げます。

また、別紙の 「使用希望書Jと 「意見・要望書」を下記期限まで提出くださるようお願いし

口己

1.調整会議の日程と会場

※ 武道館を使用する団体 平成 28年 10月 13日 〔本)午後 6時 30分～体育館会議室

2.提 出 物  別添
「
体育施設使用希望書」 1部   「意見・要望書J l部

提 出 先  体育館事務所 (TEL0 2 3 3-22-0681・ ミ眠 0233-22-0691)

3.提 出 期 限  平成 28年  10月 3日 (月 )17時 15分必着

4.記 入 内 容  大会名、使用施設、使用時間、使用人数等を記入してください。

注 :施設使用区分を必ず記入してください。

5.そ  の 他  ● 体館 日は毎月第 2火曜日です。 (国民の祝日にあたる場合は、翌日が

休館 日になります。)

● 後期使用許可申請の受付は、 10月 24日 (月 )か ら開始いたします。

※ 平成 29年度前期の使用調整会議は (平成 29年 4月 1日 ～平成 29年 10月 31日 まで)`

平成 29年 3月 中旬を予定しておりまり。
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新庄市武道館をご利用の皆様へ (後期)

1.申請及び許可について

・平成 28年度後期の使用許可申請の受付は、 lo月 24日 (月 )から10月
31日 (月 )までとなります。 (平 日 午前 8時 30分γ午後 5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 前までに行ってください。

(3日 前が休 日の場合はその前 日まで)

・勝手に他の団体と調整 した使用は認めません。 (又貸等)新 たに申請を行い

許可を得て使用 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。

・備品の貸出については、借用書がありますので記入をお願いします。

2.使用料の支払いについて

。施設の使用料は、前納でお願いします。
。申請者の都合により使用を中止 した場合は、使用料の還付はいたしません。

・使用料の延納について、以下の場合は特例で認めます。

① 公式大会並びに小 。中・高校の部活

② 調整会議メンバーで定期使用の場合

③ 使用団体の組織が明確であること (規約等で確認 )

・延納に伴 う使用料の納入は、使用月の月末までを原則とします。

・平成 28年度の使用料は、平成 29年 3月 24日 (金)17時 15分まで

納入 して下さい。

3.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 11月 5日 の場合  11月 2日 までに連絡する)

4.休館 日について

。体育施設の体館 日は、毎月第 2火曜 日です。 (祝 日の時は、その翌日です)

。平成 28年 12月 28日 (水)正午～平成 29年 1月 4日 (水)正午までは、

年末年始休業となります。



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、必ず清掃し次の団体に迷惑のかからないようにお願いします。

・使用時間内で清掃 。ミーティングは終わらせてください。

・使用前は、必ず事務所に来て利用報告書を受取 り使用後は事務所に提出して

下さい

。使用時、施設内での事故や物損等があった場合は事務所まで必ず連絡を

お願いします。

・武道館の暖房機使用の場合は、必ず職員にスイッチを入れてもらって下さい。

。後期は冬季間の使用になりますので、生徒さんが外で待つ時間が無いように

練習に来て下さるようご指導お願いします。



平成 28年度 後期 体育施設使用希望書 (記入例)

使用団体名 住  所

記載責任者
電話番号

携帯電話

大会等の利用

月 日 大会名 利用時間 人数 施設名 施設使用区分

【>く 言己ノヽ 修可】

5/1
第○回

○○○○○○○○大会

9:00～
20:00 300 武道館

柔剣道場

全面

定期使用

禾り 月日  日 利用時間 施設使用区分

【※ 記 入 例 】

3・ 10・ 17・ 24
19:00～

21:00

5。 12・ 19
19:00-

21:00



平成 28年度 後期 体育施設使用希望書 (提出用)

利用団体名 住  所

記載責任者
電話番号

携帯電話

大会等の利用 (記入例にもとづいて書いて下さい。)

月 日 大会名 利用時間 人数 施設名 施設使用区分

※各学校の運動部または各競技団体の事務局の方々は、この用紙を・・ ビー し́ Cこ 使用 下さ
い 1,

定期使用 (記入例にもとづいて書いて下さい。)

施設使用区分


