
    

    利用利用利用利用のごのごのごのご案内案内案内案内    
    

    

    

    

    

    横浜市大場横浜市大場横浜市大場横浜市大場みすずがみすずがみすずがみすずが丘地区丘地区丘地区丘地区センターセンターセンターセンター    
    

〒〒〒〒225225225225----0016001600160016            

横浜市青葉区横浜市青葉区横浜市青葉区横浜市青葉区みすずがみすずがみすずがみすずが丘丘丘丘２３２３２３２３－－－－２２２２    
    

    TEL TEL TEL TEL ０４５０４５０４５０４５－－－－９７４９７４９７４９７４－－－－０８６１０８６１０８６１０８６１                

    FAX FAX FAX FAX ０４５０４５０４５０４５－－－－９７４９７４９７４９７４－－－－０８６２０８６２０８６２０８６２        
ホームページアドレスホームページアドレスホームページアドレスホームページアドレス    

    http://www.chikusenyokohama.jp/oobamisuzugaokahttp://www.chikusenyokohama.jp/oobamisuzugaokahttp://www.chikusenyokohama.jp/oobamisuzugaokahttp://www.chikusenyokohama.jp/oobamisuzugaoka    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

 

横浜市大場みすずが丘地区センターは指定管理者制度により 

 

 

 

 
 

アクティオ株式会社が管理運営を行っております。 



  

    

横浜市地区横浜市地区横浜市地区横浜市地区センターセンターセンターセンターはははは、、、、地域地域地域地域のののの幼児幼児幼児幼児からおからおからおからお年寄年寄年寄年寄りまでのりまでのりまでのりまでの幅広幅広幅広幅広いいいい住民住民住民住民がががが、、、、グループグループグループグループ・・・・

サークルサークルサークルサークル活動活動活動活動やややや、、、、各種各種各種各種スポーツスポーツスポーツスポーツ、、、、娯楽活娯楽活娯楽活娯楽活動等動等動等動等のののの自主的自主的自主的自主的なななな活動活動活動活動とととと、、、、相互交流相互交流相互交流相互交流をををを通通通通じてじてじてじて、、、、

地域地域地域地域コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティのののの形成形成形成形成をををを促進促進促進促進することをすることをすることをすることを目的目的目的目的としてとしてとしてとして設置設置設置設置されていますされていますされていますされています。。。。    

 

        

    

    

    

    

                    【【【【開館時間開館時間開館時間開館時間】】】】                                                                    【【【【休館日休館日休館日休館日】】】】    

    

                 

    

【【【【ごごごご利用方法利用方法利用方法利用方法】】】】    

利用方法利用方法利用方法利用方法にはにはにはには、、、、要予約要予約要予約要予約････有料有料有料有料((((占有占有占有占有))))のののの｢｢｢｢団体利用団体利用団体利用団体利用｣｣｣｣とととと、、、、予約予約予約予約不要不要不要不要････無料無料無料無料のののの「「「「個人利用個人利用個人利用個人利用」」」」とがありますとがありますとがありますとがあります。。。。    

またまたまたまた、、、、センターセンターセンターセンター企画企画企画企画のののの講座講座講座講座（（（（自主事業自主事業自主事業自主事業））））をををを随時開催随時開催随時開催随時開催しししし、、、、参加者参加者参加者参加者をををを募集募集募集募集していますしていますしていますしています。。。。    

    

個人利用は＊個人利用可能な部屋、コーナーをご利用いただけます。 

                     電話予約は承っておりません。 

体育室は３ページの利用時間帯表をご確認下さい。 

 

団体利用は＊原則として２名以上で団体申し込みができます。(音楽室利用は 1 名から) 

         団体登録は、２回目以降のご利用時にお手続きをして下さい。 
 

＊事前に予約が必要です。月４コマ(１日２コマまで)の予約ができます。なお、 

  当日の予約はこの数に加算されません。 

利用希望日の１ヶ月前を「応当日」とし、午前９：３０から予約を受付けます。  

該当の応当日が休館日にあたる日などは、翌日が応当日となります。 
 

＊電話仮予約は「応当日の翌日」午前９：００から承ります。応当日の電話予約は 

お受けできません。電話仮予約は登録団体のみ可能です。 

電話仮予約日から４日以内にご来館・正式申し込みをして下さい。 

 

★★★★個人個人個人個人・・・・団体共団体共団体共団体共にににに、、、、自主事業等自主事業等自主事業等自主事業等のののの開催開催開催開催によりによりによりにより、、、、部屋部屋部屋部屋利用利用利用利用がががができないできないできないできない事事事事がありますがありますがありますがあります。。。。おおおお問合問合問合問合せせせせ下下下下さいさいさいさい。。。。    

    

    

【【【【図書図書図書図書のののの貸出貸出貸出貸出・・・・返却方法返却方法返却方法返却方法】】】】    
貸出・・・・・・・・・・・・貸出カードを作成していただきます。住所を確認できる物をお持ち下さい。 

（免許証、保険証、本人の宛名入りの郵便等）受付で登録後、貸出します。 

カード紛失による再発行手数料は１００円です。 

    返却・・・・・・・・・・・・受付にお持ち下さい。返却処理を行います。返却時にはカードは不要です。 

地区地区地区地区センターセンターセンターセンターとはとはとはとは    

月～土曜日  ９：００～２１：００ 

日・祝祭日  ９：００～１７：００   

毎月第２火曜日・・・施設定期点検日 

（当日が祝日に当るときはその翌日） 

年末年始・・・１２/２８～１/４    

２２２２
            



  

【【【【団体団体団体団体利用時間帯利用時間帯利用時間帯利用時間帯（（（（コマコマコマコマ））））】】】】    

                                                

                                                                                                                                                

  

 

 
 

【【【【施設各部屋施設各部屋施設各部屋施設各部屋のののの定員等定員等定員等定員等】】】】                                         
部屋名部屋名部屋名部屋名    定員定員定員定員    団体占有利用団体占有利用団体占有利用団体占有利用    利用料利用料利用料利用料（（（（１１１１コマコマコマコマ：：：：３３３３時間時間時間時間））））    

中会議室 48 人 ○ １０８０円 

小会議室 18 人 ○ ５４０円 

料理室 24 人 ○ （（（（１１１１コマコマコマコマ：：：：２２２２時間時間時間時間））））    ６００円 

和室(A,B) A：15 人 

B：15 人 
(イス使用８人) 

 

○ 

７８０円 

（（（（ＡＡＡＡ、、、、BBBB のののの 1111 室室室室のみのみのみのみ））））３９０円    

音楽室 20 人 ○ ７５０円 

工芸室 24 人 ○ ７２０円 

体育室 300 人  

○ 

（時間帯注意） 

    １９８０円 

（（（（1/31/31/31/3 面面面面））））        ６６０円 

（（（（２２２２////３３３３面面面面））））１３２０円 

娯楽喫茶コーナー 26 席 ― ― 

図書（閲覧）コーナー 14 席 ― ― 

２Ｆ小打合せコーナー 18 席 （要申請） ― 

学習室 12 席 ― ― 

ロビー 16 席 ― ― 
  
・予約は１コマ(３時間)単位で承ります。日曜祝日は１７時閉館のため、午後②のコマは２時間となります。 

・料理室のみ２時間１コマといたします。ただし連続２コマご予約の場合は１コマと数えます。 

・当日の空き部屋は、1 時間単位でご利用頂けます。（最大４コマまで） 

・体育室は下記の団体利用時間帯に占有申し込みが出来ます。 

・中小会議室は、移動壁を外し、大会議室（１,６２０円）として利用できます。 

・和室は、床の間側 A 部屋と、テーブル・イス設置の B 部屋が襖で仕切れます。 

・２F ロビーは、原則として各部屋をご利用頂いた団体が利用できます。受付にて申請して下さい。 

★★★★団体利用団体利用団体利用団体利用のののの場合場合場合場合、、、、予約時間内予約時間内予約時間内予約時間内にににに準備準備準備準備・・・・片付片付片付片付けけけけ・・・・清掃清掃清掃清掃をしてをしてをしてをして頂頂頂頂きききき、、、、点検点検点検点検をををを行行行行いいいいますますますます。。。。    

    

【【【【体育室体育室体育室体育室のののの利用時間帯利用時間帯利用時間帯利用時間帯】】】】                                        
時間時間時間時間((((時時時時））））            月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    日日日日    

    ９９９９～～～～１２１２１２１２    団体団体団体団体    団体団体団体団体    団体団体団体団体    団体団体団体団体    団体団体団体団体    団体団体団体団体    団体団体団体団体    

１２１２１２１２～～～～１５１５１５１５    団体団体団体団体    団体団体団体団体    団体団体団体団体    団体団体団体団体    団体団体団体団体    個人 個人 

１５１５１５１５～～～～１８１８１８１８    個人 個人 個人 個人 個人 個人 個人 
（～17 時） 

１８１８１８１８～～～～２１２１２１２１    個人 団体団体団体団体    団体団体団体団体    団体団体団体団体    団体団体団体団体    個人   

個人利用時間帯には、卓球台６台、バドミントン１面、バスケット２面を用意いたします。 

日日日日・・・・祝祭日祝祭日祝祭日祝祭日 

午 前・・・  ９：００～１２：００ 

午後①・・・１２：００～１５：００ 

午後②・・・１５：００～１７：００ 

 

月月月月～～～～土曜日土曜日土曜日土曜日     

午 前・・・  ９：００～１２：００ 

午後①・・・１２：００～１５：００ 

午後②・・・１５：００～１８：００ 

夜 間・・・１８：００～２１：００ 

３３３３
            



  

 

            ２２２２階平面図階平面図階平面図階平面図    

    

    

    

    

    

    

    

    

            

    

            １１１１階平面図階平面図階平面図階平面図    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

【【【【個人利用個人利用個人利用個人利用のののの部屋部屋部屋部屋・・・・コーナーコーナーコーナーコーナー】】】】    

        広く交流・歓談の場としてご利用頂けます。 

※娯楽用具 （囲碁、将棋、オセロ）の貸出しをしております。    

    

        未就学児対象の遊び場です。必ず保護者同伴にてお願いいたします。 

 

        閲覧席１４席。 館外貸し出しは、図書貸出カード１枚につき２冊まで、期間は２週間です。 

カードは一人 1 枚発行、受付カウンターにて登録を行います。 

 

          静粛に学習する部屋です。３時間単位での利用申請をお願いいたします。（順番待ちの方 

がいらっしゃる場合、調整させて頂くことがあります） パソコン類は原則使用できません。    

 

        卓球、バトミントン、バスケットボールが３０分単位でご利用頂けます。（時間帯は前ページ） 

用具の貸し出しを致しております。水分補給は体育館ロビーにてお願いいたします。 

                                                                                                                                                                

     飲食はこちらでお願いいたします。娯楽用具もお使いいただけます。    

※   喫茶「みみづく」営業時間 月～土曜日（日、祝、休館日は休業） １１：００～１７：００     

中会議室中会議室中会議室中会議室    小小小小会議室会議室会議室会議室    

事務室事務室事務室事務室    

音楽音楽音楽音楽室室室室    

料理料理料理料理室室室室    

体育体育体育体育室室室室    

工芸工芸工芸工芸室室室室    

和和和和室室室室    

小打小打小打小打ちちちち    
合合合合わせわせわせわせ    
コーナーコーナーコーナーコーナー    

トイレトイレトイレトイレ    

    
    

ロビーロビーロビーロビー    

    
プレイプレイプレイプレイ    

ルームルームルームルーム    
図書図書図書図書コーナーコーナーコーナーコーナー    

喫茶喫茶喫茶喫茶・・・・    
娯楽娯楽娯楽娯楽    

コーナーコーナーコーナーコーナー    

体育室体育室体育室体育室    
ホールホールホールホール    

    
学習学習学習学習室室室室    

トイレトイレトイレトイレ    

ロッカーロッカーロッカーロッカー    
シャワーシャワーシャワーシャワー    

....    展示展示展示展示ケースケースケースケース        

    

    
    

受受受受    

付付付付    

ロロロロ    ビビビビ    ーーーー        

学学学学    習習習習    室室室室    

プレイルームプレイルームプレイルームプレイルーム            

図書図書図書図書コーナーコーナーコーナーコーナー  

体体体体    育育育育    室室室室    

喫茶喫茶喫茶喫茶････娯楽娯楽娯楽娯楽    
コーナーコーナーコーナーコーナー    

４４４４

正面入正面入正面入正面入りりりり口口口口    



  

【【【【団体占有利用団体占有利用団体占有利用団体占有利用のののの部屋部屋部屋部屋】】】】    

                        目的目的目的目的にににに応応応応じてじてじてじて部屋部屋部屋部屋をごをごをごをご案内案内案内案内させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。見学見学見学見学もできますもできますもできますもできます。。。。体育室以外体育室以外体育室以外体育室以外のののの各部屋各部屋各部屋各部屋はははは軽食可能軽食可能軽食可能軽食可能ですですですです。。。。    

    

     各種会議、研修のほかコーラス、体操などにも幅広くご利用いただけます。 

ピアノ･オーディオ機器があります。中・小会議室の間の移動壁を外すと大会議室となります。 

音を出す活動の場合は大会議室としてご使用頂くことをお願いしております。 

 

調理台、各種食器類、冷蔵庫等を備えております。 

 

防音室です。ピアノ・通信カラオケがあります。 

    

作業用テーブルと丸椅子の部屋です、水道設備、七宝焼炉、イーゼルなどがあります。  

簡易防音をしてありますので、ご相談の上、音楽活動も可能です。 

 

１０畳２間。１間でもご利用頂けます。和室 A：水屋、炉、茶道具が揃っています。 

和室 B：畳にじゅうたん敷き、定員８名のテーブル・イス席の部屋です。テーブル・イスは 

収納可能です。鏡もあります。 詩吟や日本舞踊、和楽器演奏などはご相談ください。 

 

       前ページの団体利用時間帯にご利用下さい。１/３面、２/３面のご利用が可能です。 

用具の貸し出しも致します。オーディオ･マイクその他備品についてはご相談下さい。  

水分補給は体育館ロビーにてお願い致します。 

                                

＊＊＊＊横浜市横浜市横浜市横浜市ののののＨＰＨＰＨＰＨＰ（（（（http://www.chikusenyokohama.jp/oobamisuzugaokahttp://www.chikusenyokohama.jp/oobamisuzugaokahttp://www.chikusenyokohama.jp/oobamisuzugaokahttp://www.chikusenyokohama.jp/oobamisuzugaoka））））にてにてにてにて、、、、各部屋各部屋各部屋各部屋のののの    

                                                                予約状況予約状況予約状況予約状況をごをごをごをご確認確認確認確認頂頂頂頂けますけますけますけます。。。。    

                                                大場大場大場大場みすずがみすずがみすずがみすずが丘地区丘地区丘地区丘地区センターセンターセンターセンターのののの HPHPHPHP（（（（http://www.chikusenyokohama.jp/oobamisuzugaokahttp://www.chikusenyokohama.jp/oobamisuzugaokahttp://www.chikusenyokohama.jp/oobamisuzugaokahttp://www.chikusenyokohama.jp/oobamisuzugaoka））））    

                                                                からもからもからもからもリンクリンクリンクリンクしていますしていますしていますしています。。。。    

    

【【【【駐車場駐車場駐車場駐車場についてについてについてについて】】】】    

          受付で駐車記録票にご記入頂き、駐車票をお受け取りください。団体利用時は混みあいますので、 

お乗り合わせもしくは公共公共公共公共のののの交通機関等交通機関等交通機関等交通機関等でおでおでおでお越越越越しししし下下下下さいさいさいさい。。。。 1 団体 2 台まで、原則１コマ単位での駐車を 

お願いしております。個人利用の方もお車でのご来館は出来るだけお控え下さい。 

自転車・バイク駐輪場、べビーカー置き場も設置しております。 

    

【【【【利用利用利用利用のののの制限制限制限制限についてについてについてについて】】】】    

地区センター条例第４条「営利のみを目的として利用するとき」および「設置の目的に反するとき」は、 

ご利用頂けません。また、明らかに危険や混乱が予想される場合は、安全管理上の面から利用を 

制限させて頂きます。 

 

【【【【清掃清掃清掃清掃・・・・後片付後片付後片付後片付けけけけ・・・・ゴミゴミゴミゴミについてについてについてについて】】】】    

施設利用後は、団体・個人を問わず、清掃・後片付けとゴミのお持ち帰りをお願い致します。 

 

中中中中    会会会会    議議議議    室室室室    

小小小小    会会会会    議議議議    室室室室        

料料料料    理理理理    室室室室        

音音音音    楽楽楽楽    室室室室        

工工工工    芸芸芸芸    室室室室        

和和和和        室室室室        

体体体体    育育育育    室室室室    

５５５５
            



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

横浜市大場横浜市大場横浜市大場横浜市大場みすずがみすずがみすずがみすずが丘地区丘地区丘地区丘地区センターセンターセンターセンター    
〒〒〒〒２２５２２５２２５２２５－－－－００１００１００１００１６６６６        

    横浜市青葉区横浜市青葉区横浜市青葉区横浜市青葉区みすずがみすずがみすずがみすずが丘丘丘丘２３２３２３２３－－－－２２２２    

    TEL TEL TEL TEL ０４５０４５０４５０４５－－－－９７４９７４９７４９７４－－－－０８６１０８６１０８６１０８６１    

    FAX FAX FAX FAX ０４５０４５０４５０４５－－－－９７４９７４９７４９７４－－－－０８６２０８６２０８６２０８６２    

 

【交通案内】 

 
東急田園都市線：江田駅江田駅江田駅江田駅または市市市市ヶヶヶヶ尾駅尾駅尾駅尾駅より 徒歩 15 分 
 
東急田園都市線：あざみあざみあざみあざみ野駅野駅野駅野駅より 東急バス 西口 2 番乗り場 あ７２系統 
横浜市営地下鉄        「嶮山スポーツガーデン みすずが丘経由」行 

「「「「みすずがみすずがみすずがみすずが丘丘丘丘」」」」停留所下車、徒歩１分 

    


