★疑問・質問★

★お手頃な利用料金★

Q 部屋はだれでも使えるの？
どなたでもご利用頂けますが、公的な施設ですので、
営利目的には使えません。

Q 部屋の予約はどうすれば？
電話・FAX・窓口で受付けています。2 か月前仮予約
のシステムについては窓口でお問合せ下さい。

Q 利用料金はいるのですか？
部屋を占有利用する場合は有料ですが、プレイルー
ム・図書・飲食コーナーや体育室の個人利用時間帯
については無料です。

Q ヨガ、バドミントン、卓球をならいたいのですが？
受付にてお問い合わせください。

Q 不用品があるのですが・・・・？
不用品交換コーナーをご利用ください。
Q 保育園の運動会につかえますか？
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先生が生徒を集めて行う教室にはご利用できません。

Q 子どもと卓球をしたいのですが？
体育室の個人利用時間帯に可能です。

Q 図書の貸出はありますか？
図書カード 1 枚につき 6 冊・2 週間貸し出しています。

Q 料理教室を行いたいのですが？
料理器具がそろっている料理室をご利用ください。

Q 持込みのパソコンを使える部屋はありますか？
中会議室・小会議室・和室で WiFi をご利用できます。

Q 子育て関係のチラシはありますか？
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＊料理室の料理目的外利用の場合は 1260/4H

ご利用できますが、事前の予約が必要です。

Q ○○教室を行いたいのですが？

定員

体育室の利用区分と時間帯
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【開館時間】 平 日
日・祝日

9:00～21:00
9:00～17:00

【休館日】 毎月第 2 月曜日（祝日の場合は翌日）

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
団体：団体による占有利用（有料）
個人：個人利用（無料）、バスケット・卓球・バドミントン

年末年始（12 月 28 日～1 月 4 日）

プレイルーム前のラックに備えています。

Q いらなくなった図書・玩具を寄贈したいのですが？
窓口でお問合せください。

Q 最寄り駅はどこですか？
JR 東神奈川駅、京急東神奈川駅、東急反町駅、
市バスの場合は二ッ谷町です。

・JR 東神奈川駅
徒歩 6 分
・京急東神奈川駅
徒歩 5 分
・東急反町駅
徒歩 12 分
・市バス 二ッ谷町
徒歩 5 分

〒221-0046 横浜市神奈川区神奈川本町 8-1
Tel：045-453-7350/Fax：045-453-7351
HP： 神奈川地区センター 検索
Twitter： 神奈川地区センツイッター 検索
HP

Twitter
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こらぼネット・かながわ

検索

★お好みの部屋（有料）★

★自由に使える場所（無料）★
プレイルーム：幼児の遊び場

○音楽室（カーペット＆フローリング）防音室

幼児用の玩具多数、授乳コーナーあり

楽器演奏・合唱・詩吟・
ピアノ練習など

エントランス：
暮らしに役立つ
情報等

（備品：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・ホワイトボードなど）

ロビー：
飲食・談話等

○中会議室（フローリング） 小会議室と一体利用可
会議・手工芸・美術・ダンス
・ヨガ・ボードゲームなど

図書コーナー：読書・勉強など
図書約 11,000 冊、

（備品：机・椅子・テレビ・ビデオ・DVD・
アンプ・ホワイトボード・大型鏡・WiFi・
電子ピアノなど）

受付はこちら：
部屋の予約・図書の貸出・備品
の貸出・コピーサービスなど

○体育室（フローリング）

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・幼稚園の
運動会など
（備品：卓球台・バドミントンネット・
バレーボールネット・バスケットゴール・
オーディオ・パイプ椅子、大型鏡など）

○グループ室（フローリング）
会議・手工芸・楽器練習・
合唱・麻雀・劇団練習など
（備品：机・椅子・ホワイトボード・電
子ピアノなど）

2 階娯楽コーナー：

○小会議室（フローリング） 料理室と内扉で連結
会議・手工芸・美術・ダンス・
ヨガ・麻雀など
（備品：机・椅子・ホワイトボード、
中会議室との一体利用可、大型鏡
WiFi など）

○茶室（手前 12.5 畳、奥 10 畳、水屋付）（畳）
着付け・会議・学習会・茶道・
華道・ヨガなど
（全面利用の時は、合唱・楽器練
習・ヨガ・麻雀も可）
（備品：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・電子ピアノ・WiFi など）

○料理室（ビニタイル）
料理教室・パン講座・
お誕生会など
（備品：調理道具・調理台・ガスオーブ
ン・コンロ・電子レンジ・ガス釜・食器一
式・ホットプレート・冷蔵庫など）

囲碁・将棋・勉強など

★魅力的な催し★（実施例抜粋）
幼児から高齢者の方までを対象に幅広い教室・イベント
を行っています。詳細は、広報誌「そよかぜ」、館内掲示、
神奈川区広報誌、ホームページなどでご覧いただけます。
（１） 幼児・親子向け
夢のとびら、親子リトミック、幼稚園えらび、子育て講演
おもちゃの病院 他

（２） 小中学生向け
０６０２イベント、バレエ教室、おもしろ科学たんけん
バドミントン教室 子どもフラダンス他

（３） 成人向け
パソコン講座、ブッシュドノエルを作ろう、鎌倉彫講座
癒しのアロマヨガ、ゴーヤ料理
街道今昔聞き歩き、手打ちそばに挑戦 他

（４） 一般向け
センターまつり、防災ウォーキング クリスマスコンサート他
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