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●施設の利用申込みのご案内●

◆スポーツ施設の申込み

｢さがみはらネットワークシステム｣で利用申込みのできる施設は、原則として指定
の期間に抽選申込みをしていただき、抽選により利用者を決めさせていただきます。（｢
ソレイユさがみ｣ は先着順）
また、抽選の結果、施設に空きがある場合は、先着順で随時予約を受け付けます。
なお、抽選申込や随時予約等の申込可能期間は、施設や登録区分等により異なりま

すので、日程を確認して、お申し込みください。

スポーツ施設は学校ナイター、津久井地域のスポーツ施設を除き、原則として同日中に２回連続して利用する
ことはできません。大会などのために連続して利用を希望される方は各施設の所管窓口までお問い合わせください。

手続き

抽選申込み

日 程 内 容

抽選

抽選結果の確認と
当選施設の利用申
請

空き状況の確認

随時予約

使用料金の支払い

利用申請の取消し

施設利用

利用月の２か月前の１日～７日

利用月の２か月前の９日～１５日

利用月の２か月前の８日

利用月の２か月前の１７日～利用日
まで

利用月の２か月前の１７日午前８時～
利用日の前日まで（相模丘中以外の学校
ナイターは利用日の５日前まで）（注１）

利用申請日～申請時にお知らせする
期日まで

利用申請日～利用日前日まで

当日

・希望の①種目②施設③日④利用時間を指定してお申込み
ください。
・すべての施設を対象に、ひと月に５回まで申し込めます。
・コンピュータにより抽選します。

・抽選結果を確認してください。
・当選された方は、抽選結果の確認に引き続き利用申請が
できます。
・１５日までに利用申請されない場合は、当選されていても
無効となります。

・空き施設の利用申請が行えます。
・空き施設の利用申請は先着順で受け付けます。
・申請回数に制限はありませんが、学校ナイター、津久井地域のスポー
ツ施設を除き同日中に２回連続して利用することはできません。

・利用申請時にお知らせする振替日（原則として利用申請
の月末）に、所定の金額を指定の預貯金口座から振り替
えます。ただし、随時予約分で、日程上施設利用日まで
に口座振替ができない場合は、施設の窓口に現金でお支
払いいただきます。

・利用申請の取消しにより還付金が発生した場合は原則と
して、ご指定の預金口座に振り込まれます。（注２）

・利用者登録カードを施設の窓口にご提示下さい。

注１）ただし、当日でも受け付けることができますので、各施設窓口にお問い合わせください。（相模丘中
以外の学校ナイターを除く。）

注２）還付金の取扱いは次のとおりです。
・降雨、施設の都合により利用できない場合……………………………………………… １０割還付
・納期限日（支払期限日）までの取消し…………………………………………………… １０割還付
・納期限日（支払期限日）を過ぎて利用日の１４日前までの取消し………………………８割還付
・納期限日（支払期限日）を過ぎて利用日の１３日前から７日前までの取消し…………５割還付
・納期限日（支払期限日）を過ぎて利用日の６日前以降の取消し…………………………還付なし

還付金は取消し日の翌月末ごろ支払われます。ただし、管理人が常駐していない屋外の施設が降雨に
より利用できない場合や登録していない方（団体）は、還付申請書の提出が必要となり、原則として
還付申請書が提出された翌月末ごろ支払われます。また、指定の口座をゆうちょ銀行に登録している
方（団体）は、平成２１年２月１６日以前の取消及び降雨分については、従前どおり還付申請書の提
出が必要となります。

※屋外施設については、天候等により利用できなくなる場合があります。利用当日コンディションが不明
なときは各施設窓口にお問い合わせください。

※登録していない団体の野球場、スポーツ広場、多目的グラウンド、ゲートボール場、体育室、市体育館の利用申
込は各施設窓口にて利用日の２週間前から受け付けます。また、学校ナイターは利用日の２週間前から利用日の
５日前までスポーツ課（相模丘中は２週間前から当日まで城山教育課）で受け付けます。
※登録していない方のテニスコートの随時予約は、各施設の窓口で受け付けます。
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連続して利用できるのは３日間までです。

◆総合学習センターの申込み

手続き 日 程 内 容

抽選申込み

抽 選

抽選結果の確認と
当選施設の利用申
請

空き状況の確認

随時予約

使用料金の支払い

利用申請の取消し

施設利用

《大会議室》
利用月の７か月前の１６日～月末
《その他の部屋》
利用月の４か月前の１６日～月末

《大会議室》
利用月の６か月前の１日
《その他の部屋》
利用月の３か月前の１日

《大会議室》
利用月の６か月前の２日～９日

《その他の部屋》
利用月の３か月前の２日～９日

《大会議室》
利用月の６か月前の１１日～利用日
まで

《その他の部屋》
利用月の３か月前の１１日～利用日
まで
《大会議室》
利用月の６か月前の１１日午前８時～
利用日の２日前まで（注１）
《その他の部屋》
利用月の３か月前の１１日午前８時～
利用日の２日前まで（注１）

利用申請日～申込時にお知らせする
期日まで

利用申請日～利用日前日まで

・希望の①部屋②日③利用時間等を指定
してお申込みください。

・ひと月に３回まで申し込めます。

・コンピュータにより抽選します。

・抽選結果を確認してください。
・当選された方は、抽選結果の確認に引
き続き利用申請ができます。

・９日までに利用申請されない場合は、
当選されていても無効となります。

・空き部屋の利用申請が行えます｡
・空き部屋の利用申請は先着順で受け付
けます。

・利用の回数に制限はありません。

・利用申請時にお知らせする振替日（原
則として利用申請の月末）に、所定の
金額を指定の預貯金口座から振り替え
ます。ただし、随時予約分で、日程上
施設利用日までに口座振替できない場
合は、総合学習センターの窓口に現金
でお支払いいただきます。

当日

・利用申請の取消しにより還付金が発生
した場合は原則として、ご指定の預金
口座に振り込まれます。（注２）

・利用者登録カードを総合学習センター
の窓口にご提示下さい。

注１）ただし、総合学習センターの窓口では、利用日当日まで利用申請を受け付けます。
注２）還付金についての詳細は、総合学習センターヘお問い合わせください。（還付金が発生する場合は取

消し日の翌月末ごろ支払われます｡）
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注１）ただし、ソレイユさがみの窓口では、利用日当日まで利用申請を受け付けます。
注２）「その他」とは、ソレイユさがみ登録団体を除く一般団体登録と個人登録を指します。
注３）入場料等の徴収、物品の販売などをするときは基本使用料に料金が加算されますので、事前にソレ

イユさがみへお問い合わせください。
注４）還付金についての詳細は、ソレイユさがみ又は、男女共同参画課へお問い合わせください（還付金が

発生する場合は取消し日の翌月末ごろ支払われます）｡

◆ソレイユさがみ（男女共同参画推進センター）の申込み

手続き 日 程 内 容

空き状況の確認

随時予約

使用料金の支払い

利用申請の取消し

施設利用

利用月の６か月前の１日～利用日ま
で

《ソレイユさがみ登録団体》
利用月の６か月前の１日午前８時～
利用日の２日前まで（注１）
《その他》（注２）
利用月の５か月前の１日午前８時～
利用日の２日前まで（注１）

利用申請日～申込時にお知らせする
期日まで（注３）

利用申請日～利用日前日まで

当日

･空き部屋の利用申請が行えます。
･利用回数に制限はありません。

・利用申請時にお知らせする振替日（原
則として利用申請の月末）に、所定の
金額を指定の預貯金口座から振り替え
ます。ただし、随時予約分で、日程上
施設利用日までに口座振替できない場
合は、ソレイユさがみの窓口に現金で
お支払いいただきます。

・利用申請の取消しにより還付金が発生
した場合は原則として、ご指定の預金
口座に振り込まれます。（注４）

・利用者登録カードをソレイユさがみの
窓口にご提示下さい。

連続して利用できるのは、3日間までです。
各部屋の用途や使用制限など詳細は、ソレイユさがみ（042－775－1775）または、

男女共同参画課（042－769－8205）へ直接お問い合せください。



14

◆青少年学習センターの申込み
手続き 日 程 内 容

青少年団体（注１）
抽選申込み

一般団体
抽選申込み

抽 選

抽選結果の確認と
当選施設の利用申
請

抽選結果の確認と
当選施設の利用申
請

随時予約

青少年団体予約

使用料金の支払い

利用申請の取消し

施設利用

利用日の５か月前の１６日～月末

利用日の４か月前の１日

利用日の４か月前の２日～９日

利用月の２か月前の２日～９日

利用月の３か月前の２１日～月末

利用日の４か月前の１１日～３か月
前の２０日まで

利用月の２か月前の１１日～利用日
の２日前まで

利用申請日～申込時にお知らせする
期日まで

利用申請日～利用日前日まで

当日

・希望の①部屋②日③利用時間等を指定
してお申込みください。
・ひと月に５回まで申し込めます。
・コンピュータにより抽選します。

抽 選 利用月の２か月前の１日 ・コンピュータにより抽選します。

予約当選処理日 利用月の４か月前の１０日 ・処理のため予約申込できません。

・抽選結果を確認してください。
・当選された方は、抽選結果の確認に引
き続き利用申請ができます。
・９日までに利用申請されない場合は、
当選されていても無効となります。

・空き部屋の利用申請が行えます｡
・空き部屋の利用申請は、受付開始日の
午前８時から先着順で受け付けます。
・利用回数に制限はありません。

・空き部屋の利用申請が行えます｡
・空き部屋の利用申請は、受付開始日の
午前８時から先着順で受け付けます。
・ひと月に５回まで申し込めます。

・利用申請時にお知らせする振替日（原
則として利用申請の月末）に、所定の
金額を指定の預貯金口座から振り替え
ます。ただし、随時予約分で日程上施
設利用日までに口座振替できない場合
は、青少年学習センターの窓口に現金
でお支払いいただきます。 （注２）
・利用申請の取消しにより還付金が発生
した場合は原則として、ご指定の預金
口座に振り込まれます。 （注３）

・利用５分前から鍵の受渡しを行います。
注１） 青少年学習センターに「青少年団体」として登録できる団体は、青少年（小学校就学年齢に達し

た児童から満３０歳までの人）を主たる構成員として活動を行っている１０人以上で、市内在住、
在勤、在学の青少年が構成員の２／３以上を占める団体です。
「一般団体」とは、それ以外の団体のことです。

注２） 利用申請時に口座振替か窓口でのお支払いかをご確認いただき、窓口の場合は、お支払い期限に
ご注意ください。

注３） 還付金についての詳細は、青少年学習センターへお問い合わせください。（還付金が発生する場合
は取消し日の翌月末ごろ支払われます。）

・希望の①部屋②日③利用時間等を指定
してお申込ください。

・ひと月に６回まで申し込めます。
・青少年団体はこの期間申込みできません。

・抽選結果を確認してください。
・当選された方は、抽選結果の確認に引
き続き利用申請ができます。
・９日までに利用申請されない場合は、
当選されていても無効となります。
・青少年団体は、空き部屋の利用申請が
行えます。

・空き部屋の利用申請は、受付開始日の
午前８時から先着順で受け付けます。

・ひと月に６回まで申し込めます。
予約当選処理日 利用月の２か月前の１０日 ・処理のため予約申込できません。
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◆公民館の申込み
手続き 日 程 内 容

抽選申込み

抽 選
抽選結果の確認と
当選施設の利用申
請

空き状況の確認

随時予約

利用申請の取消し

施設利用

利用月の２か月前の１６日～月末

利用月の１か月前の１日

利用月の１か月前の２日～９日

利用月の１か月前の１１日～利用日
まで

利用月の１か月前の１１日午前８時～
１５日まで

利用月の１か月前の１６日午前８時～
利用日の２日前まで

利用申請日～利用日前日まで

当日

・団体登録時に指定する「主に利用する
公民館」の抽選申込みができます。
・希望の①部屋②日③利用時間等を指定
してお申込みください。
・ひと月に３回まで申し込めます。
・コンピュータにより抽選します。
・抽選結果を確認してください。
・当選された方は、抽選結果の確認に引
き続き利用申請ができます。
・９日までに利用申請されない場合は、
当選されていても無効となります。

・団体登録時に指定する「主に利用する
公民館」の空き部屋の利用申請が行え
ます。
・空き部屋の利用申請は先着順で受け付
けます。
・抽選に当選し、利用申請をした回数を
含め、ひと月に５回まで申し込めます。

・すべての公民館の空き部屋の利用申請
が行えます。
・空き部屋の利用申請は先着順で受け付
けます。
・抽選に当選し、利用申請をした回数を
含め、ひと月に５回まで申し込めます。
・利用申請後に、部屋を使用しないこと
となった場合は必ず利用申請の取消し
を行ってください。

・利用者登録カードを公民館の窓口にご
提示下さい。

◆生涯学習ルームの申込み
手続き 日 程 内 容

抽選申込み

抽 選

抽選結果の確認と
当選施設の利用申
請

空き状況の確認

随時予約

利用申請の取消し

施設利用

利用月の２か月前の１６日～月末

利用月の１か月前の１日

利用月の１か月前の２日～９日

利用月の１か月前の１１日～２０日
まで

利用月の１か月前の１１日午前８時～
２０日まで

利用申請日～利用日の１か月前の
２０日まで（注１）

注１）この期間以降に取り消す場合は、必ず生涯学習課（０４２-７６９-８２８７）にご連絡ください。

当日

・希望の①部屋②日③利用時間等を指定
してお申込みください。
・ひと月に４回まで申し込めます。
・コンピュータにより抽選します。
・抽選結果を確認してください。
・当選された方は、抽選結果の確認に引
き続き利用申請ができます。
・９日までに利用申請されない場合は、
当選されていても無効となります。

・空き部屋の利用申請は先着順で受け付
けます。
・抽選に当選し、利用申請をした回数を
含め、ひと月に８回まで申し込めます。

・利用申請後に、部屋を使用しないこと
となった場合は必ず利用申請の取消し
を行ってください。

・利用者登録カードを生涯学習ルームの
窓口にご提示下さい。
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◆宿泊施設の申込み

手続き

抽選申込み

日 程 内 容

抽選

抽選結果の確認と
当選施設の仮予約
並びに利用申請

空き状況の確認

随時仮予約

利用申請の取消し

仮予約の利用申請

施設使用料（利用
料金）の支払い

施設利用

利用月の３か月前の１日～１０日

利用月の３か月前の１２日～１９日
（利用申請は１２日～２０日）

利用月の３か月前の１１日

利用月の３か月前の２１日～利用日の３日
前まで

利用月の３か月前の２１日～利用日の５日
前まで

仮予約後７日以内

利用申請日～利用日

当日

当日

・コンピュータにより抽選します。

・希望の①施設②利用開始日③宿泊数④部屋
数等を指定してお申込みください。

・各施設ごとに、ひと月に１回まで（利用人
数により、複数部屋の申込可）

・抽選結果を確認してください。
・当選された方は、抽選結果の確認に引き続
き仮予約を行ってください。
・仮予約に引き続き各受付窓口に直接電話を
するかお越しいただき利用申請をしてくだ
さい。

・空き施設の仮予約が行えます。
・空き施設の仮予約は先着順で受け付けます。
・申込回数に制限はありません。
・各受付窓口に直接電話するかお越しいただ
き利用申請をしてください。
（利用日の３日前まで）
・郵送された所定の納付書にて金融機関でお
支払いいただきます。

・郵送された施設利用の承認書を現地施設の
窓口にご提示ください。
・各受付窓口に直接電話するかお越しいただ
き取り消してください。
（インターネット等ではできません）

・施設のフロントでお支払いいただきます。

《相模川ビレッジ若あゆ》
利用申請時にお知らせする指定期日まで
《たてしな自然の村、相模川清流の里》

《相模川ビレッジ若あゆ》
利用日の６日前以降の取消し及び変更については、納付していただいた使用料は、
一部又は全額還付できません。詳細は、受付窓口へお問い合わせください。

《たてしな自然の村、相模川清流の里》
利用日の６日前以降の取消し及び変更については、指定の期日までに、利用料金の
一部又は全額を納付していただきます。詳細は、受付窓口へお問い合わせください。

施 設 名 受 付 窓 口 電 話 番 号 備 考

たてしな自然の村

相模川清流の里

相模川ビレッジ若あゆ

０２６７－５５－６７７６
薔０１２０－９８８－５４７

０４２－７６０－５４４５

０４２－７６０－２７１１

受付時間 ８：３０～１７：００

受付時間 ８：３０～１７：００

受付時間 ８：３０～１７：００
日帰り利用は窓口受付とな
ります。

相模川清流の里

相模川ビレッジ若あゆ

たてしな自然の村

利用者登録をしていない方の申込み方法は、各施設にお問い合わせください。
たてしな自然の村については、１回につき原則４泊５日までのご利用となります。ただし、「年末年始・
ゴールデンウイーク・夏休み」の期間は多数の申込みが予想されるため、１回につき２泊３日までのご
利用となります。
相模川清流の里は、１回につき２泊３日までのご利用となります。また、１８歳未満の人のみでの宿泊
利用はできません。
相模川ビレッジ若あゆの、利用申込は、村単位（１村＝１０人部屋４室、定員４０人）で１回につき２泊
３日までのご利用となります。


