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携帯電話・スマートフォン + インターネット
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遠州灘海浜公園江之島ビーチコート ビーチコート ○ ◎ - P 60
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サーラグリーンアリーナ

サッカー場・スポーツ広場

（2）

（2）

サーラグリーンフィールド（浜北平口サッカー場）
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携帯電話
スマートフォン

携帯電話
スマートフォン

※「サーバ証明書（SHA-2）」に対応していない一部の携帯電話（フューチャーフォン）ではご利用いただけません。
　お使いの機種の「サーバ証明書(SHA-2)」への対応状況については、各携帯電話事業者のサイト等でご確認
　をお願いします。
　　



携帯電話
スマートフォン

携帯電話
スマートフォン

※「サーバ証明書（SHA-2）」に対応していない一部の携帯電話（フューチャーフォン）ではご利用いただけません。
　お使いの機種の「サーバ証明書(SHA-2)」への対応状況については、各携帯電話事業者のサイト等でご確認
　をお願いします。
　　

スマートフォン

※「サーバ証明書(SHA-2)」に対応していない一部の携帯電話（フューチャーフォン）ではご利用いた
　 だけません。お使いの機種の「サーバー証明書(SHA-2)」への対応状況については、各携帯電話事者
　 のサイト等でご確認をお願いします。

（動作確認済のもの）

携帯電話 ・ スマートフォン + インターネット

●スマホ用
　QRコード

https://www.mb.eprs.jp/k
スマートフォン版「まつぼっくり」URL >> https://www.mb.eprs.jp/sp/

https://www.mb.eprs.jp/w

Microsoft Windows  7／8.1／10、Mac OS X／10.10／10.11／Sierra／High Sierra／Mojave

Internet Explorer 11.0（デスクトップ版）、Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome
Opera、Safari（Mac OS版のみ）

ios 6 以降の標準ブラウザ、Android 6 以降の標準ブラウザ



※３分あたりの税抜料金（令和２年１月１日現在）

10.8円



※３分あたりの税抜料金（令和２年１月１日現在）

10.8円

※屋外テニスコートの抽選はできません

※原則、重複登録はできません。



身分証明書として「マイナンバーカード」のコピーを送付される場合は、おもて面（顔写真つき）のみとしてください。
※うら面（12桁のマイナンバー記載面）はコピーしないようお願いします。

84

（メンバー全員の氏名・住所・電話番号）名簿等の添付も可。



身分証明書として「マイナンバーカード」のコピーを送付される場合は、おもて面（顔写真つき）のみとしてください。
※うら面（12桁のマイナンバー記載面）はコピーしないようお願いします。

84

（メンバー全員の氏名・住所・電話番号）名簿等の添付も可。

※メンバー表は別紙名簿等の添付可。









（注2）

（注1） 当選確認（予約振替）手続きは、抽選結果メールの受信の有無にかかわらず、まつぼっくりHP内のマイページにて可
能となっております。

（注2）

（注1）















（令和2年4月1日現在）

座卓２台

アップライトピアノ・机・椅子・ホワイトボード



（令和2年4月1日現在）

座卓２台

アップライトピアノ・机・椅子・ホワイトボード

※1

※2

※3

※4

※5

※6
※7
※8

09：00
〜

21：00

09：00
〜

21：30
※９

21

24

36

36

60

会議室1

会議室2

会議室3

会議室4

大会議室

・施設利用時の大音量での音出しは、ご遠慮ください。
・優先団体は予約開始日が上記と異なります。詳細については施設にお問い合わせください。
・準備、片付けの時間も利用時間に含まれます。
・ご利用後は清掃と原状復帰をお願いいたします。
・利用の時に出たゴミや持ち込まれた物品等はすべてお持ち帰りください。
・飲食をされる場合は事前に職員までご相談ください。（和室・茶室・音楽室は飲食不可）
・畳部屋での過度な運動はご遠慮ください。
・一団体20台以上の駐車が見込まれる場合は予約時に施設へお申し出ください。

※1　:　多目的ホール　電動ステージ、音響機器、アップライトピアノ、スクリーン、壁鏡あり。講演会、音楽、ダンスなどにご利用ください。
※2　:　調理台5台（有料：1台310円）
※3　:　アップライトピアノあり、飲食不可
※4　:　35畳、飲食不可
※5　:　27畳（うち水屋6畳）、飲食不可
※6　:　バレーボール、バスケットボール、バドミントン、卓球、ダンス等（フットサルでの利用不可）。ボール、ラケット等の道具は各団体でご用意ください。
※7　:　床を傷つけないようにご注意ください。（体育館専用シューズ。ダンスはヒールによる傷防止を施したものをご用意ください。）
※8　:　体育館を音楽目的でご使用の場合は、全面でのご予約が必要です。体育館での音出しは19：00まで可能です。
※9　:　21時以降のみ30分単位が可能です。

21：30





（但し、ホールの一部とギャラリーは飲食不可）
・クリエート浜松の建物内には、文化コミュニティセンター、中部協働センター、文芸館がございます。中部協働センター、文芸館のページもご確認ください。

オープン

21:00



作品展示など。

・クリエート浜松の建物内には、中部協働センター、文化コミュニティセンター、文芸館がございます。文化コミュニティセンター、文芸館のページもご確認ください。

・クリエート浜松の建物内には、文芸館、中部協働センター、文化コミュニティセンターがございます。中部協働センター、文化コミュニティセンターのページもご確認ください。

講座室

21:00

21：00



作品展示など。

・クリエート浜松の建物内には、中部協働センター、文化コミュニティセンター、文芸館がございます。文化コミュニティセンター、文芸館のページもご確認ください。

・クリエート浜松の建物内には、文芸館、中部協働センター、文化コミュニティセンターがございます。中部協働センター、文化コミュニティセンターのページもご確認ください。

講座室

21:00

21：00



（休館日を除く）

（宿泊は20人までご利用いただけます。）

・駐車場は台数に限りがあります。
　1団体20台以上の駐車が見込まれる場合は、予約時に施設へお申し出ください。



（休館日を除く）

（宿泊は20人までご利用いただけます。）

・駐車場は台数に限りがあります。
　1団体20台以上の駐車が見込まれる場合は、予約時に施設へお申し出ください。

高丘公園　管理棟窓口　053-420-0849

隣接の高丘公園管理棟窓口にて予約してください。







ビデオ、プロジェクター



ビデオ、プロジェクター

会議室として使用した場合※6

※2 : 会議机18台、椅子54脚、可動式ホワイトボード1台、演台1台あり。会議室として使用可。
※3 : 可動式ホワイトボード1台、水道設備あり。会議室として使用可。
※4 : 会議机10台、椅子30脚あり、壁付ホワイトボード1台、演台1台あり。

※6
30
※6
54

会議、セミナー。セミナールームA、セミナールームB
会議、講演会、発表会等。

セミナールーム

除く
2

※臨時休館あり

セミナールーム（講座室）A・B

セミナールーム（講座室）A

セミナールーム（講座室）B











駐車場約90台。駐車台数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

※1　:　舞台（間口15m×奥行10.5m×高さ7m）、固定席59席（他に車椅子スペース3席分）、楽屋（洋室1、和室1）、更衣室・シャワーあり。
 ピアノ、踊り他各種発表会、演奏会等にご利用いただけます。
※2　:　防音室。アップライトピアノ、ホワイトボードあり。音楽練習、会議、研修等にご利用いただけます。
※3　:　円卓形式、ホワイトボードあり。少人数の会議にご利用いただけます。
※4　:　ホワイトボードあり。小・中規模の会議、研修等にご利用いただけます。
※5　:　ホワイトボード、スクリーン、音響システムあり。展示パネル貸出可能。会議、研修、講演会等にご利用いただけます。
※6　:　多目的室（11.3ｍ×5.4ｍ）。防音室。鏡、ホワイトボードあり。
 机・椅子を利用する場合は利用者が準備・片付けをする必要があります。音楽練習、ダンスレッスン、会議、研修等にご利用いただけます。
※7　:　18畳。姿見、テーブルあり。襖を開放することにより一部屋として利用できます。各種お稽古事にご利用いただけます。
※8　:　8畳。姿見、テーブルあり。各種お稽古事にご利用いただけます。
その他 :　各部屋共通でマイク、ビデオプロジェクター等の貸出も可能です。



駐車場約90台。駐車台数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

※1　:　舞台（間口15m×奥行10.5m×高さ7m）、固定席59席（他に車椅子スペース3席分）、楽屋（洋室1、和室1）、更衣室・シャワーあり。
 ピアノ、踊り他各種発表会、演奏会等にご利用いただけます。
※2　:　防音室。アップライトピアノ、ホワイトボードあり。音楽練習、会議、研修等にご利用いただけます。
※3　:　円卓形式、ホワイトボードあり。少人数の会議にご利用いただけます。
※4　:　ホワイトボードあり。小・中規模の会議、研修等にご利用いただけます。
※5　:　ホワイトボード、スクリーン、音響システムあり。展示パネル貸出可能。会議、研修、講演会等にご利用いただけます。
※6　:　多目的室（11.3ｍ×5.4ｍ）。防音室。鏡、ホワイトボードあり。
 机・椅子を利用する場合は利用者が準備・片付けをする必要があります。音楽練習、ダンスレッスン、会議、研修等にご利用いただけます。
※7　:　18畳。姿見、テーブルあり。襖を開放することにより一部屋として利用できます。各種お稽古事にご利用いただけます。
※8　:　8畳。姿見、テーブルあり。各種お稽古事にご利用いただけます。
その他 :　各部屋共通でマイク、ビデオプロジェクター等の貸出も可能です。

大型９台・普通200台

ダッグアウト

大型９台・普通200台

グラウンド
※3  ：  陸上競技場会議室は空調設備（冷暖房）はありません。

※3









・ 利用後は必ず整備をしてください。

・ 利用後は必ず整備をしてください。

番地先（天竜川河川敷）





ライン引き、石灰なし。

ゆたか緑地集会所窓口　053-435-4158

・子ども（小学生以下）のための施設です。

・窓口予約をご希望の場合は、隣接ゆたか緑地集会所窓口にて予約してください。



・　駐車場の台数が少ないため乗り合いでお越しください。

集会所窓口



・　駐車場の台数が少ないため乗り合いでお越しください。

集会所窓口

人工芝

人工芝



※1　： 軟式野球、ソフトボール（ただし、皮ボールは飛球が道路に出る危険性が高いため禁止します）、グラウンドゴルフ、レクリエーションサッカー（ゴールなし）。
 ベース、ラインカーあり。硬式野球はできません。



※1　： 軟式野球、ソフトボール（ただし、皮ボールは飛球が道路に出る危険性が高いため禁止します）、グラウンドゴルフ、レクリエーションサッカー（ゴールなし）。
 ベース、ラインカーあり。硬式野球はできません。



4,600円 2,300円



4,600円 2,300円

ラグビー、







駐車場に限り（180台）がありますので、公共交通機関の利用や乗り合わせにご協力ください。
１団体100台以上の駐車場を利用される場合は、事前にご相談ください。

パネル40あり。

、アップライトピアノあり。

アップライトピアノあり。

、アップライトピアノあり。

DVD、ホワイトボードあり。

、アップライトピアノあり。土足禁止。



駐車場に限り（180台）がありますので、公共交通機関の利用や乗り合わせにご協力ください。
１団体100台以上の駐車場を利用される場合は、事前にご相談ください。

パネル40あり。

、アップライトピアノあり。

アップライトピアノあり。

、アップライトピアノあり。

DVD、ホワイトボードあり。

、アップライトピアノあり。土足禁止。

球技場12/29～1/3
5、6、9、10、11、2月の第1、3、５金曜日（祝日の重なった場合は開放）



・無人施設のため、窓口での予約受付は、可美公園総合センターで受け付けます。
・駐車場は、グラウンドの東側スペースを利用してください。

・利用時間には準備・片づけが含まれます。時間内にコートの設営・撤去・コートならし・清掃をしてください。
・靴を履いて利用する場合は、靴に付いた土をよく落としてから入場してください。
・コート内での飲食・飲酒・喫煙はできません。（水分補給は除く）
・更衣室・駐車場について、夏期はプール利用者との共有になり、混み合う場合があります。
・用具器具等を破損・紛失した際には弁償していただくことがあります。
・ペットを連れての入場はできません。
・使用後は、コート内で体に付着した砂をなるべく落としてください。（水シャワー（洗い場）が屋外にあります。）　

※1　： 全面利用でビーチサッカー、半面利用でビーチバレー、ビーチテニス、ビーチハンドボールなど。
 サッカーゴール、各種ネット、ネット計測器、ラインテープ、フラッグ、審判台、得点板、サーバー表示器あり。
 支柱は常設していますが、ネット取付等の準備・片づけは利用団体で行ってください。（利用時間前の設営はできません。）

ビーチテニスで利用の場合でもテニスコート抽選個人カードは利用できません。
団体カードもしくは抽選団体カードでの予約となります。

ビーチコート全面  

ビーチコート半面Ａ（西面）  

ビーチコート半面Ｂ（東面）  

遠州灘海浜公園江之島ビーチコート（エンシュウナダカイヒンコウエンエノシマビーチコート）施 設 名

所 在 地

休 館 日

問い合わせ先

窓口払い案内 

南区江之島町１１９７

月曜日（祝日に当たるときはその翌日）
１２/２９～１/３　

053-425-6000

９:００～１７:００

09：00
〜

17：00



・無人施設のため、窓口での予約受付は、可美公園総合センターで受け付けます。
・駐車場は、グラウンドの東側スペースを利用してください。

・利用時間には準備・片づけが含まれます。時間内にコートの設営・撤去・コートならし・清掃をしてください。
・靴を履いて利用する場合は、靴に付いた土をよく落としてから入場してください。
・コート内での飲食・飲酒・喫煙はできません。（水分補給は除く）
・更衣室・駐車場について、夏期はプール利用者との共有になり、混み合う場合があります。
・用具器具等を破損・紛失した際には弁償していただくことがあります。
・ペットを連れての入場はできません。
・使用後は、コート内で体に付着した砂をなるべく落としてください。（水シャワー（洗い場）が屋外にあります。）　

※1　： 全面利用でビーチサッカー、半面利用でビーチバレー、ビーチテニス、ビーチハンドボールなど。
 サッカーゴール、各種ネット、ネット計測器、ラインテープ、フラッグ、審判台、得点板、サーバー表示器あり。
 支柱は常設していますが、ネット取付等の準備・片づけは利用団体で行ってください。（利用時間前の設営はできません。）

ビーチテニスで利用の場合でもテニスコート抽選個人カードは利用できません。
団体カードもしくは抽選団体カードでの予約となります。

ビーチコート全面  

ビーチコート半面Ａ（西面）  

ビーチコート半面Ｂ（東面）  

遠州灘海浜公園江之島ビーチコート（エンシュウナダカイヒンコウエンエノシマビーチコート）施 設 名

所 在 地

休 館 日

問い合わせ先

窓口払い案内 

南区江之島町１１９７

月曜日（祝日に当たるときはその翌日）
１２/２９～１/３　

053-425-6000

９:００～１７:００

09：00
〜

17：00



としても

としても

・ラケット、ボール等は各団体でご用意ください。



としても

としても

・ラケット、ボール等は各団体でご用意ください。

※2

※2

・ラケット、ボール等は各団体でご用意ください。



第1会議室

第2会議室

柔道場全面

　柔道場南面

　柔道場北面

剣道場全面

　剣道場南面

　剣道場北面



第1会議室

第2会議室

柔道場全面

　柔道場南面

　柔道場北面

剣道場全面

　剣道場南面

　剣道場北面

ください。

DVD視聴可。

DVD視聴可。

（注1）受付開始日が休館日に当たるときは、受付開始日はその翌日となります。
（注2）多目的ホールと併せて利用する場合は、多目的ホールの予約申込と同時にお申し込みができます。

３ヶ月前
の初日



ピッチャーズマウンド



ピッチャーズマウンド



成人用サッカーゴールにはネットが常設されていません。ご利用の際は、上記窓口払い案内時間内に三ヶ日協働センターまでご連絡願います。※2

※1
※2

（注3）

なる場合があります。

及び窓口払い案内時間をご確認の上、予約してください。

（注3）舞台操作（舞台照明・音響・反響板等）や空調が必要な場合、利用日直前の予約申込には対応できないことがあります。

窓口業務時間外（22:00まで）は、協働センター夜間受付の「カギ返却ボックス」に返却してください。
窓口業務時間



成人用サッカーゴールにはネットが常設されていません。ご利用の際は、上記窓口払い案内時間内に三ヶ日協働センターまでご連絡願います。※2

※1
※2

（注3）

なる場合があります。

及び窓口払い案内時間をご確認の上、予約してください。

（注3）舞台操作（舞台照明・音響・反響板等）や空調が必要な場合、利用日直前の予約申込には対応できないことがあります。

窓口業務時間外（22:00まで）は、協働センター夜間受付の「カギ返却ボックス」に返却してください。
窓口業務時間

障がい者対応）。



・利用後は必ず整備をしてください。

・利用後は必ず整備をしてください。



・利用後は必ず整備をしてください。

・利用後は必ず整備をしてください。

（利用状況等により翌日）

・駐車台数に限りがあります。事前にご相談ください。路上駐車、周辺施設への駐車は絶対にしないようにお願いします。

貸出備品、コンセント、照明・空調（メインアリーナ、サブアリーナ）の使用は別途料金がかかります。
第2、第3会議室はダンス、ヨガ等にも利用できます。音響制限がありますので、事前にご相談ください。

体育館専用

サーラグリーンアリーナ



（利用状況等により翌日）

とスポーツ広場の兼用となります。詳細については施設へお問い合わせ下さい。

（サッカー場のみ）は

12

４

（人工芝）

（人工芝）

（人工芝）

（人工芝）

（人工芝）

（人工芝）

（人工芝）

（人工芝）

（人工芝）

（人工芝）

（人工芝）

駐車台数に限りがあります。事前にご相談ください。

サッカーJr用1面「又は」フットサル2面など。
フットサル3面又はサッカーJr用1面とフットサル1面など。

・サッカー場、スポーツ広場のフットサルコートは４面ずつとなります。
　ポイント・ラインを追加することで、最大６面まで使用可能。詳細については施設へお問合せ下さい。追加ラインはご利用者での準備・ご負担となります。

4

4面
と

サーラグリーンフィールド



（利用状況等により翌日）

とスポーツ広場の兼用となります。詳細については施設へお問い合わせ下さい。

（サッカー場のみ）は

12

４

（人工芝）

（人工芝）

（人工芝）

（人工芝）

（人工芝）

（人工芝）

（人工芝）

（人工芝）

（人工芝）

（人工芝）

（人工芝）

駐車台数に限りがあります。事前にご相談ください。

サッカーJr用1面「又は」フットサル2面など。
フットサル3面又はサッカーJr用1面とフットサル1面など。

・サッカー場、スポーツ広場のフットサルコートは４面ずつとなります。
　ポイント・ラインを追加することで、最大６面まで使用可能。詳細については施設へお問合せ下さい。追加ラインはご利用者での準備・ご負担となります。

4

4面
と

サーラグリーンフィールド

・路上駐車、周辺施設への駐車は絶対にしないようにお願いします。

※1

※2

※3

※4

※5

※1　：
※2　：  ダンス、ヨガ等のご利用もできます。
※3　：  ヨガ等の利用もできます。事前にご相談ください。
※4　：
※5　：



・利用後は必ず整備をしてください。



・利用後は必ず整備をしてください。

・利用後は必ず整備をしてください。

※3  ： ライン引き、石灰なし。

サッカー場（こども用） ※3



鏡張り（90×180cm）4枚あり。大音量の音出しはご遠慮ください。

レッスンバー（移動式）あり。



鏡張り（90×180cm）4枚あり。大音量の音出しはご遠慮ください。

レッスンバー（移動式）あり。

（注2）利用日当日が祝日の場合は、予約申込・支払等の受付はできません。利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。

8:30～17:15（祝日は除く）



前日

ダンス、ヨガ等の利用もできます。

・競技場をフットサル、ハンドボール等で利用する場合、壁材保護のため防球ネットをお願いします。



前日

ダンス、ヨガ等の利用もできます。

・競技場をフットサル、ハンドボール等で利用する場合、壁材保護のため防球ネットをお願いします。



音楽練習、研修会、会議等。グランドピアノ（第1練習室）、アップライトピアノ（第2・第3練習室、文化活動室）、長机・パイプイスあり。第3練習室は、
楕円卓会議机・イス。

グランド

（月曜日は17:00まで）

ただし、月曜日は17時まで。



音楽練習、研修会、会議等。グランドピアノ（第1練習室）、アップライトピアノ（第2・第3練習室、文化活動室）、長机・パイプイスあり。第3練習室は、
楕円卓会議机・イス。

グランド

（月曜日は17:00まで）

ただし、月曜日は17時まで。

利用状況等により翌日 ・利用後は必ず整備をしてください。



（注1）受付開始日が土曜・日曜・祝日及び休館日にあたるときは、受付開始日はその翌日となります。
（注2）利用日当日が土曜・日曜・祝日の場合は、予約申込等の受付はできません。

（公財）

（公財）



（注1）受付開始日が土曜・日曜・祝日及び休館日にあたるときは、受付開始日はその翌日となります。
（注2）利用日当日が土曜・日曜・祝日の場合は、予約申込等の受付はできません。

（公財）

（公財）

（公財）

（公財）

（公財）

（公財）

など。

など。
など。





（公財）

（公財）

管理棟窓口



・アリーナ全面、アリーナＡ面・Ｂ面、会議室、研修室の音出し利用は９時から20時30分までとなります。



・アリーナ全面、アリーナＡ面・Ｂ面、会議室、研修室の音出し利用は９時から20時30分までとなります。





バレーボール（6人制）、

等。

利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。

まで

スクリーン・プロジェクターの使用を



利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。

スクリーンあり。プロジェクター・マイク利用の際は事前にご連絡ください。

スクリーンあり。プロジェクター・マイク利用の際は事前に
ご連絡ください。



利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。

スクリーンあり。プロジェクター・マイク利用の際は事前にご連絡ください。

スクリーンあり。プロジェクター・マイク利用の際は事前に
ご連絡ください。

利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。



利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。



利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。

高所の窓への防護が必要になるなどの制限がございますので、事前にご相談ください。）、

利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。



利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。

競技と関係のない音楽を大音量でかけないようお願いします。



利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。

競技と関係のない音楽を大音量でかけないようお願いします。
利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。

音響設備利用の場合は事前にご連絡ください。



利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。



利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。

利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。

第一会議室

第二会議室

・ホワイトボードあり。
ホワイトボードあり。

・ホワイトボードあり。

・ホワイトボードあり。
。ホワイトボードあり。5台 1

音楽練習、体操、ダンス等。長机40台、椅子300脚あり。ステージ、ピアノ、CD、カセット、マイク、ホワイトボードあり。スクリーン、プロジェクターなし。



※6

※7

※1  ： 体操、ダンス、ヨガ、レクリエーション等。全面使用のときピアノ、スクリーン（プロジェクター等なし）、アンプセット常備使用可。
 隣室に影響無い音楽練習等。ただし、使用する楽器によって利用制限があります。
 長机（60）、折畳椅子（160）あり。（詳細については事前にお問い合わせください。）
※2  ： 会議、絵画、書道、クラフト等。
※3  ： 会議、絵画、書道、クラフト等。
 隣室に影響無い音楽練習等。ただし、使用する楽器によって利用制限があります。
※4  ： 会議、絵画、書道、クラフト等。
※5  ： 囲碁、将棋、茶道、舞踊等。30畳。座卓（12）、座布団（50）あり。
※6  ： 料理実習、調理台7台（うち1台講師用）、ガスコンロ、ガスオーブン。（詳細については事前にお問い合わせください。）
※7  ： ソフトテニス（全面予約が必要となります。）、卓球、、バドミントン、インディアカ、バレーボール、体操、ダンス、武道、バスケットボール等。
 各種球技におけるシャトル、ボール、ラケット等は各団体でご用意ください。フットサル利用のときは事前にご連絡ください。

利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。



※6

※7

※1  ： 体操、ダンス、ヨガ、レクリエーション等。全面使用のときピアノ、スクリーン（プロジェクター等なし）、アンプセット常備使用可。
 隣室に影響無い音楽練習等。ただし、使用する楽器によって利用制限があります。
 長机（60）、折畳椅子（160）あり。（詳細については事前にお問い合わせください。）
※2  ： 会議、絵画、書道、クラフト等。
※3  ： 会議、絵画、書道、クラフト等。
 隣室に影響無い音楽練習等。ただし、使用する楽器によって利用制限があります。
※4  ： 会議、絵画、書道、クラフト等。
※5  ： 囲碁、将棋、茶道、舞踊等。30畳。座卓（12）、座布団（50）あり。
※6  ： 料理実習、調理台7台（うち1台講師用）、ガスコンロ、ガスオーブン。（詳細については事前にお問い合わせください。）
※7  ： ソフトテニス（全面予約が必要となります。）、卓球、、バドミントン、インディアカ、バレーボール、体操、ダンス、武道、バスケットボール等。
 各種球技におけるシャトル、ボール、ラケット等は各団体でご用意ください。フットサル利用のときは事前にご連絡ください。

利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。

利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。

フットサル利用のときは事前にご連絡ください。



利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。

、乗り合わせでの来館にご協力ください。



利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。

、乗り合わせでの来館にご協力ください。

60台分です。1部屋（1面）10台分しかありませんので、

（プロジェクター利用の場合は事前にご連絡ください。）

（プロジェクター利用の場合は事前にご連絡ください。）
近隣に影響ない音楽練習可（ただし、使用する楽器によって利用制限があります）。

ください。音響使用の際は近隣にご配慮ください。

会議室

※6

※5

※4

※3

※2

※1

18

利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。

※2
※3　：  会議、打ち合わせ、学習等。長机６台、椅子18脚あり。
※4

※5
※6

囲碁、将棋、民踊、手編み、パッチワーク等。33畳分の広さです。茶道用の水屋があります。ホワイトボード、座布団あり。畳・障子を傷つけないようご利用ください。

調理実習等。調理台5台（うち1台講師用）、ホワイトボードあり。ガスコンロ、ガスオーブン。電子レンジあり。他の備品に関しては事前にお問合わせください。

フットサル利用のときは、事前にご連絡ください。



会議、絵画、書道、クラフト等。黒板、スクリーン（プロジェクター等なし）あり。

調理実習等。調理台5台、ホワイトボード、ガスコンロ、ガスオーブン。（詳細については事前にお問い合わせください。）

利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。

150



会議、絵画、書道、クラフト等。黒板、スクリーン（プロジェクター等なし）あり。

調理実習等。調理台5台、ホワイトボード、ガスコンロ、ガスオーブン。（詳細については事前にお問い合わせください。）

利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。

150

利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。



利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。

201講座室は、黒板あり。
7



利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。

201講座室は、黒板あり。
7

利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。



利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。

長机25台、椅子120脚

炉付き、和室（西）に壁鏡があり



利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。
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利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。



和室1（18畳）

敷地

あり。

その他：各部屋共通でプロジェクター、スクリーン、DVDプレイヤー、ポータブルスピーカー、姿見、ホワイトボートの貸出が可能です。ただし、事前にお問合わせください。

和室2（８畳）



和室1（18畳）

敷地

あり。

その他：各部屋共通でプロジェクター、スクリーン、DVDプレイヤー、ポータブルスピーカー、姿見、ホワイトボートの貸出が可能です。ただし、事前にお問合わせください。

和室2（８畳）

利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。

萩



小会議室 ※7 14

利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。

※1　：  体操・ダンス・音楽練習・講演会等で利用が可能です。音響はカセットテープ・ＣＤ・マイク使用が可能です。
 長机20台・椅子135脚・司会台・グランドピアノ・電動ステージ・スクリーン・ホワイトボードあり。
※2　：  茶道・囲碁・健康体操等で利用が可能です。和室１・和室２ともに15畳、座卓・座布団あり。和室２は水屋あり。
※3　：  学習会・書道・手芸等で利用が可能です。長机15台・椅子40脚・スクリーン・ホワイトボードあり。
※4　：  調理実習等で利用が可能です。ガスコンロ・ガスオーブン付調理台４台。調理器具の詳細は事前にお問い合わせください。
※5　：  手芸・絵画・創作活動等で利用が可能です。工作用机６台・水道・ホワイトボードあり。
※6　：  テニス・バレーボール・バスケットボール・バドミントン・卓球・レクリエーション等で利用が可能です。
 全面利用でテニス１面、バレーボール・バスケットボール２面、バドミントン４面が可能です。
 卓球台９台あり。ボール、ラケット等の道具は各自で用意すること。
※7　：  少人数での会議、打ち合わせ等で利用が可能です。会議用机・椅子・ホワイトボードあり。
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利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。
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利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。
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利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。

100

50

50

15

15

100

利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。



利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。

学習会、書道、七宝焼等。近隣に影響ない程度の音楽練習可（18時まで）。長机、椅子、黒板、1Fに七宝焼電気炉あり。2Fはスクリーンあり（プロジェクターなし）。

硬式、軟式テニス（全面利用）、バレーボール、バドミントン、卓球、バスケットボール、インディアカ、武道、レクリエーション等。フットサルは体育館B面のみ。
バレーボール2面分、バドミントン4面分です。ボール・ラケット等の道具は持参ください。床を傷つけないよう注意ください。



利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。

学習会、書道、七宝焼等。近隣に影響ない程度の音楽練習可（18時まで）。長机、椅子、黒板、1Fに七宝焼電気炉あり。2Fはスクリーンあり（プロジェクターなし）。

硬式、軟式テニス（全面利用）、バレーボール、バドミントン、卓球、バスケットボール、インディアカ、武道、レクリエーション等。フットサルは体育館B面のみ。
バレーボール2面分、バドミントン4面分です。ボール・ラケット等の道具は持参ください。床を傷つけないよう注意ください。

利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。





会議室

※1

※2

※3

※4

※5

※6

16

利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。

※1
※2
※3　：  会議、打ち合わせ等。長机、椅子あり。
※4
※5
※6



レクリエーション、軽音楽の練習等。放送設備・ピアノがあります。ご利用の際は事前にご連絡ください。

施設内での飲食は、原則として禁止です。

利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。



レクリエーション、軽音楽の練習等。放送設備・ピアノがあります。ご利用の際は事前にご連絡ください。

施設内での飲食は、原則として禁止です。

利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
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利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。



体操、ダンス、ヨガ等。アップライトピアノあり。音響はテープ、CD。長机、椅子、演台・ホワイトボードあり。スクリーンあり（プロジェクターなし）。
楽器を使用される場合は、事前にご相談ください。（防音室ではありません）

利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。

施設内での飲食は、原則として禁止です。



体操、ダンス、ヨガ等。アップライトピアノあり。音響はテープ、CD。長机、椅子、演台・ホワイトボードあり。スクリーンあり（プロジェクターなし）。
楽器を使用される場合は、事前にご相談ください。（防音室ではありません）

利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。

施設内での飲食は、原則として禁止です。

24

利用料金の支払は、事前予約の場合、利用日前の上記窓口払い案内時間までにお願いします。
ただし、夜間（上記窓口払い案内時間以降）・日曜・祝日の場合は、利用料金の支払受付はできません。

施設内での飲食は、原則として禁止です。

40

280

140

140

体育館全面（浜北区小松467番地の5）

　体育館南面（浜北区小松467番地の5）

　体育館北面（浜北区小松467番地の5）

※6　：　体育館は、協働センターから離れています（約950m北東）。体育館の駐車台数は23台（思いやり駐車場2台を含む）。
　　　　ご利用の際には、一度浜名協働センターへお寄りください。
　　　　バレーボール、バスケットボール、バドミントン、卓球、レクリエーション等。壁・床を傷つけないようご注意ください。
　　　　硬式・軟式テニス、フットサルのご利用はできません。あらかじめご了承願います。
　　　　ボール・ラケット等の道具は各団体でご用意ください。

※6











※３分あたりの税抜料金（令和２年１月１日現在）

10.8円



※３分あたりの税抜料金（令和２年１月１日現在）

10.8円
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この規約は、平成29年４月１日から施行します。



携帯電話・スマートフォン + インターネット
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