
令和 3 年 9 月 28 日  

体育施設等利用者の皆様へ  

三島市体育施設等指定管理者  

シンコー・アズビル・三島体協グループ  

 

新型コロナウイルスの影響による緊急事態宣言及び 

まん延防止重点措置解除後の施設営業形態について 

 
 

１０月１日(金)～ 

全施設２１：００までの通常営業
※
となります 

※静岡県及び三島市の制定する警戒レベルに応じて 

各施設の人数制限が変動致します。 

10 月 1 日からの人数制限につきましては３ページ目の表をご確認ください。 

 

 

＜時短営業に伴う施設還付の受付期間＞ 

◆ 9/1(水)～9/30(木)の施設をご予約のお客様 

9/9(木)～10/15(金)まで受付いたします 
 

※新型コロナウイルスの影響に伴うキャンセルにつきましては、10 月 1 日以降も 
期日を特に定めず(当日キャンセル可)変更・還付の対象とさせていただきますが、 
キャンセルされる場合は必ず三島市民体育館にご一報頂きますようお願い致します。 

 
三島市民体育館：055-987-7570 

 
※予約・変更・還付等のお手続きは 9 時～20 時 30 分までとなります 
 
※還付に際し予約時にお渡ししております承認書とご印鑑(シャチハタ可)が必要と 

なりますのでお持ちください。 

(承認書を紛失された場合はご返金ならびに承認書の再発行はできません) 

 

 

<その他受付に関して> 

 ◇9/30 実施予定の 11 月分施設予約抽選会 

   ・通常通り実施致します 

◇10/1 実施予定の施設予約解禁日 

  ・予約受付方法を変更しております。詳細につきましては HP 最新情報内の施設予約抽選会・施設

予約解禁日についてのご案内をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

変更・還付のお手続きには

承認書が必要となります 



＜個人利用(トレーニング室/卓球/弓道)＞ 

 ◇トレーニング室 

・静岡県及び三島市の制定する警戒レベルに応じて各施設の人数制限が変動致します。 

～9/30 までは 15 名制限、10/1～は 25 名制限となります。 

 

   ・トレーニング新規利用者講習会は 4 ページ目の表の通り再開いたします。 

    ☆ 8 月分の講習会にお申込みいただいていた方・・・優先予約期間を 10/8 まで設けます。 

    ☆ 上記以外の方・・・10/9 よりご予約開始となります。 

               ※優先予約により、10/9 時点で既に満員となる場合もございます。 

 ◇卓球場・弓道場 

・静岡県及び三島市の制定する警戒レベルに応じて各施設の人数制限が変動致します。 

現在の人数制限につきましては 3 ページ目の表をご確認ください。 

 

＜定期スポーツ教室＞ 

    ☆ 10 月 4 日(月)～第 2 期スポーツ教室を再開いたします 

・お申込みいただいております全ての方へ日程、受講料金を記載したハガキを再度返信いたします。 

※規定回数を消化できない教室につきましては、回数分の料金を差し引いた受講料金となり、 

   返信ハガキに詳細を記載しております。 

   (各教室の開催日程・受講料金の詳細は HP 最新情報内の「第 2 期スポーツ教室の日程・受講料金

について」)をご確認ください。 

・日程及び受講料金は今後の県内の感染状況や要請により変更、中止となる可能性もございます。 

  ・10 月 3 日までにハガキが届かないお客様は早急に三島市民体育館までご連絡下さい。 

・現在定員に達していない教室の 2 次募集期間となります。お申し込みを希望される方は体育館窓

口までお越しください。 

 

＜自由教室・その他教室(健幸ストレッチ・生活筋力向上ゆっくりプログラム)＞ 

☆ 10 月 4 日(月)～教室を再開いたします 

  ・9 月 27 日(月)よりお申し込みを開始しております 

  ・今後の県内の感染状況や要請により人数制限の変更または中止となる可能性もございます 

 

＜お客様へのお願い＞ 

  新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください 

   ・各施設の人数制限の遵守 

   ・マスクの着用の徹底 

※熱中症のリスクがありますので体調を考慮しながら可能な限り着用をお願い致します 

   ・手指消毒の徹底 

   ・お手洗いや更衣室での密接防止 

    ※人数が多い場合時間をずらしてのご入室をお願い致します 

   ・咳エチケットや長時間の会話の禁止 

 以上を今一度ご確認いただきご利用頂きますよう何卒ご協力の程宜しくお願い致します。 



施設区分 施設名 人数制限 その他の制限
三島市民体育館 競技場 15人/1団体　最大8団体 静岡県民限定

三島市民体育館 柔道場 15人/1団体 静岡県民限定

三島市民体育館 剣道場 15人/1団体 静岡県民限定

三島市民体育館 多目的室 激しい運動15人/激しくない運動20人 静岡県民限定

三島市民体育館 大会議室 会議40人/その他15人 静岡県民限定

三島市民体育館 役員会議室 10人 静岡県民限定

三島市民体育館 卓球場 4人/台 静岡県民限定

三島市民体育館 トレーニング室 25人 講習会のみ市民限定

三島市民体育館 弓道場 10人 静岡県民限定

プール 温水プール プール80人/更衣室10人 三島市民限定

プール 長伏プール 休場中 ー

プール 上岩崎プール 休場中 ー

スケートリンク 長伏スケートリンク 20人 三島市民限定

グラウンド 錦田グラウンド 全面40人 静岡県民限定

グラウンド 北上グラウンド 全面40人 三島市民限定

グラウンド 南二日町人工芝グラウンド 半面40人/全面80人 静岡県民限定

グラウンド 南二日町多目的グラウンド 全面80人 三島市民限定

長伏グラウンド 長伏Ａグラウンド 全面40人 静岡県民限定

長伏グラウンド 長伏Ｂグラウンド 全面40人 三島市民限定

長伏グラウンド 長伏Ｃグラウンド 全面40人 静岡県民限定

テニスコート 文教テニスコート 1コート8人 静岡県民限定

テニスコート 錦田テニスコート 1コート8人 静岡県民限定

広場 浄化センター広場 全面40人 三島市民限定

広場 南田町広場 全面20人 三島市民限定

広場 市の山広場 全面20人 三島市民限定

クラブハウス 長伏・南二日町クラブハウス 10人 静岡県民限定



１．　【 日　程 】

開 催 時 間
日 月 火 水 木 金 土 水曜日 ・・・ 午前１０時 木曜日 ・・・ 午後７時

1 2 土曜日 ・・・ 午後　２時 日曜日 ・・・ 午後７時

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 一　般　　１００円　　　　高校生　　　５０円

24 25 26 27 28 29 30 一　般　　２００円　　　　高校生　　１００円

31

※ 注意事項 ※

　・混雑緩和の為、定員は各講習10名までとさせていただき、三島市内の方のみご参加いただけます。

　・開始時間に遅れますと受講できませんので、ご注意ください。

　・中学生以下の方はご利用になれません。

　・当日、講習会終了後にトレーニングをご利用する場合は別途料金が発生致します。

２．　【 場　所 】
三島市民体育館　　２階　　大会議室

３．　【 持 ち 物 】
・体育館シューズ　（屋外で使用していないもの）
・ボールペン等の筆記用具
・講習会受講料

お問い合わせ　　：　　三島市民体育館　　　０５５ （９８７） ７５７０

トレーニングルーム利用講習会
印が講習会開催日です。

10月

午 前 ・午 後

夜間

「11月のお申込みは10/19（火）～となります」

講習会受講料

手指消毒とマスク着用に

ご協力下さい。

【先着順の事前予約制となります。事前に体育館窓口に直接お越し頂くか、お電話でのお申し込みとなります】


