
横浜市仲町台地区センター利用案内 
 

～街かどにふれあいひろがる～ 

 

                  
 

 
 

                  

          

 

 

所在地：〒224-0041 

      横浜市都筑区仲町台２－７－２ 

  TEL  ：045-943-9191 FAX: 045-943-9131 

  交通 ：地下鉄仲町台駅から徒歩 3分        

指定管理者：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 27年 05月改定 

 

 

 

 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ご利用ください。 

 仲町台地区センターでは、下記の運営方針で利用者の皆様の地域交流の拠点となるよう努力しておりま

す。 

 

 

運営方針 

１．明るく、清潔、安全で気軽で楽しい施設の運営を行います。  

２．地域力を生かし、地域に愛される施設として利用者の目線で運営します。  

３．「目配り・気配り・心配り」をモットーに地域交流・街づくり支援を目指します。 

 

（１）休館日 

    毎月第２月曜日（月曜日が祝日や振替休日のときは次の日） 

    年末年始（12月 28日から 1月 4日まで） 

 

（２）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 

 

（３）利用手続き 

    ①個人利用の場合は、受付で入館記録表に○印を記入してください。 

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

     詳細は、別紙＜利用団体の申込方法＞をご覧ください。 

 

（４）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。 

     ・不特定多数に参加を呼びかけるときは、人数が確定した段階でお申込ください。 

    ②駐車場のご利用について 

      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。 

    ③飲食、飲酒、喫煙について 

     ・飲食は決められた場所でお願いします。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。 

    ④備品の貸出について 

ラジカセ、茶器、プロジェクターなどを使用される場合は、事前に申込んでください。ま

た、使用後は、必ずスタッフの点検を受けてください。貸出備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いただくことになります。 
    ⑤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。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。個人のシャワーご使用の場合、寄付金として 

１００円程度いただきます。 

    ⑥料理室のご利用について 

     ・子どもの利用年齢に制限はありませんが、保護者が責任を持ってご利用ください。 

     ・布巾等は、各自お持ちください。 

     ・ゴミは、お持ち帰りください。 

    ⑦館内での事故（怪我、紛失、盗難）は、一切責任を負いません。 

    ⑧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。 

      または、館長もしくは、（特非）つづき区民交流協会（TEL.942-5516）にご連絡ください。 

 

（５）利用時間区分 

利用時間を厳守してください。 

（１）個人利用の場合は、とくに時間の区切りはありません。 

     だだし、小学生、中学生の皆さんは、安全確保のために、帰宅時間が遅くならないように地区

センターとしての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）団体利用の場合は、つぎの時間区分によって、ご利用いただけます。 

     利用時間区分の終了前には、部屋の清掃、道具等の片付け、整理整頓、机の拭き掃除を済ませ、

スタッフの点検を受けてください。次にご利用の団体が、気持ちよく利用できるように余裕の

ある活動をお願いします。 

＜会議室・和室・工芸室・体育室（団体利用）＞ 

 

                

 

    

 

 

＜料理室＞                        

    

                  

 

 

 

 

 

 

 

（６）体育室の利用区分 

 

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 

午前 団体 団体 団体 団体 団体 団体 団体 

午後Ａ 団体 団体 団体 団体 団体 個人 個人 

午後Ｂ・Ｃ 個人 個人 個人 個人 個人 個人 個人 

夜間 団体 個人 団体 個人 団体 団体  



（７）施設のご案内 

 

  
 

1階 

部屋 定員 広さ 
利用

区分 

利用料金()内は午後

Cの料金 
備考 

グループ室 16人 29㎡ 個人 ― 落ち着いて学習ができます。 

ロビー ― 72㎡ 個人 ― 会議などの使用はできません。 

和室１  8人 
65㎡ 

団体 450円 (300円) 茶道、華道、着付け、会議などに利用できます。２部

屋利用も可能です。料金は２部屋分となります。 和室２  8人 団体 450円 (300円) 

プレイルーム ― 47㎡ 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。室内は飲食禁止です。 

図書コーナー ― 70㎡ 個人 ― 
読書や勉強ができます。蔵書は１万冊ほどです。図

書の貸出には、図書カードが必要です。 

 

2階 

部屋 定員 広さ 
利用

区分 

利用料金()内は午後

Cの料金 
備考 

体育室 ― 
526

㎡ 

団体 

全面 ： 1,890円 

全面、2/3面、1/3面の分割利用ができます。 2/3面 ： 1,260円 

1/3面 ： 630円 

個人 

奥 1/3面 ― 
バスケットボールのゴ

ール練習ができます。 
①使用時間は 30分ずつ交

代 

②月・水・金・土は 17:30まで 

③火・木は 20:30まで 

④日・祝日は 16:30まで 

中 1/3面 ― 
バドミントンができま

す。1面 

前 1/3面 ― 卓球ができます。5台 

娯楽コーナー ― 41㎡ 団体 ― 
囲碁、将棋、オセロ、トランプ、ＵＮＯの貸出は受付で

お申込みください。 

工芸室 24人 50㎡ 団体 690円 (460円) 
簡易防音室です。音楽室として利用できますが、楽器

によっては、利用できない場合があります。 

中会議室 40人 77㎡ 団体 1,080円 (720円) 小･中会議室一緒で大会議室として利用できます。定

員 60人です。ただし、教室形式で使用する場合の定

員は 90人です。 小会議室 20人 34㎡ 団体 480円 (320円) 

料理室 24人 60㎡ 団体 640円   1時間帯 2時間、連続 6時間利用できます。 

～ 見学をご希望の方は、窓口までお越しください。～ 


