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指定管理者  
  

 
  

 

〒224-0001 

横浜市都筑区中川 2-8-1 
    電話 （045）912-6973 

    FAX （045）912-6983 

横浜市営地下鉄ブルーライン 

「中川」駅下車 徒歩 3分 

特定非営利活動法人  

つづき区民交流協会 

http://www.tsuzuki-koryu.org 



利用のご案内 
                 平成 28年 10月 改正 

 
 地区センターは、地域の皆様に気軽に利用していただく施設です。サークル活動・研修会・読書・スポ

ーツなどの活動を通して、地域のふれあいや交流の場としてお気軽にご利用ください。 

  

（１）開館時間 

    月曜日～土曜日    ： 午前 9時～午後 9時まで 

    日曜日・祝日・振替休日： 午前 9時～午後 5時まで 

（２）休館日 

    毎月第２月曜日（第２月曜日が休日のときは翌平日） 

    年末年始（12月 28日から 1月 4日まで） 

（３）施設のご案内 

1階 

部屋 定員 利用区分 
利用料金/１コマ 

 ()内は午後 C 
備考 

体育室 ― 
団体 

個人 

全面 ： 1950 

2/3面： 1300 

1/3面： 650 

通常 A・B 面バドミントンネット、C 面卓球台６

台が設置されています。 

個人の時間帯は 30 分ずつ交代です。 

（小学生以上利用可）無料 

会議室３   20人 団体 450（300） 
体育室横の小会議室。 

楽器等の練習にご利用できます。 

ロビー ― 個人 ― 
トランプ等の貸し出しをしています。飲食コー

ナーもあり、菓子等の販売をしています。 

プレイルーム ― 個人 ― 
未就学児の遊び場です。必ず保護者が付添って

ください。 

図書コーナー ― 個人 ― 
蔵書は１万冊ほどです。１人２冊貸出できます。

図書カードが必要です。 

    
 

2階 

部屋 定員 利用区分 
利用料金/1コマ 
()内は午後 Cの料金 

備考 

学習コーナー   16人 個人 ― 
受付で席札をお取り下さい。 

（高校生以上利用可、PC利用不可） 

娯楽コーナー ― 個人 ― 
談話、囲碁、将棋等でご自由にご利用いただけ

ます。 

和室 １ 12 人 団体 480(320） 
茶道（水屋あり）、華道、着付け、会議、緩や

かな体操などに利用できます。一間 12 畳、 

ふすまを外し二間 24畳の利用も可能です。 

 和室 ２ 12 人 団体 480(320） 

工芸室 24 人 団体 630(420) 

簡易防音室です。音楽室としても利用できます

が、楽器の種類や台数によっては、利用できな

い場合があります。 

会議室１ 42 人 団体 930(620) 
パーテーションを取り除けば大会議室として

利用できます。 

会議室 1 鏡有り 

会議室 2 ピアノ有り 
会議室２ 42 人 団体 900(600) 

料理室 24 人 団体 660 
1 枠 2時間、連続 6時間まで利用できます。 



  

（４）利用時間区分 

＜会議室・和室・工芸室・体育室＞ 

 

                

 

    

 

 

＜料理室＞                        

    

                  

 

 

 

 

 

 

 

（５）体育室の利用区分 

 

 

（６）利用方法 

    ①個人で利用する場合 

     １階ロビー、２階娯楽コーナー、図書コーナー、学習コーナー、プレイルーム、 

     個人利用時間帯で体育室（卓球 6台・バドミントン２面）が無料で利用できます。 

     ＊小学生、中学生は、帰宅時間が遅くならないように利用許可時刻を決めています。 

       小学生 午後 5時まで（12 月～1 月までは午後 4時半まで） 

       中学生 午後 6時まで 

    ②団体で利用する場合 

     会議室 1・2・3、工芸室、料理室、和室 1・2、体育室は有料で占用使用できます。 

    

（７）利用手続き 

    ①個人利用の場合は、受付で入館者記入表に○印を記入してください。 

    ②団体利用の場合は、事前に団体登録・予約が必要です。予約申込は、1 ヶ月前から受付けます。

詳細は、別紙「団体利用案内」をご覧ください。 

    ③個人でも、前日・当日に限り各室に空きがある場合は有料で占用利用できます。 

 

 

 

 

平日・土 

午前 9:00～12:00 

午後 A 12:00～15:00 

午後 B 15:00～18:00 

夜間 18:00～21:00 

日・祝日 

午前 9:00～12:00 

午後 A 12:00～15:00 

午後 C 15:00～17:00 

平日・土 

午前 A 9:00～11:00 

午前 B 11:00～13:00 

午後 A 13:00～15:00 

午後 B 15:00～17:00 

夜間 A 17:00～19:00 

夜間 B 19:00～21:00 

日･祝日 

午前 A 9:00～11:00 

午前 B 11:00～13:00 

午後 A 13:00～15:00 

午後 B 15:00～17:00 

時間帯 月 火 水 木 金 土 日・祝 

午前 
（9時～12時） 

団体 団体 団体 団体 団体 団体 団体 

午後 A 
（12時～15時） 

団体 団体 団体 団体 団体 個人 個人 

午後 B 
（15時～18時） 

個人 
（17：30まで） 

個人 個人 
（17：30まで） 

個人 個人 
（17：30まで） 

個人 
（17：30まで） 

個人 
（16:30まで） 

夜間 
（１８時～２１時） 

団体 個人 

（20：30まで） 
団体 個人 

（20：30まで） 
団体 団体  



 

（８）利用上のお願い 

    ①利用の制限 

     ・営利を目的とする利用はできません。 

     ・講師主催の会は利用できません。（講師自ら会の代表となり、部屋の申込をすることはできま

せん。） 

     ・部屋の収容人数を超えて利用することはできません。 

    ②体育室のご利用について 

      体育室用の靴をご用意ください。水分補給以外の飲食はできません。団体利用の方でロッカ

ーやシャワーをご利用される場合は、受付にお申出ください。使用後は清掃をお願いします。

ただし個人利用の方のシャワー利用はできません。 

    ③プレイルームのご利用について 

      幼児の遊び場としてご利用いただけます。必ず保護者が同伴してください。危険防止のため

小学生以上（保護者をのぞく）は入室できません。 

      平日 9：00～19：00  休日 9：00～16：45 

    ④図書の貸出について 

      図書は１人２冊、２週間貸出できます。貸出には中川西地区センターの図書カードが必要で

す。カード作成は名前と住所の確認できるもの（保険証、免許証等）を提示して受付にお申

込みください。カードの発行は閉館３０分前までとさせていただきます。 

    ⑤駐車場のご利用について 

      駐車場は７台まで利用可能です。団体利用者は、部屋の申込時に１台事前予約ができますが、

原則利用日前日の１４時からの電話予約になります。駐輪場、駐車場は、当館をご利用の時

間中のみ利用できます。＊自主事業ご参加の方は公共交通機関のご利用をお願いします。 

    ⑥飲食、飲酒、喫煙について 

     ・飲食は１階飲食コーナーをご利用ください。団体利用の場合で、飲食の予定のあるときは、

予約の際にお申出ください。 

     ・飲食に伴うゴミは、すべてご自宅までお持ち帰りください。 

     ・飲酒はできません。 

     ・館内、および敷地内は、全面禁煙です。 

    ⑦備品の貸出について 

ピアノ、キーボード、CDデッキ、DVD デッキ、カラオケ機器、プロジェクター、譜面台、 

可動式鏡等の備品を貸し出しています。ご希望の場合は、事前にお申込みください。 
⑧館内での事故（怪我、紛失、盗難）は、一切責任を負いません。 

    ⑨設備、建物、備品、貸出図書等を故意、または重大な過失により破損、紛失した場合は弁償し

ていただくこともあります。 

    ⑩ご意見箱の設置について 

      ご意見、ご要望のある方は、館内に設置しているご意見箱をご利用ください。 

     
 

 

 

       ～他、詳しい利用案内等は直接窓口にお尋ねください～


