
休場日

施設利用料金*2
（入場～退場）

施設利用時間

利用可能団体*3

*3　原則として学校団体（高校以下）は、学校長と顧問の署名捺印の基、申し込みください

元町公園 常盤公園 本郷ふじやま公園

管理者
勤務時間帯

8:00～18:00
（水曜・土曜夜間貸切時21:00迄）

7:30～17:30
（夏季は18:30）

8:00～18:00

会場時間
(開門～閉門）

8:45～17:30
（水曜・土曜夜間利用時21:00）

8:45～17:00
(5月16日～8月15日の夏季18:00迄）

8:45～18:00

射場利用時間*1
（行射可能時間帯）

9:00～17:00（水・土曜は20:30） 9:00～16:30(夏季は17:30迄） 9:00～17:30

利用可能日（原則）

平日：水曜日
土曜：午後の第３、第４
日曜：第１
夜間：水・土（団体専用）

平日：制限なし
土日：第１、第３、第５
日曜日：土日で個人利用枠が確保できない
場合は不可

平日：水曜日、金曜日
土曜日：第２、第４
日曜日：第１、第３、第５
*土曜・日曜日で個人利用枠確保できない場
合は不可

入場　8:45～退場　17:30
＜射場利用＞9:00～17:00
（12時頃は安土整備の為利用不可）
(夜間貸切時は17:00に退場）

入場　8:45～退場　16:45（夏季17:45）
＜射場利用＞9:00～16:30（夏季17:30）
（12時頃は安土整備の為利用不可）

入場　8:45～退場　17:45
＜射場利用＞　9:00～17:30
（12時～１時は安土整備等で利用不可）

*個人利用は、原則有段者です。無段の方は管理室にご相談下さい。

*個人利用は、市内外を問わず利用可能です。

*高校生以下の個人利用の場合は、管理室に相談ください

*2　施設への入場から退場までの利用料金です（個人の準備および片づけ時間含む）

【午前貸切】
入場時間8:45～12:00
＜射場利用＞9:00～11:45
（平日２，７００円/日・休日４，２００円）

【午前貸切】
入場時間　8:45～12:00
＜射場利用＞9:00～11:45
（平日２，７００円/日・休日４，２００円）

【午前貸切】
入場時間　8:45～12:00
＜射場利用＞9:00～11:45
（平日２，７００円/日・休日４，２００円）

元町公園 常盤公園 本郷ふじやま公園

（原則）横浜市内の弓道団体・学校関係
及び、全国各地連弓道団体

（原則）横浜市内の弓道団体・学校関係
但し、遠的場は、県連所属団体

（原則）横浜市内の弓道団体・学校関係

【1日貸切】
入場8:45～16:45
＜射場利用＞9:00～16:30
（平日６，９００円/日・休日１０，８００円）

【1日貸切】
入場8:45～16:45（夏季17:45）
＜射場利用＞9:00～16:30（夏季17:30）
（平日６，９００円/日・休日１０，８００円）

【１日貸切】
入場時間8:45～17:45
＜射場利用＞　9:00～17:30
　（平日６，９００円/日・休日１０，８００円）

運営管理

【午後貸切】
入場時間　12:45～17:00
＜射場利用＞13:00～16:45
(平日４，２００円/日・休日６，６００円）

【午後貸切】
入場時間　12:45～16:45（夏季17:45）
＜射場利用＞13:00～16:30(夏季17:30)
(平日４，２００円/日・休日６，６００円）

【午後貸切】
入場時間　12:45～17:45
＜射場利用＞13:00～17:30
(平日４，２００円/日・休日６，６００円）

団体施設利用時間
(施設利用料金）

＊大会開催時の入場
退場時間は、管理室
に相談ください

利用申込み
（申込先：各道場管理

室）
(詳細は、各道場管理
室に問い合わせくださ

い）

【一日・午前・午後】
利用前月の１日～１０日
（キャンセルは５日前まで）
*空きがある場合は、前月20日まで先着順
【夜間団体専用枠】
水曜・土曜の夜間
利用月の３ケ月前の１日～１０日まで

【一日・午前・午後】
利用前月の１日～１０日(競合時抽選）
（キャンセルは５日前まで）
*空きがある場合は、前月20日まで先着順

【一日・午前・午後】
利用前月の１日～１０日(競合時抽選）
（キャンセルは５日前まで）
*空きがある場合は、前月20日まで先着順

【競合時】
管理室から申込み連絡者に抽選日程を連
絡します。
【年度予定提出】
県弓道連盟・市弓道協会・区体協の所属団
体計画提出は前年12月末迄。
2月末までに提出団体と調整実施。

【競合時】
管理室から申込み連絡者に抽選日程を連
絡します。
【年度予定提出】
県弓道連盟・市弓道協会・区体協の所属団
体計画提出は前年12月末迄。
2月末までに提出団体と調整実施。

【競合時】
管理室から申込み連絡者に抽選日程を連絡
します。
【年度予定提出】
県弓道連盟・市弓道協会・区体協の所属団
体計画提出は前年12月末迄。
2月末までに提出団体と調整実施。

団体貸切利用

【夜間貸切】
入場時間17:00～21:00
＜射場利用＞17:15～20:30
（夜間6,300円）

１時間１３０円 １時間１３０円 １時間１３０円

毎月第３月曜日
12月28日午後大掃除
12月29日～1月3日

毎月第２月曜日
12月28日午後大掃除
12月29日～1月3日

毎月第４月曜日

12月29日～1月3日

個人利用
元町公園 常盤公園 本郷ふじやま公園

*1　射場利用終了時間から会場閉門までは、安土整備・清掃・施錠他を実施



常盤公園の利用時間　2019年4月1日時点

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

＜運営管理＞ 7:30 17:30 18:30

管理時間

夏季：5月16日～

8:45 17:00

開門時間 18:00

9:00 16:30

射場利用時間 17:30

※12:00頃安土整備で一次利用不可

【個人利用時間帯/団体貸切午前の場合】

8:45 12:00 16:45

入場時間

9:00 11:45 12:00 16:30

射場利用時間

※11:45～12:00安土整備で利用不可

【個人利用時間帯/団体午後貸切の場合】

8:45 12:45 16:45

入場時間

9:00 12:30 13:00 16:30

射場利用時間

※12:30～13:00安土整備で利用不可

8月15日

個人利用/団体利用 

個人利用 

個人利用 

個人利用 

個人利用 

団  体 

団  体 

団  体 

団  体 

夏季 

夏季 

夏季 



元町公園の利用時間　　　2019年4月1日から

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

＜運営管理＞ 8:00 18:00 21:00

管理時間

8:45 17:30 21:00

開門時間

※夜間貸切時は17:00迄に退場
9:00 17:00 17:15 20:30

射場利用時間

※12:00頃安土整備で一次利用不可 ※夜間貸切時は17:00～17:15射場整備

【個人利用時間帯/団体貸切午前の場合】

8:45 12:00 17:30 21:00

入場時間

※夜間貸切時は個人17:00迄に退場

9:00 11:45 12:00 17:00 17:15 20:30

射場利用時間

※11:45～12:00安土整備で利用不可

【個人利用時間帯/団体午後貸切の場合】

8:45 12:45 17:00 21:00

入場時間

9:00 12:30 13:00 16:45 17:15 20:30

射場利用時間

※12:30～13:00安土整備で利用不可

※16:45～17:15安土整備で利用不可

個人利用/団体利用 

個人利用 

個人利用 

個人利用 

個人利用 

団  体 

団  体 

団  体 

団  体 

水・土（団体） 

水・土（団体） 

水・土（団体） 

水・土（団体） 

水・土（団体） 

水・土（団体） 

水・土（団体） 



本郷ふじやま公園の利用時間　　2019年4月1日時点

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

＜運営管理＞ 8:00 18:00

管理時間

8:45 18:00

開門時間

9:00 17:30

射場利用時間

※12:00～13:00安土整備で利用不可

【個人利用時間帯/団体貸切午前/午後の場合】

8:45 12:00 12:45 17:45

入場時間

9:00 11:45 13:00 17:30

射場利用時間

※11:45～13:00安土整備で利用不可

個人利用/団体利用 

個人/団体 利用 

個人/団体 利用 

個人/団体 

個人利用 


