地区センターは、幼児から高齢者までの幅広い地域の皆さんが、語り合い、
学びあう場として気軽に利用していただく施設です。 スポーツ・レクレーション・
サークル活動などを通して相互交流を深めることを目的としています。

【開館時間】

平 日
日・祝

9：00～21：00
9：00～17：00

【利用時間】

一 般
中学生
小学生

開館時間内
18 時まで
17 時まで（除く、保護者同伴や団体利用の場合）

【休 館 日】

毎 月
第 4 月曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始 12 月 28 日～1 月 4 日

HP
〒221-0015 横浜市神奈川区神之木町 7-1
Ｔｅｌ：045-435-1712/Ｆａｘ：045-435-1796
HP こらぼ神之木地区センター 検索
管理運営：NPO 法人こらぼネット・かながわ
（横浜市認定・指定 NPO 法人）
HP こらぼネット・かながわ 検索

Ver2018.12

Twitter

【館内案内図】

娯楽・飲食・囲碁コーナー

中会議室

小会議室

料理室

3 階案内図

音楽室

受付

工芸室

パソコンコーナー

図書・勉強コーナー

4 階案内図

プレイルーム

和室（大）
（多目的室）

和室（茶室）

4 階会議室
レクレーションホール
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【個人利用（無料）のご案内】
開館時間中は娯楽・飲食・囲碁コーナー、図書・勉強コーナー、パソコンコーナー、持込みパソコン優先席
プレイルーム、レクレーションホールの個人利用時間帯は、いつでも無料でご利用いただけます。
入館時には受付にて入館者数カウンターを押してください。
パソコン・囲碁・将棋・オセロ・卓球・バドミントンをされる方は受付表にご記入ください。

部屋名
娯楽・飲食・囲碁コーナー

利用目的・備品など
飲食・談話・囲碁・将棋・オセロ・トランプなどに。 机 12、椅子 36、低机 3、低椅子 6
幼児用椅子 4 自動販売機 2 台

図書・勉強コーナー

読書や勉強にご利用いただけます。図書を約 1.2 万冊、市・区・県の公報や各種
情報誌、ちらし、神奈川新聞などを備えています。
●児童図書・絵本・紙芝居・一般図書の貸出
・受付で「図書利用申込書」に記入し、図書カード作成の手続きを行ってください。
図書カードの再発行については実費（￥100）の負担をお願いします。
・貸出期間は 2 週間、貸出冊数は一人 6 冊（ただし、新着図書の場合は１冊）
・図書の予約は図書予約用紙にご記入ください。予約本が戻りましたら電話にて
連絡いたします。
・新規購入図書については館内掲示や「神之木だより」をご覧ください。
・図書を破損・紛失されたときは、原則として同じ図書を弁償していただきます。

パソコンコーナー

インターネット接続のパソコン 2 台を自由にご利用いただけます。

持込みパソコン優先席

パソコンを持ち込んで仕事・勉強をする人のための優先席です。
電源及び無線 LAN(WiFi）を無料で使用できます。

幼児（未就学児）と保護者の遊び場です。毎週木曜日には子育て支援者による

プレイルーム

子育て相談があります。授乳スペースあり。玩具多数あり。
レクレーションホール

個人利用時間帯に卓球やバドミントンにご利用いただけます。
卓球は 1 時間交代（小中学生は 30 分）、バドミントンは 20 分交代です。
尚、卓球ラケット・ピンポン玉を貸し出しております。
レクホールでは上履きに履き替えてください。
キャップ付の飲み物以外の飲食はご遠慮ください。

●レクレーションホールの時間帯
時間帯

月

火

午前（9～12 時）

水

木

金

団体

土

日・祝

個人

団体

午後 1(12～14 時)

団体

個人

午後 2（14～18 時）

個人

～17 時

夜間（18～21 時）

団体

団体
個人

団体

団体
個人

団体

団体

団体：団体占有利用
個人：個人利用（土曜日の 9 時～12 時（かみのき朝からだ体操のある時は 10 時～12 時）は
バドミントン、それ以外は卓球））
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【団体での部屋占有利用（有料）のご案内】
中会議室・小会議室・工芸室・音楽室・茶室・和室大・料理室・レクレーションホール・4 階会議室などを
占有でご利用いただけます。ただし、公的利用や自主事業などによりご利用出来ないこともあります。
ご利用にあたっては事前に利用申込みを行ってください。

●一般の部屋(除くレクレーションホール)の時間帯：4 時間単位
午前：9：00～13：00

午後：13：00～17：00

夜間：17：00～21：00

尚、日曜・祝日は 17 時閉館のため、夜間の時間帯はありません。

●レクレーションホールの時間帯： 3 時間あるいは 2 時間単位
P3 の「レクレーションホールの時間帯」の表に示された団体占有利用の時間帯となります。

●部屋のご案内
部屋名

中会議室
（フローリング）

小会議室

定員
（人）
48

24

面積
（㎡）
79

42

利用
料金（円）
1,440/4H

760/4H

（フローリング）

利用目的（備品）
会議・囲碁・ダンス・体操・演劇・手工芸・パーティ・パソコンなど
小会議室と一体利用可
（机・椅子・ホワイトボード・TV/DVD・大型鏡・オーディオ・マイク・
湯茶セット・無線 LAN）

会議・囲碁・ダンス・手工芸・書道・美術・パソコン・麻雀など
料理室と内扉で連結
（机・椅子・ホワイトボード・湯茶セット・大型鏡・無線 LAN）

華道・美術・工芸・工作・楽器演奏・合唱・麻雀など

工芸室

24

61

1,120/4H

（フローリング）

（机・椅子・ホワイトボード・花器・大工道具・イーゼル・七宝焼釜・
電子ピアノ・湯茶セット）

楽器演奏・合唱・和太鼓・ピアノ・麻雀など

音楽室
（カーペット）

茶室
（10 畳 2 間）

和室大
（多目的室）

50

98

2,080/4H

（机・椅子・ピアノ・オーディオエレクトーン・和太鼓・タイヤ・大型鏡・
譜面台・メトロノーム）

24

79

1,440/4H
片面 720

茶道・手工芸・着付け・ヨガ・麻雀など、2 分割利用可

60

91

1,680/4H

（フローリング）

1,440/4H

料理室
（ビニタイル）

レクレーショ
ンホール

24

69

1,220/4H
200

347

（フローリング）

4 階会議室
（ビニタイル）

料理外

1,260/3H
840/2H
片面：半額

15

24

440/4H

（茶道具・座卓・座イス・正座補助椅子・姿見・座布団・ホワイトボード）

楽器演奏・合唱・カラオケ・ヨガ・体操・演劇・囲碁・着付け・会議・
パーティ・麻雀など
（机・椅子・座卓・座イス・TV/DVD・通信カラオケ・電子ピアノ・姿見・
・大型鏡・ホワイトボード・湯茶セット）

料理講習・パン講座・焼肉パーティ・お誕生会・会議・パソコンなど
（調理道具・調理台・ガスオーブン・コンロ・電子レンジ・ガス釜・
食器一式・ホットプレート・無線 LAN）

ダンス・体操・太極拳・卓球・ソフトバレーボール・バドミントン・
ユニカール・大規模会合など 2 分割利用可、舞台付
（卓球台・バドミントンおよびソフトバレー用ポール＆ネット・オーディオ・
ホワイトボード・椅子 170 脚・エクササイズマット・大型鏡）

会議・ダンス・手工芸・書道・楽器演奏・麻雀など
（机・椅子・ホワイトボード）

・受付には貸出用物品として、カセットデッキ、MD/CD デッキ、TV、ブルーレイディスクプレーヤー、DVD プレーヤー、
譜面台、延長コード、ギター足台、大型鏡、エクササイズマット、将棋、 囲碁、オセロ、トランプ、プロジェクター、
正座補助椅子、麻雀セット、ポータブル PA（アンプ）、電子ピアノ（卓上）などを備えています。
・尚、利用当日において利用前後のコマが利用可能な場合、1 時間単位で前倒しあるいは延長利用が可能です。
その場合の利用料金は各部屋の 1 時間当たりの料金となります。
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●部屋の申込み方法
（１）2 か月前仮予約
・毎月 1 日～7 日に 2 ヶ月先の仮予約を窓口、電話、FAX で受付け（4 件/月）、10 日（確定日）に確定します。
・仮予約が重複している場合は、公開抽選（原則 8 日）にて決定します。抽選の結果は落選した場合のみ
ご連絡します。仮予約が重複していない場合は自動的に確定（申込みの受理）となります。
・仮予約が確定した場合は、原則として仮予約申込月の末日迄に利用料金をお支払いください。
（２）確定日以後の申込み
・2 か月前仮予約の確定日以降の申込みは、2 か月先まで先着順に窓口・電話で何件でも受け付けます。
・窓口での申込みの場合は原則当日に利用料金をお支払いください。電話での申込みの場合は、原則
一週間以内に利用料金をお支払いください。
（３）予約の変更・取消
・利用日の 7 日前までに予約の取消の申し出があった場合、利用料金は全額返金いたします。
尚、返金のときは、利用承認書及び領収書をお持ちください。
・利用日の 6 日前から利用当日までの予約の取消については利用料金を返金いたしません。
・電話にて利用日当日から 6 日以内に予約された場合は、利用料金が未納であっても、同額の
キャンセル料を申し受けます。
・予約の取消のお申し出がない限りは、利用料金が未納であっても自動的に取消とはなりません。
（４）空き室状況の確認
電話・窓口・ホームページの施設概要ほか、横浜市の地区センター情報システムからもご確認できます。
横浜市神之木地区センター 検索
（５）部屋利用当日の注意事項
・利用日当日は、受付に「利用許可書兼領収書」をご提示ください。
・利用時間には準備・後片付け・清掃・点検の時間が含まれています。
・部屋使用後の床・机などの清掃、備品などの後片付けなどは、利用終了時間の 10 分程度
（料理室は 20 分程度）前からお願いします。
・部屋の使用後の清掃や後片付け終了後、係が点検に伺いますので受付までご連絡ください。
・お帰りの際は「利用報告書」に必要事項を記入のうえ、受付に提出してください。

【利用上のお願い】
●利用の制限
「営利のみを目的とした利用」、「企業活動の一環としての研修・営業会議・講習会などの利用」は出来
ません。また、他の利用者への危険や混乱が予想される場合は利用を制限させていただきます。
●飲食の制限
飲食は飲食コーナーをご利用ください。部屋内(除くプレイルーム)での飲食（お茶、菓子、昼食）は可能です
が、飲酒が主な目的の場合はご利用できません。なお、音楽室については、機密性が高いため飲食はご遠
慮ください。 また、レクレーションホールについてはキャップ付の飲み物以外はご遠慮ください。
●ゴミ箱
ゴミ箱は設置しておりません。ゴミはお持ち帰りください。
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●喫煙
敷地内は全面禁煙です。
●駐車場
地区センターには専用の駐車場はありませんので、車での来館はご遠慮ください。
身体の不自由な方、あるいは大きな荷物を運搬する場合は事前に申し出ください。
●盗難・事故
館内における盗難・事故（ケガ）については責任を負いかねますので、ご注意ください。
●破損・紛失
センターの設備、貸与を受けた物品を故意、または重大な過失により破損・紛失した場合は
弁償して頂きます。
●落し物、忘れ物・・ 保管期間は 3 ヶ月です。尚、忘れ傘は 2 週間です。
●ペット連れ・・盲導犬、介助犬及び聴導犬を除きペット連れの入館はお断りします。

【個人情報の取扱い】
当センターが収集した個人情報は、その収集した目的以外には使用いたしません。
また、本人の同意なしで第三者に提供することもありません。

【センターの催し・教室】
幼児から高齢者までを対象として各種の催し・教室を開催しております。（H28 年度の実施例）
詳細は、広報よこはま神奈川区版、神之木だより、ホームページなどをご覧ください。
（１） 子育て支援講座：子育て相談、親子でワッと遊ぼう、おはなしのとびら、コアラびくす、
リズムの色と音のかたち など
（２） 健康生活講座：朝からだ体操、トワイライトヨガ、体幹エクササイズなど
（３） 生涯学習支援講座：男子厨房部、布夢彩画、おりがみ教室など
（４） 子ども・若者元気プラン：こどもクッキング、サイエンス教室など
（５） ふれあい交流事業：レクホールコンサート、0602 イベント、七福館巡り、地区センターまつり など

【情報の公開】
地区センター委員会や利用者会議の配布資料や議事録、また、各種アンケートの結果などは館内で
自由に閲覧できます。事業報告書や事業計画書の閲覧をご希望の方は受付にお申し出ください。

【各種サービス】
●展示コーナー： 3 階廊下壁面に作品（写真・絵画など）の展示をご希望の方は受付にお申し出ください。
●リサイクルコーナー： ご家庭で不要になりました図書・CD・DVD などにご利用ください。
●「ゆずります・ゆずってください」コーナー： ご家庭で不要になりました玩具などにご利用ください。
●印刷コーナー： 印刷をご希望の方は受付までお申し出ください。(有料)

【交通案内図】
JR 横浜線 大口駅東口下車 徒歩 5 分
市営バス 213 系統 大口駅東口 下車徒歩 1 分

「笑顔で・明るく・親切に」をモットーに
みなさまのお越しをお待ちしております。
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