
　　

  伊勢原市体育館（大・小体育室、武道場、会議室）
    ※トレーニング室は9:00～12:00、13:00～16:00、17:00～20:00営業

伊勢原市総合運動公園　　チャンピオンすずかわパーク　　市ノ坪公園　　東富岡公園

９：００～２１：００
通常営業

※祝日を除く各月曜日は休館日

　いせはらサンシャイン・スタジアム
６：００～２２：００

通常営業
※祝日を除く各月曜日は休場日

６：００～２２：００ 通常営業

　テニスコート（市ノ坪・チャンピオンすずかわ・東富岡）
６：００～１８：００

通常営業
※市ノ坪は通年８：００～

　チャンピオンすずかわ野球場

7月

22日(木)・23日（金）

8月

9日（月）

9月

20日(月)・23日（木）

伊勢原市総合運動公園・チャンピオンすずかわパーク・市ノ坪公園・東富岡公園は、“元気な伊勢原づくり”共同事業体が

  管理運営しています。祝日も利用申請・利用料の支払いが可能です。是非ご利用ください。ご意見・ご要望お待ちしております。

市体育館
祝日の

受付可能日

※コロナウイルス感染状況等により、利用休止や条件付加等をを行う場合があります。

■検索・予約システムは

スマートフォン、携帯電話からも

ご利用いただけます

予 約 シ ス テ ム

vol.382021年7月発行

伊勢原市 公園施設案内情報紙

〒259-1111伊勢原市西富岡320

伊勢原市総合運動公園内

TEL０４６３－９２－３５３６

編集・発行

●チャンピオンすずかわパーク 屋外プール●

２０２１年度は７月１０日（土）から営業します

●チャンピオンすずかわパーク 屋外プール●

◇利用期間 2021年7月10日（土）～8月31日（火）

※7月25日（日）は市総体水泳大会のため休場

◇利用時間・定員 9：00～12：00 120名

13：30～16：30 120名

◇利用料 大人（高校生以上）：100円

小人（小・中学生）： 50円

小学生未満 ： 無料

ロッカー ： 50円

伊勢原市鈴川33 TEL 0463-95-1907

25mプール 幼児プール

日 時 ８月２日（月）・３日（火）・４日（水）・５日（木）・６日（金）・全５回

小学３・４年生の部 ９：００～１０：００

小学３・４年生の部 １０：３０～１１：３０

場 所 チャンピオンすずかわパーク 屋外プール

対 象 市内小学３・４年生 ２０名

市内小学５・６年生 ２０名

※頭まで水に潜れることが条件

参 加 費 １,５００円（全５回・入場料・傷害保険含む） 受付時にお支払いください

※雨天時・欠席の場合、払い戻しはできません

持 ち 物 ・水着 ・水泳帽 ・タオル ・ゴーグル ・飲み物（炭酸飲料以外）

申し込み ７月１０日（土）から２５日（日）まで（先着順・9：00～17：00）

チャンピオンすずかわ 屋外プールで直接申込

そ の 他 当日、プールに来る前に検温、入場前に感染症対策チェックリストの記入をお願いします。

チェックリストの記載事項にすべてチェックいただけない場合は、参加できません。

お問合せ 【7月9日まで】"元気な伊勢原づくり"共同事業体 伊勢原市総合運動公園 体育館 管理事務所（連絡先はページ上部）

【7月10日以降】チャンピオンすずかわパーク 屋外プール TEL 0463-95-1907

7月10日(土)より、チャンピオンすずかわパーク屋外プールの営業を開始します。今年度は感染症対策のため、利用時間・定員等例年とは異なった

営業となります。プールを利用される方には、ご来場前に体温を測定していただき、入場前に健康状態についてチェックリストにご記入いただきます。

更衣室については各更衣室８名までの入場制限をいたします。係員の指示に従い、ご利用ください。また、毎年ご好評をいただいている小学3～6

年生対象の「夏休み水泳教室」の開催も決定しました。夏休みの5日間、ステップアップを目指して、ぜひチャレンジしてください！

夏休み水泳教室

初めて挑戦する子も！

レベルアップしたい子も！

泳力は問いません。

目標を設定して、クリアを目指そう！

入場には

マスクが必要です

利用時間

７～９月

※感染状況等に

より利用休止

等となる場合

があります



　　

日 時 7月6日・13日・20日・27日

8月3日・10日・17日・24日・31日

9月7日・14日・21日・28日

毎週火曜日 10：30～11：30

場 所 伊勢原市体育館 小体育室

対 象 市内・市外の方問わず 定員30名

内 容 体幹エクササイズを含むエアロビクス

参加費 1回の受講につき300円 当日券売機にて発券

持ち物 ・運動できる服装 ・タオル ・室内シューズ

・飲み物 ・ストレッチマット（無料貸し出し有）

松山 陽子先生

●講師より●

ご参加いただいている皆さまは前向きで楽

しく、私も毎回パワーをいただいています。

７・８・９月は夏期の教室となりますが、

無理をせず、ご自身のペースでご参加くだ

さい。健康づくりへの前向きな取り組みは

様々な面に良い変化として広がります。

ご参加をお待ちしています！

●総合運動公園 子どもの広場●

●総合運動公園 中央広場●

ふわふわドーム

噴水デッキ

エアロビクス教室

７月 ８月 ９月

中央広場南側に噴水デッキが完成しました。デッキからミストが次々に噴き上がり、子どもたちが

歓声を上げて追いかけています。目にも涼しさが感じられるスペースとなっています。

利用時間：土・日・祝日 9：30～15：00（曜日・時間は変更となる場合があります。）

空気で膨らませた白い山型のトランポリン遊具です。

ご利用できるのは小学生以下のお子さまで、未就学児は

おとながご一緒に入場し、お見守りをお願いします。

月曜日・雨天時は利用を休止します。

当面の間、下記のように感染症対策を講じた運用をさせて

いただきます。

・入場者はマスク着用

・定員15名、利用時間5分間の完全入替制

・混雑する土日祝日は整理券で入場管理します。

みなさまが楽しめるよう係員の指示に従って安全に遊びましょう。

未就学児 小学生 未就学児 小学生

9時 30 45

10時 00 15 30 45

11時 00 15 30 45

12時

13時 00 15 30 45

14時 00 15 30 45

15時 00 15 30 45

16時 00 15

お昼休み

未就学児 小学生 未就学児 小学生

9時 30 45

10時 00 15 30 45

11時 00 15 30 45

12時 00 15 30 45

13時 00 15 30 45

14時 00 15 30 45

15時 00 15 30 45

16時 00 15

ふわふわドーム 利用時間

●平日● ●土・日・祝日●

●体育館ロビー●

今年も、体育館１階ロビーに七夕の竹飾りを設置しました。

お願いごとの短冊は感染症対策のため中止となりましたが、コ

ロナ終息への願いを込め、スタッフで飾り付けをしました。このほ

か、体育館受付脇の小さなギャラリーにも、季節に合わせた飾

り付けをしています。ご来館の皆さまに季節の移り変わりを感じ

ていただけましたら幸いです。

七夕飾りを

設置しました

また、ロビーには、グループ単位

で絵画や写真等を展示（期間

は１ヶ月程度）していただける

「アートコーナー」もございます。

展示ご希望の方は体育館受付

のスタッフへお声がけください。

※コロナウイルス感染状況等により、変更や休止を行う場合があります。


