
※３　利用日１週間前の１７時以降にキャンセルした場合は、翌月の野球場抽選会第一巡目に

　　　 参加できません。ただし、※１が適用される場合は除く。

※４　減額対象チームの減額の基準金額については平日の利用でも土日祝日の金額を基準に

  　   減額します。

使用料

式台 １台（半日） 4１0円 ハンドマイク １本（半日） 310円

平日※３ 土日祝日 アンプ １式（半日） 1,040円 パイプいす １脚（半日） 30円

早朝 6:00 ～ 8:00 460円 930円 テント １式（半日） 520円 テニス用ラケット １本 360円

午前 8:00 ～  12:30 1,560円 3,130円 長机 １脚（半日） 50円 石灰 １袋 730円

午後  12:30 ～ 17:00 2,090円 4,180円

公園各施設をご利用の皆さまへ

１．市の区域外の居住者が利用するときは、５０％増の利用料金となります。

早朝 6:00 ～ 8:00 ２．駐車場は管理事務所横は台数が限られているため、図書館前の駐車場もご利用下さい。

午前(前) 8:00 ～  10:00 ３．降雨等の状況で利用を開始され、その後さらに降雨がひどくなって利用を中止されても

午前(後)  10:00 ～  12:00     その時間区分の利用料金は返却できません。利用を開始されます際にはご注意下さい。

昼 時 間 12:00 ～ 13:00     但し、利用されていない照明料金は返却致します。

 13:00 ～ 15:00 ４．利用される時間区分の開始１時間以内に、降雨により利用が不可能となった場合、利用

15:00 ～ 17:00 　 料金は全額返却 いたします。ただし,テニスコートの｢昼時間｣並びに当日申込みで｢午後（前）

前夜（前） 17:00 ～ 17:30 　 （後）｣の１時間単位で申込みをされた場合は、利用料金並びに照明料金は返却しません。

前夜（後） 17:30 ～ 19:30 ５．公園内は全面禁煙です。

後夜 19:30 ～ 21:30 ６．競技施設内での飲食は固くお断りします。

早朝 6:00 ～ 8:00 ７．終了時刻５分前までにゲームを終了して、グラウンド整備や荷物の片付けを行って下さい。

午前 8:00 ～  12:30     ナイター照明をご利用の場合は、終了時刻５分前になると残置灯のみ点灯いたします。

午後  12:30 ～ 17:00 ８．当日降雨等でコート不良の場合、利用料金は頂きません。

前夜 17:00 ～ 19:30 ９．『利用許可条件』を遵守して下さい。

後夜 19:30 ～ 21:30 10．不明な点は係員にお尋ね下さい。

その他公園内で目的外に使用する場合（別表第１の第２号）には彦根市の許可と下記料金が必要となります。 11．１２月２９日から１月３日までの間は閉園します。

金額 1２．彦根市公園条例別表第１の第２号の利用をされる場合には彦根市の許可と別途料金が

3,130円 　　かかります。

1,030円 野球場をご利用の皆さまへ

10,470円 １．１ヶ月後の予約については抽選会に参加して下さい。抽選会の日程については配布

※１　利用日前日の１７時以降にキャンセルした場合は利用料金がかかります。    している用紙をご覧下さい。抽選会終了後の予約については金亀公園管理事務所で

※２　当日利用申込分のみ、「午後」の時間区分内において、１時間単位（13:00～14:00、 　申請手続きをして下さい。 （裏面に続く）

　　　　14:00～15:00、15:00～16:00、16:00～17:00）で利用できます。

金亀公園施設利用方法（２０２０年４月1日改訂）
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２．グラウンド不良及び雨天等の時は、チーム代表者に原則2時間前に連絡いたします。 ５．天候が不安定な状況で使用される場合、以後雨天等にて使用を中止されても使用料金は

    利用については、利用者と公園管理事務所にて協議のうえ判断いたします。但し、  　　返却できません。使用を開始されます際にはご注意下さい。但し、使用されていない

    最終判断は公園管理事務所にて行います。   　 照明 料金は返却致します。

３．降雨等によるグランド不良の場合、利用料金は頂きません。 ６．夜間照明は、（１・２番コート）（３・４番コート）（５・６番コート）が共有照明となっています。 

４．グランド整備については、しっかりとお願いいたします。特に降雨時等の利用については、      コート指定の場合、利用者の皆さまのご意向に添えない場合もありますので、ご理解

   より丁寧にお願いいたします。 　   ご協力をお願い申し上げます。　 

７．テニスコートを利用する場合は、必ずテニスシューズをはいて下さい。

多目的競技場ご利用の皆さまへ ８．予約時は、同一時間内で同チームの申込みは２面までとします。ただし、利用当日の利用

１．予約については金亀公園管理事務所で３ヶ月前から随時受け付けております。 　　時間帯にコートの空きがあれば、もう１面利用できます。

２．グランド不良及び雨天等の時は、チーム代表者に原則２時間前に連絡致します。利用につ 野外ステージをご利用の皆さまへ

　 いては、利用者と公園管理事務所にて協議の上判断致します。但し、 最終判断は公園管 １．ご利用希望の方は公園管理センターにまでご相談下さい。

　 理事務所にて行います。

　 尚、サッカー協会については、利用を原則としグランド状態についての連絡は致しません。 フレンドリーの里をご利用の皆さまへ

３．降雨等によるグランド不良の場合、利用料金は頂きません。 １．予約については金亀公園管理事務所で毎月５日の１３時から翌月分の調整会を

４．グランド整備については、しっかりとお願い致します。特に降雨時等の利用については、 　  行います。 調整会終了後の予約については金亀公園管理事務所で申請手続き

    より丁寧にお願い致します。     をして下さい。

５．原則としてスポーツシューズをはいて下さい。

障がい者割引のご案内について

テニスコートをご利用の皆さまへ 金亀公園テニスコートでは、障がい者のお客様に対し割引料金を設定させていただきました。

１．団体登録されているチームで、１ヶ月後の予約について抽選会に参加を希望される方は 障がい者割引はテニスコート利用申込みの際、窓口に各種手帳（身体障害者手帳　第１種・

   毎月５日までに金亀公園管理事務所までに申請書を提出して下さい。 第２種や療育手帳　Ａ・Ｂ、精神障害者保健福祉手帳第１級・第２級）を提示の上、割引利用

　 申請された結果、ご利用希望日に重複が無いチームには事前にチーム登録書に記載され していただきます。障がい者割引は各種手帳をお持ちのご本人のみの適用となります。

 　たファックス番号へ８日までに送信いたします。１２日までに「受信届け」をファックス また、介護人については、障がい者１名につき１名が適用されます。

   （　０７４９－２３－５９７０）で返信された時点で、抽選会へ参加しなくても、テニスコートの 規定料金の５０％割引となります。

 　予約ができます。１ヶ所でも重複があるチームには抽選会に出席していただきます。

　その場合は８日までにＦＡＸで抽選会出席依頼の通知書を送ります。１２日に抽選会を行い 予約状況の確認や質問等ございましたら各公園管理事務所・公園管理センターまで

　　予約の日程を決めます。抽選会に参加されなかったチームは棄権とみなします。 お尋ね下さい。

 　抽選会終了後の予約については金亀公園管理事務所で申請手続きをして下さい。 金亀公園管理事務所 TEL : 0749－23－5950　FAX : 0749-23-5970

２．テニスコートは、全天候型砂入りコートの為、降雨等におきましても、お客様にコートの状態 荒神山公園管理事務所 TEL・FAX : 0749－25－1599

    の連絡は致しません。 公園管理センター TEL : 0749－21－3923

３．手入れは、ブラッシングを中心に行って下さい。表面の砂のかたよりをなくすため、コート 金亀公園ＨＰ http://www.konki-park.com/

     ブラシを用いてコートラインの内外全域をブラッシングして下さい。 金亀公園施設予約状況ＨＰ http://www.takagizoen.co.jp/kouen/konki/

４．大会予備日については、使用の前日１７時以降に利用を取り消された場合は利用料金を

    頂きます。主催者は利用最終日に利用取り消しをして下さい。

彦根市都市公園指定管理者

高木・技研　特別共同体


