2018 年 7 月 1 日改訂

《哲学堂運動施設・上高田運動施設

野球場ご利用の案内》

▼会員登録について▼

▼登録窓口▼
◆哲学堂運動施設事務所

【窓口受付時間】９時～１７時

◆上高田運動施設事務所

必要な証明書類をお持ちになって、上記の登録窓口にお越し下さい。登録申込書に必要事項を記入していただき、

野球場を利用されるには登録が必要です。登録料は無料です。
※ 登録後は哲学堂運動施設・上高田運動施設共通でご利用いただけます。
※ 既に登録を行っている方の２重登録はできません。
※ 3 年ごとに更新があります。

証明書類との確認を行なった後、会員証を発行いたします。

▼登録後の利用方法について▼
「中野区 施設予約システム」より、空き状況の照会や予約、抽選の申し込みなどを行って下さい。
上記システムは、パソコン、スマートフォン、携帯電話、利用者端末機からご利用いただけます。

【登録の種類】
１．「区民の個人」＝抽選に参加できます
中野区内在住の１８歳以上の方 ※高校生除く １名

２．「区民の団体」＝抽選に参加できます
小学生以上の中野区内に在住・在勤・在学者１０名以上で構成する団体
構成員に小・中・高校生がいる場合、代表者は区内在住・在勤・在学の 20 歳以上の方とすること

３．「一般の団体」＝抽選終了後、空いているところを申し込めます
小学生以上の１０名以上で構成する団体
構成員に小・中・高校生がいる場合、代表者は 20 歳以上の方とすること

【登録に必要なもの】

※有効期限内の下記書類で現住所、氏名、生年月日記載のもの

１．「区民の個人」

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ
携帯電話

原本

https://yoyaku.nakano-tokyo.jp/stagia/reserve/grb_init
9 時～22 時 アドレス https://yoyaku.nakano-tokyo.jp/stagia/reserve/gsm_init
9 時～22 時 アドレス https://yoyaku.nakano-tokyo.jp/stagia/reserve/gmp_init
9 時～22 時

利用者端末機 9 時～20 時

アドレス

哲学堂運動施設、上高田運動施設、なかのＺＥＲＯ、野方区民ホール
なかの芸能小劇場、中野体育館、鷺宮体育館に設置

※空き状況の照会・キャンセルは、原則２４時間行えます（パソコン・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ・携帯電話のみ）

●メールアドレスの登録
「中野区

●運転免許証・運転経歴証明書 ●健康保険証 ●住民基本台帳カード（顔写真付き）
●パスポート のいずれか

パソコン

施設予約システム」からメールアドレスの登録が可能です。メールアドレスを登録すると、申し

込み内容や抽選結果について、システムからおしらせメールを受け取ることが出来ます。

【抽選の申し込み】

【空き施設の予約】

２．「区民の団体」※構成員全員の住所、氏名及び生年月日が確認できる下記の証明書類のいずれかひとつ
ア．区内在住での証明
●運転免許証・運転経歴証明書 ●健康保険証 ●住民基本台帳カード（顔写真付き）
●パスポート のいずれか

イ．区内在勤での証明
●上記証明書のいずれか と、●中野区内に事業所があることの在勤証明書
（勤務先の会社または当施設が発行する様式に対し、会社印が押印されたもの。ただし、健康保険証で
区内の事業所があることが分かる場合は、在勤証明書不要）

ウ．区内在学での証明
中野区外から中野区内にある小学・中学・高校に通う生徒
●上記 『ア 在住での証明』のいずれか ＋ ●生徒手帳 または、在学証明書
（生徒手帳に住所・氏名・生年月日の記載があれば、生徒手帳のみで受付け可）
中野区内にある専門学校、大学に通う学生
●上記 『ア 在住での証明』のいずれか ＋ ●学生証 または、在学証明書
（学生証に住所・氏名・生年月日の記載があれば、学生証のみで受付け可）

３．「一般の団体」
●運転免許証・運転経歴証明書 ●健康保険証 ●住民基本台帳カード（顔写真付き）
●パスポート のいずれか
（学生証、生徒手帳に住所・氏名・生年月日の記載があれば、受付け可）

1．抽選申し込み（「区民の団体・個人」のみ）
毎月１０日から１９日の期間に、２ヶ月先の１ヶ月
分の抽選に申し込みできます。
※上高田・哲学堂あわせて、団体は１０コマ・個人は
２コマ（１コマ２時間）まで申し込み可能です。
※抽選申し込み及び、当選コマ数は１日最大４コマで
す。（個人は２コマ）

２．抽選
毎月２０日に抽選します。

３．抽選結果の確認
毎月２１日から抽選結果を確認できます。
当選したコマを使用しない場合は、利用日の３日前
までに取消手続を行って下さい。
（裏面「予約の取り
消しについて」を参照）

《当月・翌月分》
空いているコマを随時予約できます。

《翌々月分（抽選月分）》
●区民の団体・個人
毎月、抽選日翌日の２１日より空いているコマを
予約できます。
●一般の団体
毎月、２４日より空いているコマを予約できます。
※上高田・哲学堂あわせて、１ヶ月に団体は４０コ
マまで、個人は４コマまで予約可能です。
（ただし１日４コマまで。抽選での当選分を含む）
※キャンセルの空きコマは、翌日９時からの予約と
なります。

【利用日当日の手続き】
※代表者（申請者）の方は証明書類の原本をお持ち下さい。その他の方はコピーでも構いません。
（健康保険証、運転免許証で裏面に住所が記載されている場合は、両面のコピーが必要になります。）
※有効期限の切れた証明書類はご利用できません。
※在勤証明書、在学証明書以外の証明書類は、確認後お返しいたします。
※住民票は、本人以外の家族でも取得ができるため、証明書としては認めておりません。
※公共料金領収証など住所が記載されたもの、デジタル機器での写真提示は証明書として認めておりません。

●当日利用時間前に窓口で手続きされる際に、登録時の代表者または登録構成員がいらっしゃるかを確認いた
します。（代表者もしくは構成員のうち１名の、ご本人確認証明書原本確認）
理由の如何を問わず、代表者または構成員の確認ができない場合は、責任者不在として貸出しは行えません。
●申請書に、窓口にいらした方の名前と電話番号をご記入いただきます。
●利用及び照明料金をお支払いいただき、利用承認書兼領収書を発行いたします。

▼ご利用にあたっての注意点▼

▼料金と利用時間帯▼
【利用料金】２時間（１コマ）

１．利用の可否について
◇天候やコンデション不良等により、ご利用できない場合があります。利用の可否を代表者、もしくは申込者の
方が利用予定施設にお問い合わせのうえ、結果をメンバーの方にお伝えください。利用の可否は開始時間の概
ね２時間前に管理者側で決定します。
◇利用日当日の朝晴天であっても、前日が雨天の場合や当日霜が降りた場合など、ご利用になれないことがあり
ます。また、低温、高温時については利用される方々の体調、予想気温等を考慮のうえ、利用を取り止める場
合は、利用の３日前までに利用取り消しの手続きをお願いします。各施設の利用率、抽選倍率は高い状況にあ
り、早めの取消により抽選に漏れた方の利用機会も多くなります。施設を効率的に、より多くの方が利用でき
るよう、ご協力のほどお願い申し上げます。
◇その他、管理者の指示に従って下さい。

２．予約の取り消しについて
◇利用日の３日前までは、無料で予約の取り消しができます。
◇利用日の当日、前日、前々日は取り消しができません。利用料金をお支払いいただくことになりますので、必
ず利用予定施設に連絡をしてください。
（照明点灯時間帯の場合は、連絡をいただければ照明料金の支払いは
要しませんが、連絡がない場合は利用料金と照明料金をあわせてお支払いいただきます。）

３．還付について
◇当日の天候により、途中で利用を中止し、残り時間が１時間以上あった場合、後半１時間分の利用料金を還
付いたします。利用時間が１時間を過ぎる前に、お支払い時にお渡しする利用承認書兼領収書を事務所まで
お持ちください。
（照明料金は３０分単位の還付になります）

平日

■哲学堂運動施設
〒165-00２４ 中野区松が丘 1-34-28

土・日・祝

２，０００円

９００円

【利用時間帯】
４月～１０月
早朝

昼間

１１月

１２月～２月

３月

―

―

７時～９時

哲学堂６時～８時
上高田７時～９時
９時～１１時

８時～１０時

９時～１１時

１１時～１３時

１０時～１２時

１１時～１３時

１３時～１５時

１２時～１４時

１３時～１５時

１５時～１７時

１４時～１６時

１５時～１７時

１７時～１９時

―

―

１９時～２１時

―

―

夜間

※毎週水曜日（祝祭日除く）4 月～10 月と 3 月の 15 時～17 時、11 月～2 月の 14 時～16 時は、
小・中学生無料開放時間となりますので、利用の予約はできません。

●夜間料金

照明点灯時間帯は、利用料金の他に３０分を１単位として、照明料金をいただ
きます。照明点灯時間帯は、季節によって変更しますので、下記の表を参照し
て下さい。

４．野球場ご利用上の注意
①野球場内は、運動靴やスパイク以外で使用しないで下さい。また、野球場外でのスパイク歩行は禁止です。
②軟式球及びソフトボール以外ではご利用できません。硬式球、準硬式球の使用はできません。
③ボール・グローブ等の用具の貸出はありません。（Ｂ面の貸し出しバットを除く）
④大声や奇声、風紀を乱す行為はお断りいたします。
⑤終了時間にはグラウンドの整備を終えて退場するようにしてください。
⑥グラウンド外でのキャッチボールやバットの素振りは、危険ですので禁止です。
⑦着替えは更衣室もしくは野球場内ベンチでお願いします。球場外園路やベンチなどでは着替え禁止です。
⑧スポーツ傷害保険等に加入されている方で、プレー中にケガ等をされた場合には、事務所に必ず届出をして
ください。
⑨自転車、ペットの入場は禁止です。
⑩ボールが施設外へ飛び出した時は、ケガや事故がないか確認し、すぐに事務所へ報告して下さい。
また、民家内へボールが入ったと思われる場合も、その場で事務所に連絡をして下さい。
⑪住宅が近くにあることを考慮し、ボールを球場外に飛び出さないように配慮して利用してください。
⑫哲学堂野球場Ｂ面は管理事務所で貸し出すバットのみを使用してください。持ち込みも禁止しています。
（小・中学生 ソフトボール除く）

１，７００円

【照明料金】３０分

１７時～１９時

照明時間

１９時～２１時

平日

３，５００円

土日祝日

３，８００円

平日

平日

２，６００円

５，３００円

土日祝日

２，９００円

平日

３，５００円

４月

１時間

５・６・７月

３０分

８月

２時間

１時間
土日祝日

３，８００円

平日

４，４００円

土日祝日

４，７００円

平日

５，３００円

９月

土日祝日

１時間３０分

１０・１１月

５，６００円
2 時間

土日祝日

５，６００円

ＴＥＬ：3951－2515
西武新宿線「新井薬師前」駅から徒歩 12 分
※駐車場は土・日・祝祭日はご利用いただけません。

■上高田運動施設
〒164-0002 中野区上高田 5-6-1
ＴＥＬ：3385－8900

西武新宿線「新井薬師前」駅から徒歩 10 分

照明時間

▼休場日▼
哲学堂運動施設
９月第１木曜日
上高田運動施設
５月第３木曜日
両運動施設共通
年末年始１２月２９日～１月３日
※休場日は窓口受付を行っておりませんので、予めご了承下さい。
プレイヤーがお互いに気持ちよく利用できるよう、マナーを守りましょう

