
横浜市神奈川地区センターは、幼児からお年寄りまでの幅広い層の市民の方々が、

自らの生活環境の向上のため自主的に活動し、スポーツや文化活動を通じて相互交流を

深め地域コミュニティーの醸成を図ることを目的に設置されています。

開館時間 月〜土　　午前９時〜午後９時

日・祝日　　　午前９時〜午後５時
　小学生は午後5時、中学生は午後6時まで（除く　保護者同伴、団体利用）

休館日 毎　　月　　第2月曜日（祝日の場合は、翌日）

年末年始　12月28日〜1月4日

横浜市神奈川地区センター HP

   〒221-0046　横浜市神奈川区神奈川本町8-1
　　Tel　045-453-7350　Fax　045-453-7351

  　ホームページ　　 神奈川地区センター　　　

  　ツイッター 神奈川地区センター　ツイッター　　 Twitter

 　指定管理者 （横浜市指定NPO法人）

NPO法人こらぼネット・かながわ
   〒221-0051　横浜市神奈川区幸ケ谷4（幸ケ谷公園コミュニティハウス内）

　　Tel　045-441-1230　Fax　045-441-1233

  　ホームページ　　　　こらぼネット・かながわ　　

横浜市神奈川地区センター

利用案内

検索

検索

検索
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【部屋案内】

定員
（人）

面積
（㎡）

利用料金
（円）

主な利用方法

ー ー ー
来館者受付、物品・図書貸出し
 印刷サービスなど

談話コーナー 12 ー 談話など

飲食コーナー 24 ー 飲食・談話など

8 56 ー 読書・学習など

ー 48 ー 未就学児童・幼児の遊び場

28 44 ー 囲碁・将棋・談話・勉強など

全面 540 1950/3H

2/3面 360 1300/3H

1/3面 180 650/3H

トレーニング
コーナー

ー 46 ー
個人利用の時間帯はこども（小学生以
下）の遊び場

18 29 560/4H 
会議・手工芸・楽器練習・合唱・麻雀な
ど

36 85 1800/4H 演奏・合唱・ピアノ・ボイトレなど

48 75 1400/4H
会議・手工芸・美術・ダンス・ヨガ・麻雀
・コーラス(中小一体利用時のみ）など

24 35 640/4H
会議・手工芸・美術・ダンス・ヨガ・麻雀
など

全面 52 70 1280/4H 合唱・楽器練習・ヨガ・麻雀など

手前(12.5畳） 28 40 710/4H

奥(10畳）水屋付 24 30 570/4H

24 69 1480/4H 料理教室・会合・楽器練習など

＊

＊

＊ 料理室の料理以外での利用の場合、利用料金は1260円/4Hとなります。

＊ 利用当日、前後のコマが利用可能な場合は、1時間単位での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。（小数点以下は切捨て）

【部屋の利用方法】

◆個人利用【無料】

＊ 受付で入館表にご記入ください。

＊ ロビー、図書コーナー、プレイルーム、２階娯楽コーナー、個人利用時間帯の体育室がご利用できます。

＊ 体育室での卓球・バドミントン・バスケット・やわらかボールは30分交代です。事前に受付表に記入してください。

＊ 開館時間内はご利用出来ます。但し小学生は夕方５時、中学生は６時まで（保護者同伴や団体利用を除く）

＊ バドミントンのラケット・シャトルはご用意ください。

＊ 体育室内では、キャップ付き飲物以外の飲食はご遠慮ください。

＊

部屋名

受付窓口

図書コーナー

プレイルーム

音楽室

ロ
ビ
ー

中会議室

2階娯楽コーナー

グループ室

体
育
室

プレイルームでは必ず保護者の付き添いをお願いします。未就学児童や幼児だけでは入室できません。

和
室 着付け・会議・学習会・茶道・華道・ヨガ

など

座卓・座布団・机・椅子・花器
・茶道具・水屋・TV・DVD
・大型鏡・ホワイトボード・WiFi

料理室

小会議室

机・椅子・ホワイトボード・WiFi

受付には貸出し用備品として、囲碁　・将棋　・オセロ　・トランプ　・UNO　・街道すごろく　・CDラジカセ
・MDラジカセ・・アイロン　・液晶プロジェクター　・譜面台　・麻雀セット
・卓球ラケット/ボール　・バスケットボール・やわらかボールなどをご用意しています。

体育室のご利用には運動靴（上履き）をご用意ください。

調理器具・食器一式
・ホワイトボード・机・椅子・WiFi

机・椅子・自販機

300
卓球・バドミントン・バレーボール・バス
ケットボール・太極拳・健康体操・ダン
ス・大規模会合・幼児の運動会など

卓球台・バドミントンネット・バレー
ボールネット・電動バスケットゴール・
オーディオ・パイプ椅子

やわらかボール
・大型鏡（壁面観音開き）

机・椅子・ホワイトボード、中会議室と
の一体利用可、WiFi

机・椅子・テレビ・ビデオ・DVD・WiFi
・アンプ・ホワイトボード・大型鏡

56

机・椅子・図書約11000冊

幼児用おもちゃ、授乳スペース

机・椅子・ピアノ・エレクトーン
・ドラムセット・譜面台・オーディオ
・TV・DVD・ホワイトボード

備品他

受付カウンター・リソグラフ
・コピー機

机・椅子・日刊紙２紙

机・椅子
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占用でご利用いただけます。　但し、公的利用や自主事業などによりご利用できないこともあります。

ご利用に当たっては事前に利用申し込みを行ってください。

ア

日曜・祝日は１７時閉館ですので、夜間の時間帯はありません。

イ

　 時間 月 火 水 木 金 土 日・祝

 09:00～12:00 占用 占用 占用 占用 占用 占用 占用

12:00～15:00 占用 個人 占用 個人 占用 個人

15:00～18:00 個人 個人 個人 個人 個人 個人

18:00～21:00 占用 占用 占用 占用 占用 占用

（注）個人利用時間には準備(10分）及び片付け時間(20分）を含みます。

●

・毎月１日～７日まに２ヶ月先の仮予約を窓口・電話・FAX(所定の用紙)で受付し、10日に確定します。

・仮予約の日時が重複している場合は原則8日（休館日の場合は翌日）に公開抽選を行います。

・抽選の結果外れた場合は連絡します。重複しない場合は自動的に確定となり連絡はしません。

・仮予約はひとつの団体につき１ヶ月最大4コマまでです。（1コマ＝1部屋＊１利用時間帯）

・仮予約が確定した場合の利用料金の支払いは、原則として仮予約申込月の末日までにお願いします。

・架空団体名による重複のお申込みはお断りいたします。

・確定日以降のお申込みは先着順に受付を行ないます。空いていれば何件でもお申込みできます。

・窓口での受付の場合は、原則当日に手続きを、電話での受け付けの場合は原則１週間以内の
　お手続きをお願いいたします。

　全額返金いたします。　利用許可書兼領収書をお持ちください。

　お支払いいただいた利用料金は全額返金いたしません。

　「利用報告書」をお渡ししますので、必要事項をご記入の上お帰りの際に受付に提出してください。

　戻してください。尚、中会議室の机・椅子は片づけてあります。

・ご利用後は必ず清掃を行ないスタッフの点検を受けてください。

・占用利用は原状復帰が原則です。机・椅子・ネット・卓球台等備品を移動した場合は、元の位置に

（５）部屋の予約状況の確認

受付・電話でのお問い合わせの他、地区センターのホームページでもご確認できます。

・利用日当日は、受付カウンターに利用許可書をご提示ください。

（３）予約の取消し

・利用日の７日前までに利用取消しの申し出があった場合は、お支払いいただいた利用料金を

・利用日の６日前から利用日当日までの期間に利用取消しの申し出があった場合は、

（４）利用日当日の注意事項

・利用時間には、準備・後片付け・清掃・スタッフによる点検の時間が含まれています。

・電話にて利用日当日から6日以内に仮予約された場合は、利用料金は未納であっても

　同額のキャンセル料金を申し受けます。

（２）確定日以後の申込み

夜間

部屋の申込方法

（１）2ヶ月前仮予約

利用時間帯（体育室）

時間帯

午前

午後
個人

12:00～
17:00

◆占用利用【有料】
 「体育室」「グループ室」「音楽室」 「中会議室」 「小会議室」 「和室（手前・奥）」 ｢料理室｣ などを

利用時間帯（除く体育室） 午前　 9:00～13:00 午後　13:00～17:00 夜間　17:00～21:00
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【図書の利用】

◆図書カードの作成：「図書利用申込書」に必要事項を記載のうえ、受付で登録手続きを行ってください。

・

・ 返却は直接神奈川地区センター受付までご持参ください。

・

【利用上のお願い】

「営利を目的として利用する場合」や「センターの設置趣旨に反する場合」はご利用できません。

また、「施設の管理上必要がある場合」または「ご利用者がセンターの指示に従わない場合」は

その利用を取り消し、または禁止する場合があります。

◆飲食：飲食コーナーをご利用ください。

・ 部屋での飲食を希望される場合は、その旨「利用許可申請書」に記載してください。

・ 音楽室での飲食はご遠慮ください。体育室内ではキャップ付き飲物以外の飲食はご遠慮ください。

◆喫煙：敷地内は全面禁煙です。

◆駐車場：車での来館はご遠慮ください。２台分の駐車場は障がいのある方を優先させていただきます。

　やむを得ず必要な場合は、受け付けまでご相談ください。

◆盗難・事故：館内での盗難及び不慮の事故・怪我については責任を負いかねます。

◆破損・紛失：センターの備品・設備を重大な過失により破損した場合は弁償していただきます。

◆ごみ箱：設置しておりません。ゴミはお持ち帰りください。

◆ベビーカー：エントランスの専用スペースにおいてください。

◆落し物や忘れ物：保管期限は3か月です。（但し、傘は2週間）

◆ペット連れ：盲導犬、介助犬及び聴導犬を除き入館をお断りします。

【センターの催し・教室】
幼児から高齢者の方までを対象に各種の催し・教室を開催しております。

詳細は、広報よこはま神奈川区版、広報誌「そよかぜ」、地ホームページなどをご覧ください。

【個人情報の取扱い】
地区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。

【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、また各種のアンケート結果などは館内で

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下さい。

【交通案内図】

JR東神奈川駅より徒歩6分　　　　　　　　　

京急仲木戸駅より徒歩5分

東急反町駅より徒歩12分

・市バス 横浜市営バス36･29･82･31･39系統 等　　　　　　　　　　　

バス停二ッ谷町下車徒歩5分

◆図書コーナーの利用時間：開館時間内

・電　車

毎月１日に館内掲示するとともに、ホームページ、広報誌「そよかぜ」などでお知らせします。

◆利用の制限

◆図書の貸出し

カード１枚につき6冊まで借りられます。貸出し期間は2週間です。

◆新着図書の案内

〒

セブン

イレブン

神奈川警察署

神奈川

区役所反町

公園

二ツ谷町

バス停

卍

卍

神奈川地区センター
滝ノ川

公園

反町

交番
卍
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