
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

                

                            

 

               

 

大正地区センター

      
 

 

 

 

 

 

 

   

趣味の習い事、話し合い、スポーツ、レクリェーション活動などを通じて、交流を

深める場として、個人や団体でご利用ください。

                

                            

               

 

大正地区センター

      

  地区センターは、地域のみなさまが気軽に利用できる施設です。サークル活動、

趣味の習い事、話し合い、スポーツ、レクリェーション活動などを通じて、交流を

深める場として、個人や団体でご利用ください。

【開館時間

                

                            

【休 館

                         

〒

【ホームページアドレス

大正地区センター

利用案内
       

地区センターは、地域のみなさまが気軽に利用できる施設です。サークル活動、

趣味の習い事、話し合い、スポーツ、レクリェーション活動などを通じて、交流を

深める場として、個人や団体でご利用ください。

開館時間】  

                          

                            

休 館 日】  

          年末・年始（１２月２８日～１月４日）

＊施設の見学・利用相談を随時お受けしております。

見学をご希望される場合は事前にお問い合わせください。

〒245-0063

横浜市戸塚区原宿
 

【ホームページアドレス

URL   http://taisho.chiiki

大正地区センター

利用案内

地区センターは、地域のみなさまが気軽に利用できる施設です。サークル活動、

趣味の習い事、話し合い、スポーツ、レクリェーション活動などを通じて、交流を

深める場として、個人や団体でご利用ください。

  月曜日～土曜日

          日曜日・祝

                             

 毎月第３月曜日（祝日にあたる時は、その翌日）

年末・年始（１２月２８日～１月４日）

施設の見学・利用相談を随時お受けしております。

見学をご希望される場合は事前にお問い合わせください。

0063 

横浜市戸塚区原宿

℡ 

FAX     

【ホームページアドレス】 

URL   http://taisho.chiiki

大正地区センター

利用案内

地区センターは、地域のみなさまが気軽に利用できる施設です。サークル活動、

趣味の習い事、話し合い、スポーツ、レクリェーション活動などを通じて、交流を

深める場として、個人や団体でご利用ください。

月曜日～土曜日   

日曜日・祝 日    

毎月第３月曜日（祝日にあたる時は、その翌日）

年末・年始（１２月２８日～１月４日）

施設の見学・利用相談を随時お受けしております。

見学をご希望される場合は事前にお問い合わせください。

 

横浜市戸塚区原宿

  045

FAX     045
 

    

URL   http://taisho.chiiki

大正地区センター

利用案内

地区センターは、地域のみなさまが気軽に利用できる施設です。サークル活動、

趣味の習い事、話し合い、スポーツ、レクリェーション活動などを通じて、交流を

深める場として、個人や団体でご利用ください。 

   午前９時～午後９時

 午前９時～午後６時

毎月第３月曜日（祝日にあたる時は、その翌日）

年末・年始（１２月２８日～１月４日）

施設の見学・利用相談を随時お受けしております。

見学をご希望される場合は事前にお問い合わせください。

横浜市戸塚区原宿

045-852-

045-852-

URL   http://taisho.chiiki

 

大正地区センター

利用案内 

地区センターは、地域のみなさまが気軽に利用できる施設です。サークル活動、

趣味の習い事、話し合い、スポーツ、レクリェーション活動などを通じて、交流を

午前９時～午後９時 

午前９時～午後６時 

毎月第３月曜日（祝日にあたる時は、その翌日）

年末・年始（１２月２８日～１月４日） 
施設の見学・利用相談を随時お受けしております。

見学をご希望される場合は事前にお問い合わせください。

横浜市戸塚区原宿 3-59

-4111

-1541

URL   http://taisho.chiiki-support.jp

 

 

大正地区センター

地区センターは、地域のみなさまが気軽に利用できる施設です。サークル活動、

趣味の習い事、話し合い、スポーツ、レクリェーション活動などを通じて、交流を

 

 

毎月第３月曜日（祝日にあたる時は、その翌日）      

施設の見学・利用相談を随時お受けしております。 

見学をご希望される場合は事前にお問い合わせください。

59-1 

4111 

1541 

support.jp 

 

 

大正地区センター 

地区センターは、地域のみなさまが気軽に利用できる施設です。サークル活動、 

趣味の習い事、話し合い、スポーツ、レクリェーション活動などを通じて、交流を 

       

見学をご希望される場合は事前にお問い合わせください。 

 



【利用方法】

個人利用

団体利用

 

【利用時間】

 余暇ｺｰﾅｰ・第１，２会議室、和室、音楽室、体育室

 料理室

 

利用方法】 

個人利用 

・無料です。全館利用の催しの際には、ご利用いただけない場合もあります。

ご利用の際は、入口正面にて入館者記入表にご記入ください。

★ロビー・・・・・・

★図書ｺｰﾅｰ・・・図書や紙芝居の閲覧、学習など。図書は貸出をしています。

          

★ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ・・・・幼児の遊び場で毎日利用できます。（必ず保護者同伴のこと）

                

★体育室・・・・・・下記の個人枠は個人利用として卓球・バドミントンが楽しめます。（用具持参）

  

９：００～１２：００

午後①

１２：００～１５：００

午後②

１５：００～１８：００

１８：００～２１：００

 

団体利用 

・有料です。団体登録をしていただき、事前の予約が必要ですが、部屋が空いている場合は

当日利用も可です。

・営利目的など、地区センターの設置目的に反する場合は、利用出来ません。

・ご利用いただける部屋は、余暇ｺｰﾅｰ・第１・２会議室、和室、音楽室、体育室、料理室です。

 ・架空の団体名によって重複申込を行い利用した場合は、以後の利用は禁止します。

利用時間】 

余暇ｺｰﾅｰ・第１，２会議室、和室、音楽室、体育室

午

午前９時～正午

料理室    

午前①

午前９時～

  午前 11

・無料です。全館利用の催しの際には、ご利用いただけない場合もあります。

ご利用の際は、入口正面にて入館者記入表にご記入ください。

★ロビー・・・・・・ 初めて利用する方のために、利用案内・サークル案内があります。

部屋利用までの待ち時間や打合わせ・囲碁・将棋・飲食などに利用できます。

★図書ｺｰﾅｰ・・・図書や紙芝居の閲覧、学習など。図書は貸出をしています。

            

★ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ・・・・幼児の遊び場で毎日利用できます。（必ず保護者同伴のこと）

                

★体育室・・・・・・下記の個人枠は個人利用として卓球・バドミントンが楽しめます。（用具持参）

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 

・有料です。団体登録をしていただき、事前の予約が必要ですが、部屋が空いている場合は

当日利用も可です。

・営利目的など、地区センターの設置目的に反する場合は、利用出来ません。

・ご利用いただける部屋は、余暇ｺｰﾅｰ・第１・２会議室、和室、音楽室、体育室、料理室です。

・架空の団体名によって重複申込を行い利用した場合は、以後の利用は禁止します。

余暇ｺｰﾅｰ・第１，２会議室、和室、音楽室、体育室

午 前 

午前９時～正午 

 

午前① 午前②

午前９時～  

11 時 

午前

  午後１時

利 

・無料です。全館利用の催しの際には、ご利用いただけない場合もあります。

ご利用の際は、入口正面にて入館者記入表にご記入ください。

初めて利用する方のために、利用案内・サークル案内があります。

部屋利用までの待ち時間や打合わせ・囲碁・将棋・飲食などに利用できます。

★図書ｺｰﾅｰ・・・図書や紙芝居の閲覧、学習など。図書は貸出をしています。

 登録をして１人２冊まで２週間借りられます。

★ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ・・・・幼児の遊び場で毎日利用できます。（必ず保護者同伴のこと）

                ＊育児相談は毎週火曜日午前

★体育室・・・・・・下記の個人枠は個人利用として卓球・バドミントンが楽しめます。（用具持参）

月 

団体 
 

団体 
 

個人 
 

団体 
 

・有料です。団体登録をしていただき、事前の予約が必要ですが、部屋が空いている場合は

当日利用も可です。 

・営利目的など、地区センターの設置目的に反する場合は、利用出来ません。

・ご利用いただける部屋は、余暇ｺｰﾅｰ・第１・２会議室、和室、音楽室、体育室、料理室です。

・架空の団体名によって重複申込を行い利用した場合は、以後の利用は禁止します。

余暇ｺｰﾅｰ・第１，２会議室、和室、音楽室、体育室

午後①

 正午～午後３時

午前② 

午前 11 時～ 

午後１時 

 用 

・無料です。全館利用の催しの際には、ご利用いただけない場合もあります。

ご利用の際は、入口正面にて入館者記入表にご記入ください。

初めて利用する方のために、利用案内・サークル案内があります。

部屋利用までの待ち時間や打合わせ・囲碁・将棋・飲食などに利用できます。

★図書ｺｰﾅｰ・・・図書や紙芝居の閲覧、学習など。図書は貸出をしています。

登録をして１人２冊まで２週間借りられます。

★ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ・・・・幼児の遊び場で毎日利用できます。（必ず保護者同伴のこと）

＊育児相談は毎週火曜日午前

★体育室・・・・・・下記の個人枠は個人利用として卓球・バドミントンが楽しめます。（用具持参）

団体・個人利用枠

火 

 団体 

 団体 

 個人 

 個人 

・有料です。団体登録をしていただき、事前の予約が必要ですが、部屋が空いている場合は

・営利目的など、地区センターの設置目的に反する場合は、利用出来ません。

・ご利用いただける部屋は、余暇ｺｰﾅｰ・第１・２会議室、和室、音楽室、体育室、料理室です。

・架空の団体名によって重複申込を行い利用した場合は、以後の利用は禁止します。

余暇ｺｰﾅｰ・第１，２会議室、和室、音楽室、体育室

午後① 

正午～午後３時 

午後① 

午後１時～ 

  午後３時 

 案

・無料です。全館利用の催しの際には、ご利用いただけない場合もあります。

ご利用の際は、入口正面にて入館者記入表にご記入ください。

初めて利用する方のために、利用案内・サークル案内があります。

部屋利用までの待ち時間や打合わせ・囲碁・将棋・飲食などに利用できます。

★図書ｺｰﾅｰ・・・図書や紙芝居の閲覧、学習など。図書は貸出をしています。

登録をして１人２冊まで２週間借りられます。

★ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ・・・・幼児の遊び場で毎日利用できます。（必ず保護者同伴のこと）

＊育児相談は毎週火曜日午前

★体育室・・・・・・下記の個人枠は個人利用として卓球・バドミントンが楽しめます。（用具持参）

団体・個人利用枠 

水 木

団体 団体

団体 団体

個人 個人

団体 個人

・有料です。団体登録をしていただき、事前の予約が必要ですが、部屋が空いている場合は

・営利目的など、地区センターの設置目的に反する場合は、利用出来ません。

・ご利用いただける部屋は、余暇ｺｰﾅｰ・第１・２会議室、和室、音楽室、体育室、料理室です。

・架空の団体名によって重複申込を行い利用した場合は、以後の利用は禁止します。

余暇ｺｰﾅｰ・第１，２会議室、和室、音楽室、体育室    

午後②

 午後３時～午後６時

午後②

 

 

午後３時～

  午後５時

案 内

・無料です。全館利用の催しの際には、ご利用いただけない場合もあります。

ご利用の際は、入口正面にて入館者記入表にご記入ください。

初めて利用する方のために、利用案内・サークル案内があります。

部屋利用までの待ち時間や打合わせ・囲碁・将棋・飲食などに利用できます。

★図書ｺｰﾅｰ・・・図書や紙芝居の閲覧、学習など。図書は貸出をしています。

登録をして１人２冊まで２週間借りられます。

★ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ・・・・幼児の遊び場で毎日利用できます。（必ず保護者同伴のこと）

＊育児相談は毎週火曜日午前 10 時～正午です。

★体育室・・・・・・下記の個人枠は個人利用として卓球・バドミントンが楽しめます。（用具持参）

 

木 金 

団体 団体

団体 団体

個人 個人

個人 団体

・有料です。団体登録をしていただき、事前の予約が必要ですが、部屋が空いている場合は

・営利目的など、地区センターの設置目的に反する場合は、利用出来ません。

・ご利用いただける部屋は、余暇ｺｰﾅｰ・第１・２会議室、和室、音楽室、体育室、料理室です。

・架空の団体名によって重複申込を行い利用した場合は、以後の利用は禁止します。

 

午後② 

午後３時～午後６時

午後② 夜間①

午後３時～ 

午後５時 

午後５時～

  

内 

・無料です。全館利用の催しの際には、ご利用いただけない場合もあります。

ご利用の際は、入口正面にて入館者記入表にご記入ください。 

初めて利用する方のために、利用案内・サークル案内があります。

部屋利用までの待ち時間や打合わせ・囲碁・将棋・飲食などに利用できます。

★図書ｺｰﾅｰ・・・図書や紙芝居の閲覧、学習など。図書は貸出をしています。

登録をして１人２冊まで２週間借りられます。 

★ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ・・・・幼児の遊び場で毎日利用できます。（必ず保護者同伴のこと）

時～正午です。 

★体育室・・・・・・下記の個人枠は個人利用として卓球・バドミントンが楽しめます。（用具持参）

 土 

団体 団体 

団体 個人 

個人 個人 

団体 団体 

・有料です。団体登録をしていただき、事前の予約が必要ですが、部屋が空いている場合は

・営利目的など、地区センターの設置目的に反する場合は、利用出来ません。

・ご利用いただける部屋は、余暇ｺｰﾅｰ・第１・２会議室、和室、音楽室、体育室、料理室です。

・架空の団体名によって重複申込を行い利用した場合は、以後の利用は禁止します。

午後３時～午後６時 午後６時～午後９時

夜間① 

午後５時～ 

  午後７時 

・無料です。全館利用の催しの際には、ご利用いただけない場合もあります。 

初めて利用する方のために、利用案内・サークル案内があります。

部屋利用までの待ち時間や打合わせ・囲碁・将棋・飲食などに利用できます。

★図書ｺｰﾅｰ・・・図書や紙芝居の閲覧、学習など。図書は貸出をしています。 

★ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ・・・・幼児の遊び場で毎日利用できます。（必ず保護者同伴のこと） 

★体育室・・・・・・下記の個人枠は個人利用として卓球・バドミントンが楽しめます。（用具持参）

日・祝 

 団体 

 個人 

 個人 

   

・有料です。団体登録をしていただき、事前の予約が必要ですが、部屋が空いている場合は

・営利目的など、地区センターの設置目的に反する場合は、利用出来ません。 

・ご利用いただける部屋は、余暇ｺｰﾅｰ・第１・２会議室、和室、音楽室、体育室、料理室です。

・架空の団体名によって重複申込を行い利用した場合は、以後の利用は禁止します。

夜 間 

午後６時～午後９時

夜間② 

午後７時～

  午後９時

初めて利用する方のために、利用案内・サークル案内があります。 

部屋利用までの待ち時間や打合わせ・囲碁・将棋・飲食などに利用できます。

★体育室・・・・・・下記の個人枠は個人利用として卓球・バドミントンが楽しめます。（用具持参）

 

・有料です。団体登録をしていただき、事前の予約が必要ですが、部屋が空いている場合は

・ご利用いただける部屋は、余暇ｺｰﾅｰ・第１・２会議室、和室、音楽室、体育室、料理室です。

・架空の団体名によって重複申込を行い利用した場合は、以後の利用は禁止します。 

午後６時～午後９時 

 

午後７時～ 

午後９時 

部屋利用までの待ち時間や打合わせ・囲碁・将棋・飲食などに利用できます。 

★体育室・・・・・・下記の個人枠は個人利用として卓球・バドミントンが楽しめます。（用具持参） 

・有料です。団体登録をしていただき、事前の予約が必要ですが、部屋が空いている場合は 

・ご利用いただける部屋は、余暇ｺｰﾅｰ・第１・２会議室、和室、音楽室、体育室、料理室です。 



 

       

 

      

 

    

【団体利用申込制限】

★ 各利用時間帯は３時間を１コマ（料理室のみ２時間を１コマとする）とし、貸切利用申込は

一利用時間帯を１回とします。

★ 余暇ｺｰﾅｰ、第１，２会議室・和室、音楽室については同一室連続２コマまでを１回、料理室

については３コマ連続までを１回とみなします。

★ 原則として申込限度は、一団体１か月に３回までとなります。

たら、既予約に関係なくご予約いただけます。

【団体登録と申込方法】

★ 初めて利用されるサークルは団体登録をし、登録カードをお受け取りください。

★ 使用する２ヶ月前の同日を応当日といい、ご利用日の２ヶ月前の日からお申込いただけます。

★ 応当日の抽選申込みは、

・来館の方は

・応当日の抽選は

・電話・ＦＡＸによる当選は仮予約となりますので、申込日から７日後の（同一曜日まで）に受付

       ★ 応当日には、１回分の予約のみ可です。

   【各部屋の概要と利用料金】

【利用料金のお支払・取り消し等】

        利用料金はお申込の時にお支払ください。利用日の７日前の同一曜日までに利用取り消しの申

し出があった場合は、利用料金は返還いたします。ただし、その期日を過ぎてからの利用取り消

しの申し出があった場合、電話等での仮予約も含めて利用料金は全額お支払いただきますので、

ご注意ください。

【団体利用申込制限】

各利用時間帯は３時間を１コマ（料理室のみ２時間を１コマとする）とし、貸切利用申込は

一利用時間帯を１回とします。

余暇ｺｰﾅｰ、第１，２会議室・和室、音楽室については同一室連続２コマまでを１回、料理室

については３コマ連続までを１回とみなします。

原則として申込限度は、一団体１か月に３回までとなります。

たら、既予約に関係なくご予約いただけます。

【団体登録と申込方法】

初めて利用されるサークルは団体登録をし、登録カードをお受け取りください。

使用する２ヶ月前の同日を応当日といい、ご利用日の２ヶ月前の日からお申込いただけます。

応当日の抽選申込みは、

・来館の方は

から 10 時

引きますことをご了承ください。

・応当日の抽選は

・電話・ＦＡＸによる当選は仮予約となりますので、申込日から７日後の（同一曜日まで）に受付

窓口で、手続きをお願いします。７日を過ぎますとキャンセルとなります。

応当日には、１回分の予約のみ可です。

【各部屋の概要と利用料金】

部屋名

 第１会議室

第２会議室

余暇ｺｰﾅｰ

音楽室

和室（水屋側）

和室（舞台側）

体育室（ｽﾃｰｼﾞ）

体育室（中央）

体育室（ﾛｸﾎﾞｸ）

 

料理室

（注）  利用当日のみ、部屋が空いていれば１時間・２時間の利用も出来ます。

【利用料金のお支払・取り消し等】

利用料金はお申込の時にお支払ください。利用日の７日前の同一曜日までに利用取り消しの申

し出があった場合は、利用料金は返還いたします。ただし、その期日を過ぎてからの利用取り消

しの申し出があった場合、電話等での仮予約も含めて利用料金は全額お支払いただきますので、

ご注意ください。

【団体利用申込制限】 

各利用時間帯は３時間を１コマ（料理室のみ２時間を１コマとする）とし、貸切利用申込は

一利用時間帯を１回とします。

余暇ｺｰﾅｰ、第１，２会議室・和室、音楽室については同一室連続２コマまでを１回、料理室

については３コマ連続までを１回とみなします。

原則として申込限度は、一団体１か月に３回までとなります。

たら、既予約に関係なくご予約いただけます。

【団体登録と申込方法】 

初めて利用されるサークルは団体登録をし、登録カードをお受け取りください。

使用する２ヶ月前の同日を応当日といい、ご利用日の２ヶ月前の日からお申込いただけます。

応当日の抽選申込みは、

・来館の方は 10 時 30 分までに、電話の方は９時

時 30 分までにお申込ください。電話・

引きますことをご了承ください。

・応当日の抽選は午前 10

・電話・ＦＡＸによる当選は仮予約となりますので、申込日から７日後の（同一曜日まで）に受付

窓口で、手続きをお願いします。７日を過ぎますとキャンセルとなります。

応当日には、１回分の予約のみ可です。

【各部屋の概要と利用料金】 

部屋名 

第１会議室  

第２会議室  

余暇ｺｰﾅｰ  

音楽室  

和室（水屋側） 

和室（舞台側） 

体育室（ｽﾃｰｼﾞ）  

体育室（中央）  

体育室（ﾛｸﾎﾞｸ）  

 

料理室  

利用当日のみ、部屋が空いていれば１時間・２時間の利用も出来ます。

【利用料金のお支払・取り消し等】

利用料金はお申込の時にお支払ください。利用日の７日前の同一曜日までに利用取り消しの申

し出があった場合は、利用料金は返還いたします。ただし、その期日を過ぎてからの利用取り消

しの申し出があった場合、電話等での仮予約も含めて利用料金は全額お支払いただきますので、

ご注意ください。     

各利用時間帯は３時間を１コマ（料理室のみ２時間を１コマとする）とし、貸切利用申込は

一利用時間帯を１回とします。 

余暇ｺｰﾅｰ、第１，２会議室・和室、音楽室については同一室連続２コマまでを１回、料理室

については３コマ連続までを１回とみなします。

原則として申込限度は、一団体１か月に３回までとなります。

たら、既予約に関係なくご予約いただけます。

初めて利用されるサークルは団体登録をし、登録カードをお受け取りください。

使用する２ヶ月前の同日を応当日といい、ご利用日の２ヶ月前の日からお申込いただけます。

応当日の抽選申込みは、来館・電話・

分までに、電話の方は９時

分までにお申込ください。電話・

引きますことをご了承ください。 

10 時 30 分

・電話・ＦＡＸによる当選は仮予約となりますので、申込日から７日後の（同一曜日まで）に受付

窓口で、手続きをお願いします。７日を過ぎますとキャンセルとなります。

応当日には、１回分の予約のみ可です。

 

定員 

 ６３名 

 ２４名 

 ２４名 

 ２１名 

 ― 

 ― 

  ― 

  ― 

  ― 

  

 ２４名 ２時間・・

利用当日のみ、部屋が空いていれば１時間・２時間の利用も出来ます。

【利用料金のお支払・取り消し等】 

利用料金はお申込の時にお支払ください。利用日の７日前の同一曜日までに利用取り消しの申

し出があった場合は、利用料金は返還いたします。ただし、その期日を過ぎてからの利用取り消

しの申し出があった場合、電話等での仮予約も含めて利用料金は全額お支払いただきますので、

      

各利用時間帯は３時間を１コマ（料理室のみ２時間を１コマとする）とし、貸切利用申込は

余暇ｺｰﾅｰ、第１，２会議室・和室、音楽室については同一室連続２コマまでを１回、料理室

については３コマ連続までを１回とみなします。

原則として申込限度は、一団体１か月に３回までとなります。

たら、既予約に関係なくご予約いただけます。 

初めて利用されるサークルは団体登録をし、登録カードをお受け取りください。

使用する２ヶ月前の同日を応当日といい、ご利用日の２ヶ月前の日からお申込いただけます。

来館・電話・FAX いずれでもお受けいたします。

分までに、電話の方は９時

分までにお申込ください。電話・

 

分に行います。抽選の結果はすべての方に連絡します。

・電話・ＦＡＸによる当選は仮予約となりますので、申込日から７日後の（同一曜日まで）に受付

窓口で、手続きをお願いします。７日を過ぎますとキャンセルとなります。

応当日には、１回分の予約のみ可です。 

３時間 

1,230 

600 

780 

780 

510 

690 

600 

600 

600 

 

２時間・・460 

利用当日のみ、部屋が空いていれば１時間・２時間の利用も出来ます。

利用料金はお申込の時にお支払ください。利用日の７日前の同一曜日までに利用取り消しの申

し出があった場合は、利用料金は返還いたします。ただし、その期日を過ぎてからの利用取り消

しの申し出があった場合、電話等での仮予約も含めて利用料金は全額お支払いただきますので、

各利用時間帯は３時間を１コマ（料理室のみ２時間を１コマとする）とし、貸切利用申込は

余暇ｺｰﾅｰ、第１，２会議室・和室、音楽室については同一室連続２コマまでを１回、料理室

については３コマ連続までを１回とみなします。 

原則として申込限度は、一団体１か月に３回までとなります。

 

初めて利用されるサークルは団体登録をし、登録カードをお受け取りください。

使用する２ヶ月前の同日を応当日といい、ご利用日の２ヶ月前の日からお申込いただけます。

いずれでもお受けいたします。

分までに、電話の方は９時 30 分～

分までにお申込ください。電話・FAX でお申込の場合は職員が代理で抽選札を

に行います。抽選の結果はすべての方に連絡します。

・電話・ＦＡＸによる当選は仮予約となりますので、申込日から７日後の（同一曜日まで）に受付

窓口で、手続きをお願いします。７日を過ぎますとキャンセルとなります。

料金（円）

２時間 

820 

400 

520 

520 

340 

460 

400 

400 

400 

 

４時間・・920

利用当日のみ、部屋が空いていれば１時間・２時間の利用も出来ます。

利用料金はお申込の時にお支払ください。利用日の７日前の同一曜日までに利用取り消しの申

し出があった場合は、利用料金は返還いたします。ただし、その期日を過ぎてからの利用取り消

しの申し出があった場合、電話等での仮予約も含めて利用料金は全額お支払いただきますので、

各利用時間帯は３時間を１コマ（料理室のみ２時間を１コマとする）とし、貸切利用申込は

余暇ｺｰﾅｰ、第１，２会議室・和室、音楽室については同一室連続２コマまでを１回、料理室

原則として申込限度は、一団体１か月に３回までとなります。（注） ただし、当月になりまし

初めて利用されるサークルは団体登録をし、登録カードをお受け取りください。

使用する２ヶ月前の同日を応当日といい、ご利用日の２ヶ月前の日からお申込いただけます。

いずれでもお受けいたします。

分～10 時 30

でお申込の場合は職員が代理で抽選札を

に行います。抽選の結果はすべての方に連絡します。

・電話・ＦＡＸによる当選は仮予約となりますので、申込日から７日後の（同一曜日まで）に受付

窓口で、手続きをお願いします。７日を過ぎますとキャンセルとなります。

料金（円） 

 ６時間

820 

400 

520 

520 

340 

460 

400 

400 

400 

 

 ６時間・・

利用当日のみ、部屋が空いていれば１時間・２時間の利用も出来ます。

利用料金はお申込の時にお支払ください。利用日の７日前の同一曜日までに利用取り消しの申

し出があった場合は、利用料金は返還いたします。ただし、その期日を過ぎてからの利用取り消

しの申し出があった場合、電話等での仮予約も含めて利用料金は全額お支払いただきますので、

各利用時間帯は３時間を１コマ（料理室のみ２時間を１コマとする）とし、貸切利用申込は

余暇ｺｰﾅｰ、第１，２会議室・和室、音楽室については同一室連続２コマまでを１回、料理室

ただし、当月になりまし

初めて利用されるサークルは団体登録をし、登録カードをお受け取りください。

使用する２ヶ月前の同日を応当日といい、ご利用日の２ヶ月前の日からお申込いただけます。

いずれでもお受けいたします。 

30 分の間に、

でお申込の場合は職員が代理で抽選札を

に行います。抽選の結果はすべての方に連絡します。

・電話・ＦＡＸによる当選は仮予約となりますので、申込日から７日後の（同一曜日まで）に受付

窓口で、手続きをお願いします。７日を過ぎますとキャンセルとなります。 

６時間 

2,460 

1,200 

1,560 

1,560 

1,020 

1,380 

1,200 

1,200 

1,200 

６時間・・1,380 

利用当日のみ、部屋が空いていれば１時間・２時間の利用も出来ます。

利用料金はお申込の時にお支払ください。利用日の７日前の同一曜日までに利用取り消しの申

し出があった場合は、利用料金は返還いたします。ただし、その期日を過ぎてからの利用取り消

しの申し出があった場合、電話等での仮予約も含めて利用料金は全額お支払いただきますので、

各利用時間帯は３時間を１コマ（料理室のみ２時間を１コマとする）とし、貸切利用申込は 

余暇ｺｰﾅｰ、第１，２会議室・和室、音楽室については同一室連続２コマまでを１回、料理室

ただし、当月になりまし

初めて利用されるサークルは団体登録をし、登録カードをお受け取りください。 

使用する２ヶ月前の同日を応当日といい、ご利用日の２ヶ月前の日からお申込いただけます。

分の間に、FAX は当日０時

でお申込の場合は職員が代理で抽選札を

に行います。抽選の結果はすべての方に連絡します。

・電話・ＦＡＸによる当選は仮予約となりますので、申込日から７日後の（同一曜日まで）に受付

利用当日のみ、部屋が空いていれば１時間・２時間の利用も出来ます。 

利用料金はお申込の時にお支払ください。利用日の７日前の同一曜日までに利用取り消しの申

し出があった場合は、利用料金は返還いたします。ただし、その期日を過ぎてからの利用取り消

しの申し出があった場合、電話等での仮予約も含めて利用料金は全額お支払いただきますので、

 

余暇ｺｰﾅｰ、第１，２会議室・和室、音楽室については同一室連続２コマまでを１回、料理室 

ただし、当月になりまし 

使用する２ヶ月前の同日を応当日といい、ご利用日の２ヶ月前の日からお申込いただけます。 

は当日０時

でお申込の場合は職員が代理で抽選札を

に行います。抽選の結果はすべての方に連絡します。 

・電話・ＦＡＸによる当選は仮予約となりますので、申込日から７日後の（同一曜日まで）に受付

利用料金はお申込の時にお支払ください。利用日の７日前の同一曜日までに利用取り消しの申

し出があった場合は、利用料金は返還いたします。ただし、その期日を過ぎてからの利用取り消

しの申し出があった場合、電話等での仮予約も含めて利用料金は全額お支払いただきますので、



【利用上のお願い

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【利用上のお願い

＊ 全館禁煙です。また、利用に伴うゴミはお持ち帰りにご協力ください。

＊ 利用時間とは、準備から後片付けまでを含めた時間です。

＊ 使用後は、次の方が気持ち良く使えるよう、後片付け清掃をお願いします。

＊ 飲酒は原則として、ご遠慮願います。

＊ 館内での事故（ケガや盗難）については責任を負いかねますので、利用者の方は充分注意してくだ

さい。 

＊ 駐車場は、台数に制限がございますので、なるべく公共の交通機関をご利用ください。

                      

戸塚駅西口

横浜薬大前又はドリームハイツ行（

大船駅観音側

 俣野公園・横浜薬大前又は俣野公園・横浜薬大前経由立場行（

 

バス停「横浜医療センター前」下車

【利用上のお願い】 

全館禁煙です。また、利用に伴うゴミはお持ち帰りにご協力ください。

利用時間とは、準備から後片付けまでを含めた時間です。

使用後は、次の方が気持ち良く使えるよう、後片付け清掃をお願いします。

飲酒は原則として、ご遠慮願います。

館内での事故（ケガや盗難）については責任を負いかねますので、利用者の方は充分注意してくだ

 

駐車場は、台数に制限がございますので、なるべく公共の交通機関をご利用ください。

 

大正地区センターは

 

                      

戸塚駅西口バスセンター

横浜薬大前又はドリームハイツ行（

大船駅観音側

俣野公園・横浜薬大前又は俣野公園・横浜薬大前経由立場行（

バス停「横浜医療センター前」下車

全館禁煙です。また、利用に伴うゴミはお持ち帰りにご協力ください。

利用時間とは、準備から後片付けまでを含めた時間です。

使用後は、次の方が気持ち良く使えるよう、後片付け清掃をお願いします。

飲酒は原則として、ご遠慮願います。

館内での事故（ケガや盗難）については責任を負いかねますので、利用者の方は充分注意してくだ

駐車場は、台数に制限がございますので、なるべく公共の交通機関をご利用ください。

大正地区センターは
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