
↓6/1更新内容 

令和 2年 6月 1日 

日頃より箕面市立総合運動場をご利用いただきありがとうございます。 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、休止しておりました、 

2020年 6月 2日(火)より 

更衣室は利用制限を実施しておりますが利用再開いたします。 

シャワーは引き続き当面の間、利用不可となります。皆様にはご不便をおかけいたしますがご理解とご了

承の程お願い申し上げます。 

●スカイアリーナ【第一体育館・会議室・トレーニングルーム】 

電話：072-724-3440、FAX072-724-3360 

※9:00～21:00 

  

●武道館【武道場・会議室・野球場・第一テニスコート】 

電話：072-721-7979、FAX072-724-4030 

※9:00～21:00 

  

●第二総合運動場 【第二体育館・会議室・グラウンド・第二テニスコート・トレーニングルーム】 

電話：072-729-4558、FAX 072-728-3772 

※9:00～21:00 

 

↓5/29更新内容 

令和 2年 5月 29日 

日頃より箕面市立総合運動場をご利用いただきありがとうございます。 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、休止しておりました、 

① トレーニングルーム 

② スポーツのつどい 

③ ミズノスポーツ教室・スクールは感染拡大防止対策を実施し、 



2020年 6月 1日(月)より利用再開いたします。 

※更衣室・シャワーは引き続き利用不可となります、お手数おかけいたしますがお着替えは済ませてか

らのご来場をお願いいたします。 

利用についてのお問い合わせは、各施設までお願いいたします。 

お問い合わせは、各スポーツ施設までお願い致します。 

●スカイアリーナ【第一体育館・会議室・トレーニングルーム】 

電話：072-724-3440、FAX072-724-3360 

※9:00～21:00 

  

●武道館【武道場・会議室・野球場・第一テニスコート】 

電話：072-721-7979、FAX072-724-4030 

※9:00～21:00 

  

●第二総合運動場 【第二体育館・会議室・グラウンド・第二テニスコート・トレーニングルーム】 

電話：072-729-4558、FAX 072-728-3772 

※9:00～21:00 

 

↓5/22更新内容 

令和 2年 5月 22日 

日頃より箕面市立総合運動場をご利用いただきありがとうございます。 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言の延長決定を受け、5月 31日（日曜日）まで利用を

休止としておりましたが、5月 21日（木）に府が緊急事態宣言解除措置の内容を踏まえ、段階的解除を判

断しましたので、屋内施設の一部も利用を再開いたします。 

2020年 5月 23日(土)より体育館・武道場・会議室のみ 

利用再開いたします。※スポーツのつどい・教室は当面の間、休止いたします。 

（トレーニングルームは、利用休止継続となります。） 

利用については、施設までお問い合わせをお願いいたします。 



※更衣室・シャワーは引き続き利用不可となります、お手数おかけいたしますがお着替えは済ませ

てからのご来場をお願いいたします。 

●スカイアリーナ※窓口は 5/23より 9：00～21：00までとなります。 

電話：072-724-3440、FAX072-724-3360 

●武道館 ※窓口は 5/23より 9：00～21：00までとなります。 

電話：072-721-7979、FAX072-724-4030 

●第二総合運動場 ※窓口は 9：00～21：00までとなります。 

電話：072-729-4558、FAX 072-728-3772 

 

↓5/15更新内容 

令和 2年 5月 15日 

日頃より箕面市立総合運動場をご利用いただきありがとうございます。 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言の延長決定を受け、5月 31日まで利用を休止として

おりましたが、5月 14日に府が緊急事態措置の内容を踏まえ、段階的解除を判断しましたので、屋外施

設（テニスコート、野球場、グラウンド）のみ利用を再開いたします。 

2020年 5月 16日より屋外施設のみ利用再開いたします。 

※更衣室・シャワーは引き続き利用不可となります、お手数おかけいたしますがお着替えは済ませ

てからのご来場をお願いいたします。※スポーツのつどいは当面の間、休止いたします。 

（屋内施設：体育館・武道場・会議室・トレーニングルームは、利用休止継続となります。） 

 

●武道館【野球場・第一テニスコート】 ※窓口は当面の間、9：00～17：00までとなります。 

電話：072-721-7979、FAX072-724-4030 

●第二総合運動場 【グラウンド・第二テニスコート】※窓口は 9：00～21：00までとなります。 



電話：072-729-4558、FAX 072-728-3772 

 

※スカイアリーナ窓口、は営業しておりませんが、9:00～17：00 まで電話及びファックスによる

お問い合わせは受け付けておりますので、下記までお問い合わせをお願い致します。 

●スカイアリーナ【第一体育館・会議室・トレーニングルーム】 

電話：072-724-3440、FAX072-724-3360 

ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。 

ご理解のほど、何卒よろしくお願いいたします。 

再開のお知らせをお待ちくださいますようお願いいたします。 

 

↓5/8更新内容 

令和 2年 5月 8日 

日頃より箕面市立総合運動場をご利用いただきありがとうございます。 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言の延長決定を受け、5月 10日（日曜日）まで施設利

用を休止としていましたが、5月 31日（日曜日）まで延長します。 

※ただし、5月 15日（金曜日）に府が緊急事態措置の内容を踏まえ、段階的解除を判断した場合は、対

応変更の可能性があります。（令和 2年 5月 7日時点） 

① 2020年 5月 31日(日)まで利用休止期間を延長いたします。 

（屋外施設→グラウンド・野球場・テニスコート、 

屋内施設：体育館・武道場・会議室・トレーニングルーム全て休止） 

② 2020年 5月 31日(日)まで施設窓口も休止いたします。 

施設窓口は営業しておりませんが、9:00～17：00 まで電話及びファックスによるお問い合わせは

受け付けておりますので、各スポーツ施設までお願い致します。 

●スカイアリーナ【第一体育館・会議室・トレーニングルーム】 

電話：072-724-3440、FAX072-724-3360 

●武道館【武道場・会議室・野球場・第一テニスコート】 



電話：072-721-7979、FAX072-724-4030 

●第二総合運動場 【第二体育館・会議室・グラウンド・第二テニスコート・トレーニングルーム】 

電話：072-729-4558、FAX 072-728-3772 

ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。 

ご理解のほど、何卒よろしくお願いいたします。 

再開のお知らせをお待ちくださいますようお願いいたします。 

 

 

↓5/1更新内容 

令和 2年 5月 1日 

日頃より箕面市立総合運動場をご利用いただきありがとうございます。 

このたびの新型コロナウイルスの感染症拡大を受け 

2020年 5月 10日まで 

利用休止期間を延長いたします。 

（期間中、施設のスポーツ教室、大会、イベントも中止となります） 

ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。 

ご理解のほど、何卒よろしくお願いいたします。 

再開のお知らせをお待ちくださいますようお願いいたします。 

お問い合わせ先： 

スカイアリーナ 072-724-3440 

第二総合運動場 072-729-4558 

武道館 072-721-7979 

 



 

↓4/8更新内容 

令和 2年 4月 8日 

日頃より箕面市立総合運動場をご利用いただきありがとうございます。 

このたびの新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、 

2020年 4月 8日から 2020年 5月 6日まで 

野球場・多目的グラウンド・テニスコートの 

屋外施設の利用も全て休止いたします。 

（期間中、施設のスポーツ教室、大会、イベントも中止となります） 

ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。 

ご理解のほど、何卒よろしくお願いいたします。 

再開のお知らせをお待ちくださいますようお願いいたします。 

お問い合わせ先： 

スカイアリーナ 072-724-3440 

第二総合運動場 072-729-4558 

武道館 072-721-7979 

 

2020年 4月 11日から 2020年 5月 6日まで 

箕面市立総合運動場全ての窓口業務は休止いたします。 

4/11～5/6までの期間中、電話及びファックスでの問い合わせ受付時

間は 9時～17時までとなります。 



 

↓4/4更新内容 

令和 2年 4月 4日 

日頃より箕面市立総合運動場をご利用いただきありがとうございます。 

このたびの新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、 

2020年 4月 4日から 2020年 5月 6日まで 

体育館・武道場・会議室・トレーニングルーム・更衣室含む 

屋内施設利用を全て休止いたします。 

（期間中、屋内施設のスポーツ教室、大会、イベントも中止となります） 

ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。 

ご理解のほど、何卒よろしくお願いいたします。 

再開のお知らせをお待ちくださいますようお願いいたします。 

 

お問い合わせ先： 

スカイアリーナ 072-724-3440 

第二総合運動場 072-729-4558 

武道館 072-721-7979 

 

 

↓3/23更新内容 

令和 2年 3月 23日 

日頃より箕面市立総合運動場をご利用いただきありがとうございます。 



このたびの新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、 

当面の間【トレーニングルーム利用中止】いたします。 

楽しみにしてくださった皆様には心より深くお詫び申し上げます。 

ご理解のほど、何卒よろしくお願いいたします。 

再開のお知らせをお待ちくださいますようお願いいたします。 

当面の間【更衣室利用中止】いたします。 

ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。 

利用の皆様にはご不便をおかけいたしますが、利用中止期間中はお着換えを済ませたうえでご来場い

ただきますようお願いいたします。 

ご理解のほど、何卒よろしくお願いいたします。 

 

お問い合わせ先： 

スカイアリーナ 072-724-3440 

第二総合運動場 072-729-4558 

武道館 072-721-7979 

 

↓3/20更新内容 

令和 2年 3月 20日 

日頃より箕面市立総合運動場をご利用いただきありがとうございます。 

このたびの新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、 

当面の間【スポーツのつどい中止】いたします。 

※明日 3/21 より条件付きでつどい開催を再開する予定でおりましたが 

3/20、大阪府の新型コロナウィルス対策本部会議で緊急提案を踏まえてつどい開催の方針を転換いた

しました。 



楽しみにしてくださった皆様には心より深くお詫び申し上げます。 

ご理解のほど、何卒よろしくお願いいたします。 

再開のお知らせをお待ちくださいますようお願いいたします。 

お問い合わせ先： 

スカイアリーナ 072-724-3440 

第二総合運動場 072-729-4558 

 

↓3/19更新内容 

令和 2年 3月 19日 

日頃より箕面市立総合運動場をご利用いただきありがとうございます。 

このたびの新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、 

以下 3/31（火）まで利用中止期間延長をいたします。 

3/31（火）まで【トレーニングルーム利用中止】 

3/31（火）まで 【館内の更衣室利用中止】 

3/31（火）まで 【一部のジュニアクラスのスポーツ教室】  

（感染拡大防止に努め一部のジュニアスポーツ教室は開催いたします） 

中止延長となるジュニア教室 

＜スカイアリーナ＞ジュニアダンス 

＜スカイアリーナ＞幼児のための運動遊びＤ 

＜スカイアリーナ＞子ども身体づくりＡ水曜日 

＜スカイアリーナ＞子ども身体づくりＣ木曜日 



＜スカイアリーナ＞トランポリン A・B 

＜スカイアリーナ＞スポンジテニス A・B 

＜スカイアリーナ＞エヴェッサバスケットボール全クラス 

＜武道館＞チアリーディング A・B 

＜武道館＞幼児のための運動遊び 

＜武道館＞親子体操 

＜武道館＞新体操 A・Bクラス 

＜武道館＞カポェイラ 

＜第二総合＞幼児のための運動遊び 

＜第二総合＞エヴェッサバスケットボール全クラス 

＜第二総合＞バリアフリー親子体操 

楽しみにしてくださっていました皆様には、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。 

ご理解のほど、何卒よろしくお願いいたします。 

お問い合わせ先： 

スカイアリーナ 072-724-3440 

第二総合運動場 072-729-4558 

武道館 072-721-7979 

 

↓3/13更新内容 

令和 2年 3月 13日 

日頃より箕面市立総合運動場をご利用いただきありがとうございます。 

このたびの新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、 



3/31（火）まで 【ジュニアクラスのスポーツ教室】  

中止期間を延長いたします。 

楽しみにしてくださっていました皆様には、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。 

ご理解のほど、何卒よろしくお願いいたします。 

お問い合わせ先： 

スカイアリーナ 072-724-3440 

第二総合運動場 072-729-4558 

武道館 072-721-7979 

 

↓3/5更新内容 

令和 2年 3月 5日 

日頃より箕面市立総合運動場をご利用いただきありがとうございます。 

このたびの新型コロナウイルスの感染拡大を受け、 

3/6(金)～3/20（金）まで 【トレーニングルーム利用中止】 

3/6(金)～3/20（金）まで 【館内の更衣室利用中止】 

3/2（月）～3/15（日）まで 【スポーツ教室中止】 

2/28（金）～3/20（金）まで 【スポーツのつどい中止】 

楽しみにしてくださっていました皆様には、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。 

ご理解のほど、何卒よろしくお願いいたします。 

お問い合わせ先： 

スカイアリーナ 072-724-3440 

第二総合運動場 072-729-4558 



武道館 072-721-7979 


