
パソコン・電話の操作方法、利用者登録についてはこちらへお問い合わせください。
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参照ページ

→P.39

→ P.8

→P.26

→P.14

　「横浜市市民利用施設予約システム（以降、 「予約システム」という。）」は、ホール

やギャラリーなどの文化施設の利用申込をインターネット ・ 電話で受け付けるシス

テムです。また、ファックスで施設利用案内情報なども提供します。

　このシステムをご利用になるには、利用者登録が必要です。

　施設利用の申込みは抽選申込制ですが、抽選後、空いている施設は、先着順に

利用申込を受け付けます。抽選申込の期間は施設により異なります。

（1） 申込方法

1. インターネット

URL　パソコン・スマートフォン ・https://yoyaku.city.yokohama.lg.jp/ys/

URL　携帯電話  ・https://yoyaku.city.yokohama.lg.jp/y/

2.・電話 ・ ファックス

電話・ファックス番号・………・ TEL 045-754-4919
　　　　　　　　　　　　　　　　　　●ダイヤル回線でご利用の場合は、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トーンボタン等を押してからコード番号を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入力してください。

（2） 利用できる時間
毎日午前６時から翌午前２時まで　※年末年始を含む

※利用時間終了直前 （午前２時直前） のご利用は途中で回線が切れる場合があります。余裕を

持ってご利用ください。

※システムの点検により、サービスを休止する場合があります。

（その際は、予約システムホームページ・電話サービス等でご案内します。）

横浜市市民利用施設予約システムについて１

●上記の番号に電話し、コンピュータの音声に従って操作します。

●操作は、コード番号を入力する方法で行います。 ・・・・・

　コード番号の入力は「プッシュボタンを押す ( ダイヤルを回す )」ことで入　

　力します。 （言葉では入力はできません。）

　※プッシュ式電話（プッシュホン）のご利用をおすすめします。

●ご利用になりたい施設、利用目的及び時間帯などのコード番号を事前　　

　にお調べになってから、電話をおかけください。

操作について

（3） 電話（音声応答）・ ファックスサービスの内容

サービスの内容 サービスコード 参照ページ

抽選申込ができる日の案内 001 28

抽選申込 002 30

抽選申込内容の確認・取消し 003 33

抽選結果の確認 004 34

空き状況の案内 005 35

空き施設の申込み 006 36

施設申込内容の確認・取消し 007 38

電話（音声応答）サービスの内容とサービスコード

サービスの内容 サービスコード 参照ページ

抽選申込ができる日及び抽選申込状況の案内 061 40

施設の空き状況の案内 062 41

抽選申込内容の確認 063 42

施設の利用申込内容の確認 064 43

ファックスサービスの内容とサービスコード

横浜・・施設予約システム 検・索

携帯電話
（スマートフォンを除く）

パソコン
スマートフォン用
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このシステムで申込みができる施設一覧２

施　　　　設 所　在　地 電話番号
１２か月前に

抽選を行う部屋

６か月前に

抽選を行う部屋

３か月前に

抽選を行う部屋
参照ページ

関内ホール 中区住吉町 4-42-1 662-1221 大ホール 小ホール リハーサル室（１～４） → P.46

青葉区民文化センター　フィリアホール
青葉区青葉台 2-1-1　青葉台東急スクエア

South-1・・本館 5F
985-8577 － 音楽ホール リハーサル室、練習室（１～３） → P.48

旭区民文化センター　サンハート 旭区二俣川 1-3　二俣川ライフ 5 Ｆ 364-3810 －
ホール、音楽ホール、

アートギャラリー

ミーティングルーム（Ａ、Ｂ）、カルチャー工房、

音楽工房（Ａ～Ｄ）
→ P.50

泉区民文化センター　テアトルフォンテ 泉区和泉中央南 5-4-13　いずみ中央ライフ 3F 805-4000 － ホール、ギャラリー 会議室（Ａ、Ｂ）、リハーサル室、創作室 → P.52

磯子区民文化センター　杉田劇場 磯子区杉田 1-1-1　らびすた新杉田 4F 771-1212 － ホール、ギャラリー リハーサル室、会議室（Ａ～ C）、練習室（Ａ～Ｃ） → P.54

神奈川区民文化センター　かなっくホール 神奈川区東神奈川 1-10-1 440-1211 －
ホール、

ギャラリー （A、 B）
音楽ルーム、練習室（Ａ、Ｂ） → P.56

港南区民文化センター　ひまわりの郷 港南区上大岡西 1-6-1 848-0800 － ホール、ギャラリー 音楽ルーム、会議室（Ａ、Ｂ）、練習室（Ａ、Ｂ） → P.58

栄区民文化センター　リリス 栄区小菅ケ谷 1-2-1 896-2000 －
ホール、

ギャラリー （A、 B）
音楽ルーム、会議室（Ａ、Ｂ）、練習室（Ａ、Ｂ） → P.60

瀬谷区民文化センター　あじさいプラザ 瀬谷区瀬谷 4-4-10　ライブゲート瀬谷内 301-3500 －
音楽多目的室、

ギャラリー （１、２）
会議室（Ａ～Ｃ）、練習室（1 ～ 2） → P.62

鶴見区民文化センター　サルビアホール 鶴見区鶴見中央1-31-2　シークレイン内 511-5711 －
ホール、音楽ホール、

ギャラリー
リハーサル室、練習室（1 〜 3） → P.64

戸塚区民文化センター　さくらプラザ 戸塚区戸塚町16-17　戸塚区総合庁舎4F 866-2501 －
ホール、

ギャラリー （A、 B）

リハーサル室、練習室（1 〜 3）、

練習室 4 （創作室）
→ P.66

緑区民文化センター　みどりアートパーク 緑区長津田2-1-3 986-2441 － ホール、ギャラリー リハーサル室、練習室（1 〜 3）、会議室（Ａ、Ｂ） → P.68

岩間市民プラザ 保土ケ谷区岩間町 1-7-15 337-0011 － ホール、ギャラリー
リハーサル室、スタジオ（Ａ～ D）、

レクチャールーム
→ P.70

吉野町市民プラザ 南区吉野町 5-26 243-9261 － ホール、ギャラリー 会議室、スタジオ（Ａ～Ｃ） → P.72

大倉山記念館 港北区大倉山 2-10-1　大倉山公園内 544-1881 － ホール、ギャラリー 集会室（第１〜第10） → P.74

長浜ホール 金沢区長浜 114-4　長浜野口記念公園内 782-7371 － ホール 多目的ルーム、音楽練習室、会議室 → P.76

イギリス館 中区山手町 115-3　港の見える丘公園内 623-7812 － ホール 集会室 → P.77

男女共同参画センター横浜　（フォーラム） 戸塚区上倉田町 435-1 862-5024 － ホール

セミナールーム（１～３）、会議室（１～３）、

和室（１、２）、音楽室、多目的スタジオ、

フィットネスルーム

→ P.78

男女共同参画センター横浜南

（フォーラム南太田）
南区南太田 1-7-20 714-7371 － 大研修室

研修室（第一～第三）、

会議室（大、第一、第二）、和室、音楽室、

生活工房、トレーニング室

→ P.80

男女共同参画センター横浜北

（アートフォーラムあざみ野）
青葉区あざみ野南 1-17-3 910-5722 － レクチャールーム

セミナールーム（1 ～ 3）、会議室（1 ～ 3）、

音楽室、健康スタジオ
→ P.81

技能文化会館 中区万代町 2-4-7 681-6551 － 多目的ホール

会議室、特別会議室、和室、音楽室、工房、

大研修室、ＯＡ研修室、工芸研修室、

視聴覚研修室、料理研修室、トレーニング室

→ P.82

抽選の流れは P.14 ～ 15 を参照ください



※URL・ パソコン ・ スマートフォン ・https://yoyaku.city.yokohama.lg.jp/ys/

URL・ 携帯電話 ・https://yoyaku.city.yokohama.lg.jp/y/

・ ※ＱＲコードはP.４参照

各手続きについて

（１） 利用者登録手続き （本人確認 ・市内在勤在学確認あり）

インターネットから利用者登録申請を行っていただく （P.20参照） か、 予約システム対象施設、

サービスセンターまたは市役所３階市民情報センターで配布している利用者登録申請書に必要

事項を記入の上、 サービスセンターへ郵送または持参し、 利用者登録申請を行ってください。

利用者登録申請

サービスセンターから登録申請者 （団体の場合は連絡者） あてに、 はまっこカードと登録料納

付書が送付されます。

はまっこカードと登録料納付書の送付

（２） カード再発行手続き

予約システムにログインし、 「登録情報 ・ カード再発行」 から再発行申請を行っていただくか、 予約

システム対象施設またはサービスセンターで配布している 「カード再発行申請書」 をサービスセン

ターへ郵送または持参し、カード再発行申請を行ってください。 その場合、再発行手数料として400円

を負担していただきます。

※個人登録の方で、 婚姻等により名字が変更となった場合は、 カード再発行申請が必要です。 この

場合は、 再発行手数料はかかりません。 名字の変更と同時に、 住所、 連絡先、 市内在勤在学先

も変更することができます。 新しいカードが届きましたら、 予約システム対象施設またはサービス

センターで本人確認 ・市内在勤在学確認を行ってください。 確認期限は申請受付後30日です。

※郵送の場合は、・サービスセンターで変更申請の受付が完了するまでに１週間程度かかりますの

で、・郵送日の１週間後以降30日以内に、・本人確認書類、・市内在勤在学確認書類の提示を行って

ください。 変更申請受付状況については、 サービスセンターまでお問合せください。

確認期限を過ぎると、 利用停止となり、 新規の予約や抽選申込ができなくなります。注意!

　以上の手続きが全て完了すると、 予約システムをご利用いただけます・ （有効期間は３年間です）。

書類に不備があるとき、 登録条件を満たさないことが判明したとき、 その他約款に反するとき

は、 予約システムをご利用になれません。

納付された登録料はいかなる理由があっても返金できません（利用者登録約款第７条第３項に規定）。

注意!

納付書裏面に記載されている金融機関で、 納期限までに登録料 （1,000円） を納付してください。

利用者登録料の納付

予約システム対象施設またはサービスセンターで、 次の書類を提示してください。

本人確認 ・市内在勤在学確認 ・登録料納付確認

※本人確認書類 ・市内在勤在学確認書類についてはP.12を参照してください。

※個人登録の場合は、 登録された方の本人確認書類 ・市内在勤在学の確認書類が必要となり

ます （代理人による手続きはできません）。

※団体登録の場合は、登録者５名全員の本人確認書類・市内在勤在学の確認書類が必要となります。

　・登録者５名それぞれが書類をご持参、または、登録者のいずれかの方が他の４名の書類 （コ

ピー可） をまとめてご持参ください （はまっこカードの利用者登録番号、 団体名を控えておい

てください）。 なお、 ５名それぞれが別の施設で本人確認 ・ 市内在勤在学確認を行うことも可

能です。

※登録料の納付確認のため、予約システム対象施設またはサービスセンターで納付書の控えを

ご提示いただく必要がありますが、 紛失等により確認できない場合は、 金融機関からの納付

の確認がとれるまで１〜２か月かかることがあります （確認がとれるまで予約システムをご利

用いただけない場合があります）。

横浜市内在住の方 ：はまっこカード ・ 納付書の控え ・本人確認書類

横浜市外在住で横浜市内在勤在学の方 ：

・ はまっこカード ・ 納付書の控え ・本人確認書類 ・市内在勤在学の確認書類
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予約システムを利用するには、 事前に利用者登録が必要です。利用者登録をされた方には、 氏名ま

たは団体名と利用者登録番号を記載した「横浜市市民利用施設予約カード（以下「はまっこカード」と

いう。）」を発行します。

３ 利用者登録について

見本

＜はまっこカード利用上のご注意＞

・施設を利用するときは、はまっこカードを必ずお持ちください。

・カードは、登録を行った個人・団体以外は使用できません。 ・

・カードをなくしたときは、再発行の手続きを行ってください。 ・

◆予約システムに登録するには…

個人登録：横浜市内在住・在勤・在学のいずれかを満たす 16 歳以上の方 1名

団体登録：横浜市内在住・在勤・在学のいずれかを満たす 16 歳以上の方 5名

の登録が必要です。 （利用条件・利用できる部屋は個人と団体で異なります。登録

区分の変更はできませんので、ご注意ください。）

◆団体登録の際のご注意

①登録者５名のうち、３名以上が同一となる団体が既に登録されていると登録できません。

②１人の方がシステムに登録できるのは、１つの個人登録と２つの団体登録までです。



（４） 登録廃止手続き
予約システムにログインし、「登録廃止手続き」 から廃止手続きを行っていただくか、予約システム対象施設

またはサービスセンターで配布している 「横浜市市民利用施設予約システム利用者登録変更・廃止届」 に

必要事項を記入し、 サービスセンターへ郵送または持参してください。 お手元のはまっこカードはご自身で

廃棄してください。

※・ 「横浜市市民利用施設予約システム利用者登録変更・廃止届」 は予約システムのリンク欄 「よくあるご

質問 （FAQ）」 の 「はまっこカード(利用者登録)の更新と廃止について」 からダウンロード可能ですので、

印刷してご利用ください。

（３） 登録情報変更手続き

登録情報に変更がある場合は、以下の手順で速やかに届け出てください。 変更の届出がないと、電

子メールやサービスセンターからの送付書類の到着が遅れる場合や届かない場合がありますのでご

注意ください。 なお、 変更手続きに手数料はかかりません。

予約システムにログインし、「登録情報変更・カード再発行」 から変更申請を行っていただくか、予

約システム対象施設またはサービスセンターで配布している 「横浜市市民利用施設予約システム

利用者登録変更・廃止届」 をサービスセンターへ郵送または持参し、 変更申請を行ってください。

登録情報変更申請

変更内容によっては、変更手続き受付後30日以内に、予約システム対象施設またはサービスセ
ンターで、 本人確認書類、 市内在勤在学確認書類の提示を行っていただく必要があります。
郵送の場合は、 サービスセンターで変更申請の受付が完了するまでに１週間程度かかります
（※） ので、 郵送日の１週間後以降30日以内に、 本人確認書類、 市内在勤在学確認書類の提
示を行ってください。
※変更申請受付状況については、 サービスセンターまでお問合せください。

変更内容によっては、変更手続き受付後30日以内に、予約システム対象施設またはサービスセ
ンターで、 本人確認書類、 市内在勤在学確認書類の提示を行っていただく必要があります。
郵送の場合は、 サービスセンターで変更申請の受付が完了するまでに１週間程度かかります
（※） ので、 郵送日の１週間後以降30日以内に、 本人確認書類、 市内在勤在学確認書類の提
示を行ってください。
※変更申請受付状況については、 サービスセンターまでお問合せください。

本人確認 ・市内在勤在学確認

確認期限を過ぎると、 利用停止となり、 新規の予約や抽選申込ができなくなります。注意!

①本人確認書類の提示が必要な変更

●自宅住所の変更 （横浜市内から横浜市外への転出の場合は②の手続きが必要です）

※本人確認書類 ・市内在勤確認書類についてはP.12を参照ください。

②本人確認書類及び市内在勤在学確認書類の提示が必要な変更

●自宅住所の変更 （横浜市内から横浜市外への転出）

●通勤 ・通学先の変更

●団体構成員の変更

※・団体登録で、 同時に横浜市外から横浜市外へ住所変更をする方がいる場合は、 その方も本人

確認だけでなく市内在勤在学確認が必要となります。

※本人確認書類 ・市内在勤確認書類についてはP.12を参照ください。

③本人確認書類等の提示が不要な変更

●電話番号の変更

●音声パスワードの変更

●団体代表者の情報変更

●登録済みの団体構成員間での連絡者の交替

個人登録の方で、婚姻等により名字が変更となった場合は、 （２） カード再発行手続きを行ってください。注意!

現在の登録情報を確認し、 変更がない場合はＳｔｅｐ3・にお進みください。
登録情報に変更がある場合は、 次のいずれかの方法で変更手続きを行ってください。
登録情報の確認方法が分からない場合は、 サービスセンターまでご連絡ください。

登録内容の確認 ・変更

■インターネットから変更する場合・

①・予約システムにログインし、 「登録情報変更・カード再発行」 から登録情報を確認・変

更してください。

②・ 「メールアドレスの登録」 からメールアドレスを確認 ・変更してください。

■利用者登録変更 ・廃止届を郵送して変更する場合

「利用者登録変更 ・廃止届」 に変更事項を記入し、 サービスセンターに郵送または持参

してください。 ・「利用者登録変更 ・ 廃止届」 は予約システム対象施設またはサービスセ

ンターで配布、 もしくはサービスセンターへご連絡いただければ送付いたします。

本人確認書類 （免許証 ・保険証のコピー等） は郵送しないでください。

※郵送の場合は、郵送日の１週間後以降に 「Step３:本人確認・市内在勤在学確認」 を行ってください。

注意!

以上の手続きが全て完了すると、次の有効期限・ （３年後）・まで予約システムをご利用いただけます。

予約システム対象施設またはサービスセンターで、 次の書類を提示してください。

本人確認 ・市内在勤在学確認

※本人確認書類 ・市内在勤在学確認書類についてはP.12を参照してください。
※個人登録の場合は、 代理人による本人確認 ・市内在勤在学確認はできません。
　・登録者ご本人が、 対象施設又はサービスセンターまでお越しください。
※・団体登録の場合は、登録者５名全員の本人確認書類・市内在勤在学の確認書類が必要とな
ります。 登録者５名それぞれが書類をご持参、または、登録者のいずれかの方が他の４名の
書類 （コピー可） をまとめてご持参ください （はまっこカードの利用者登録番号、 団体名を控え
ておいてください）。

横浜市内在住の方 ：はまっこカード ・ 本人確認書類

横浜市外在住で横浜市内在勤在学の方：はまっこカード・本人確認書類・市内在勤在学の確認書類

納付書裏面に記載されている金融機関で、 納期限までに登録更新料 （600円） を納付してください。

登録更新料納付

サービスセンターから登録者 （団体の場合は連絡者） 宛てに、 「更新のご案内」、 「登録更新料

納付書」 が送付されます。

※・住所変更等で、 更新案内が有効期限の２か月前を過ぎても届かない場合は、 サービスセン

ターまでお問合せください。

更新のご案内と更新料納付書等の送付

必ず登録の有効期限内に登録更新料の納付及び本人確認 ・ 市内在勤在学確認を完了させてください。

有効期限内に完了しないと、 利用停止になります。

納付された登録更新料はいかなる理由があっても返金できません（利用者登録約款第７条第３項に規定）。

注意!

（５） 更新手続き
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《本人確認書類 ・市内在勤在学確認書類》

①・本人確認書類

②・市内在勤在学の確認書類
①・本人確認書類

①・本人確認書類・

氏名・生年月日・自宅住所 （※１） が記載されており、 有効期限内のものがいずれか１点必要です。

●健康保険証／運転免許証 （裏面に記載がある場合は裏面も必要です）
●運転経歴証明書 （平成24年４月１日以降に交付されたもの）
●パスポート （「名前欄」 と 「住所欄」 が必要です）
●住民基本台帳カード （顔写真つき）
●福祉手帳 （障害者手帳、 療育手帳）・
●官公署が発行した免許証
●社員証／職員証
●学生証
●マイナンバーカード （個人番号カード） （※２） （コピーは表面のみ可 ・通知カード不可）
●在留カード／特別永住者証明書

※１　・横浜市内の自宅住所が掲載されていない場合、 ３か月以内に発行された本人名義の公共料金領収

書 （ガス ・電気 ・水道 ・固定電話） で自宅住所が記載されているものをあわせてご提示ください。

※２　・裏面には個人番号の記載があるため、法令で定められた場合を除き、コピーその他、個人番号

の収集にあたる行為を行うことは禁止されています。

住民票は本人確認書類として使用できません。注意!

②・市内在勤在学の確認書類

氏名 ・勤務先 ・通学先住所が記載されており、 有効期限内のものがいずれか１点必要です。

●社員証／職員証 （※３）
●学生証
●給与明細書 （３か月以内のもの） （※３）
●源泉徴収票 （前年分） （※３）
●在学証明書
●在職証明書 （３か月以内のもの） （※３） （※４）

※３　・記載されている事業所住所が横浜市内でない場合、 補足情報として勤務先住所記載の名刺を

あわせてご提示ください。

※４　・任意の書式で可。 ホームページのリンク欄 「よくあるご質問 （FAQ）」 の 「■新規利用者登録に

ついて」 の 「Q6． 本人確認書類について、 具体的に教えてください。」 から、 在職証明書の書

式がダウンロード可能ですので印刷してご利用ください。

横浜市外在住で

横浜市内在勤 ・在学の方
横浜市在住の方

利用者登録に関するお問合せ　横浜市市民利用施設予約システムサービスセンター

電話 ： 045－759－3737 〈受付時間９ ： 00〜17 ： 00 （年末年始を除く）〉

eメール ： service.sc01@yoyaku.city.yokohama.lg.jp
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（１） 団体登録
団体登録では登録者５名と団体のメンバーで、 全ての部屋の利用申込ができます。

（２） 個人登録
　個人登録では登録者１名と同伴者で、 施設の部屋が利用できますが、 次の表のとおりに一部

の部屋の利用申込はできません。

●個人登録で抽選申込 ・空き区分の利用申込ができない部屋

施　設 部　屋

旭区民文化センター　サンハート アートギャラリー

横浜市技能文化会館 多目的ホール

横浜市イギリス館 ホール

横浜市市民文化会館　関内ホール
大ホール

小ホール

長浜ホール ホール

●個人登録で抽選申込はできないが、・空き区分の利用申込はできる部屋

施　設 部　屋

青葉区民文化センター　フィリアホール 音楽ホール

戸塚区民文化センター　さくらプラザ
ホール

ギャラリー

横浜市技能文化会館

大研修室 802

工房

トレーニング室

緑区民文化センター　みどりアートパーク
ホール

ギャラリー

団体登録・個人登録で利用できる施設
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手　続 利用月の１２か月前
利用月の

１１～７か月前
利用月の６か月前

利用月の

５～４か月前
利用月の３か月前

利用月の

２か月前

利用月の

１か月前
利用当月

12
か
月
前
に
抽
選
を
行
う
部
屋

抽選申込

空き施設

の申込み

６
か
月
前
に
抽
選
を
行
う
部
屋

抽選申込

空き施設

の申込み

３
か
月
前
に
抽
選
を
行
う
部
屋

抽選申込

空き施設

の申込み

施設の利用申込の流れ４

利用申請手続き（※３）

利用申請手続き（※３）

利用申請手続き（※３）

１日・ 15日

１日・ 15日

１日・ 15日

16日

16日

16日

16日・ 17日

16日・ 17日

16日・ 17日

18日・ 25日

18日・ 25日

18日・ 25日

18日・ 末日

18日・ 末日

18日・ 末日

26日

26日・ 当日

26日

26日

26日

26日

抽選申込（※１）

抽選申込（※１）

抽選申込（※１）

空き施設の申込み（※１）

空き施設の申込み（※１）

空き施設の申込み（※１）

利用申請手続き

利用申請手続き

利用申請手続き

抽選日

抽選日

抽選日

抽選申込内容の確認及び抽選結果確認はできません

抽選申込内容の確認及び抽選結果確認はできません

抽選申込 内容の確認及び抽選結果確認はできません

（末日が休館日にあたる時はその翌日）

（末日が休館日にあたる時はその翌日）

（末日が休館日にあたる時はその翌日）

利　

用　

当　

日

（申込みの日を含めて８日以内に、ご利用施設で行ってください。手続きがない場合は予約が取り消されます。）

●施設の利用にあたっては、事前にご利用施設で利用申請手続きをしてください。

　利用申請手続きは、受付窓口が開いている日時をご確認のうえお越しください。

●「抽選に当選」又は「空き施設の申込み」をされても、所定の期間内に利用手続きをされない

　場合は、当選や空き施設の申込みが取り消されますのでご注意ください。

●「抽選に当選」又は「空き施設の申込み」をされても、ご利用の内容によっては、事前の利用

　手続き時に利用を許可できない場合がありますのでご了承ください。詳細については、ご利用

　になりたい施設にお問い合わせください。

●練習室・スタジオなどは、施設及び部屋により機材等が異なります。申込みにあたっては事前

　に各施設にご確認下さい。

利用申請手続きについて

●抽選申込制限

　※１か月間に文化施設 ・ スポーツ施設合わせて８件の抽選申込が上限となります。先に文化

施設に８件の抽選申込を行うとスポーツ施設の抽選申込ができませんのでご注意ください。

●空き施設の申込制限

　空き施設の申込みは、１利用者につき抽選の当選も含めて12件まで保持できます。（→P.16）

　施設によって利用方法の制限があります。それぞれの施設をご覧ください。 （→ P.45 〜 83）

施設利用申込の制限

抽選結果確認（※２）

抽選結果確認（※２）

抽選結果確認（※２）

※１・抽選・空き施設の申込み…抽選申込は１日の午前０時、空き施設の申込みは２６日の午前９時から受付を開始します。

※２・抽選結果確認……………・必ずこの期間内に抽選結果確認を行い、当選した申込みの利用確定を行ってください。 

利用確定を行わない場合、当選は２６日に自動的に取り消されます。

※３・利用申請手続き…………必ず利用施設の窓口で行ってください。手続きがない場合は当選が取り消されます。

（注）　抽選結果の確認は期限日の 24 時まで、利用申請手続きは施設の受付時間中に行ってください。 （→ P.89）

１２か月前に抽選を行う部屋
１か月間に第８希望まで

（スポーツ施設の申込みも含む）
当選数制限なし６か月前に抽選を行う部屋

３か月前に抽選を行う部屋

利用申請手続きを、申込みの日を含めて８日以内に、ご利用施設で行って下さい。手続きがない場合は予約

が取り消されます。
●利用日の７日前から２日前の申込みは、利用日前日まで
●利用日前日及び当日の申込みは、利用日当日に申請手続きを・・行って下さい。

男女共同参画センター横浜、男女共同参画センター横浜南、男女共同参画センター横浜北、技能文化会館

は、利用日の７日前まで申込みが可能です。利用日の６日前からの申込みは施設に問い合わせてください。

ただし、男女共同参画センター横浜（フォーラム）、男女共同参画センター横浜南（フォーラム南太田）、男女共同参画

センター横浜北（アートフォーラムあざみ野）、横浜市技能文化会館は利用日の 7日前。）

（申込みの日を含めて８日以内に、 ご利用施設で行ってください。手続きがない場合は予約が取り消されます。）

利用日の28日前（利用日から起算して４週間前の利用日と同一の曜日）

利用日の28日前（利用日から起算して４週間前の利用日と同一の曜日）
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空き区分の予約 ・抽選について５

●予約できる件数の上限

　　１つの利用者登録につき、 抽選を経て予約が可能となった件数、 空き施設の申込みにより予

約を行った件数を合わせて、 保持できる予約件数の上限は 12 件です。

　　文化施設とスポーツ施設では、 １件の範囲、 予約できる件数の復活方法が異なりますのでご

注意ください。

●団体の優先

　個人登録、 団体登録両方で抽選の申込みができる部屋では、 団体登録が上位の抽選順位に

なります。 優先方法は次ページのシステムによる自動抽選の流れをご覧ください。

●部屋の優先

　下記表の音調整、 全面 ・ 半面利用がある部屋では、 同時間帯で優先される部屋への抽選申

込がある場合、 影響のある部屋の抽選申込の当選条件が限定されます。

１． 優先の種類が音調整の部屋

優先される部屋の当選した抽選申込の音調整コードが 「隣の音や音楽を気にする」 の場合、

影響のある部屋の音調整コードが 「音や音楽を使用する」 である抽選申込は、当選しません。

２． 優先の種類が全面利用の部屋

優先される部屋へ抽選申込 （全面利用の申込み） がある場合、 影響のある部屋への抽選

申込 （半面利用の申込み） は、 当選しません。

施設 優先される部屋 影響のある部屋 優先の種類

関内ホール 大ホール 小ホール 音調整

戸塚区民文化

センター

さくらプラザ

ギャラリーＡ・Ｂ（全面）
ギャラリーＡ（半面）

ギャラリーB（半面）
全面利用

瀬谷区民文化

センター

あじさいプラザ

ギャラリー１・２（全面）
ギャラリー１（半面）

ギャラリー２（半面）
全面利用

技能文化会館

多目的ホール１・２（全面）
多目的ホール１（半面）

多目的ホール２（半面）
全面利用

和室１・２（全面）
和室１（半面）

和室２（半面）
全面利用

※全面利用の申込みを行い予約となった場合、キャンセルの際も全面のキャンセルになります。

●抽選の際の申込数の上限

　１か月間に文化施設 ・ スポーツ施設合わせて８件の抽選申込が上限となります。

（１日～ 15 日に文化施設に８件の抽選申込を行うと、 その月の 15 日～月末にスポーツ施設の抽

選申込を行うことができませんのでご注意ください。）

●抽選の際の当選数の制限

　抽選日である毎月 16・日のシステム受付終了時 （午前２時）・に施設利用料金の納付が完了し

ていない予約の申込みを 12・件保持していると、 抽選申込をしても当選しません。 毎月 15・日まで

の抽選申込を行った時点で、利用申請手続きが完了していない予約を 12・件保持している場合は、

毎月 15・日の施設営業終了までに施設で施設利用料金の納付を完了させてください。

　また、 抽選では複数件当選する場合がありますが、 12・件から施設利用料金の納付が完了して

いない予約数を引いた件数が当選数の上限になります。

例）・抽選日に施設利用料金の納付が完了していない予約を 10・件保持している場合、 ８件の抽

選申込を行っても、 ２件までしか抽選の対象になりません。

文化施設
●１件：１コマの予約、または同時に利用する複数の部屋・連続した時間帯の予約で１件となります。
●件数の復活方法：施設で利用料金を納付することにより、新たに予約できる件数が復活します。

スポーツ施設
●１件：１コマの予約で１件となります。
●件数の復活方法：施設の利用により、新たに予約できる件数が復活します。

※抽選時に保持している予約件数により当選できない場合がありますのでご注意ください。 詳しくは次ページ

●キャンセルとなった枠の翌日までの予約停止

　利用者が保持している予約をキャンセルした枠、 施設での利用申請手続きがないためにキャン

セルとなった枠については、 同日中は、 全ての利用者がインターネット ・ 電話で予約できません。

　キャンセルとなった枠は翌日の午前７時に予約受付を再開します。

※午前０時から午前２時の間にキャンセルされた予約は、 その翌日に受付再開となります。

例） １日の午後５時にキャンセルした予約　　⇒　２日の午前７時に予約受付再開 （14 時間後）

　　　２日の午前１時にキャンセルした予約　　⇒　３日の午前７時に予約受付再開 （30 時間後）

　　　３日が利用申請の期限で自動キャンセルとなった予約　⇒　４日の午前７時に予約受付再開（７時間後）

※・ただし、 利用日の７日前からは、 利用者自身でのキャンセル、 自動キャンセルされた枠の予約

は、 キャンセルの直後から予約申込が可能となります。

例） 10 日の予約を２日の午後 11 時にキャンセルした場合　⇒　３日の午前７時に予約受付再開

　　　10 日の予約を３日の午前１時にキャンセルした場合　・⇒　直後から予約受付可能

空き区分の予約

抽選方法
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施設のご利用時間帯について６
「抽選申込を全て同じ部屋にしたら当たるかしら？」

………………………いいえ、当たりやすくはなりません。

ＡＢＣＤの部屋を３人の個人登録者と２つの登録団体が申し込んだとします。

ちょっとひといき　コンピュータの抽選ってどうやるの？

第１希望→ A

第２希望→ B

第３希望→ C

第４希望→ D

第１希望→ B

第２希望→ C

第１希望→ A

第２希望→ A

第３希望→ A

第４希望→ A

第１希望→ A

第２希望→ B

第３希望→ C

第４希望→ D

第１希望→ D

第２希望→ C

第３希望→ B

コンピュータが、申込者を団体・個人に分けて無作為に並べ替えます。

１番の鶴団体から順番に見ていきます。

鶴団体の第１希望「Ａ」は当選です。

鶴団体は一つ当選したので、次の人の番になります。

亀団体の第１希望「Ｄ」は空いているので当選です。

亀団体は一つ当選したので、次の人の番になります。

松さんの第１希望「Ａ」は、すでに当選者がいます。

第２希望「Ｂ」は空いているので当選です。

松さんは一つ当選したので次の人の番です。

竹さんの第１希望「Ａ」は、すでに当選者がいます。

第２〜第４希望は全て「Ａ」なので、 当選はありません。

竹さんの希望は全て見たので、次の人の番です。

松さん・ 第２希望「Ｂ」当選

竹さん・ 落選

梅さん・ 第２希望「Ｃ」当選

鶴団体・ 第１希望「Ａ」当選

亀団体・ 第１希望「Ｄ」当選

鶴団体

１番目

松さん

３番目

亀団体

２番目

竹さん

４番目

梅さん

５番目

となりました。

上記のように、同じ希望を申し込んでも当たりやすくはならないのです ｡

トランプの札をよーく

切る感じです。

松さん 梅さん竹さん 鶴団体 亀団体

抽選の結果は、 となりました。

A B C D

鶴団体 亀団体

A B C D

鶴団体

A B C D

鶴団体 松さん 亀団体

A B C D

鶴団体 松さん 亀団体

A B C D

鶴団体 松さん 梅さん 亀団体

団体の中で並べ替え 個人の中で並べ替え

　あらかじめ決められた時間帯で申込みを受け付けます。

　なお、時間帯が連続している場合は、１件分として申し込めます。

　（連続して使用できる最長期限は各施設で異なります。）

次の期間を１件の申込みとして受け付けます。

（注）・７日未満のご利用の場合は施設に問い合わせてください。

（例） 時間帯 部屋Ａ 部屋Ｂ

20 日

　9：00 ～ 12：00

13：00 ～ 17：00

18：00 ～ 22：00

21 日

　9：00 ～ 12：00

13：00 ～ 17：00

18：00 ～ 22：00

22 日

　9：00 ～ 12：00

13：00 ～ 17：00

18：00 ～ 22：00

施　　　　　設 部　　　　　屋 期間 （注）

旭区民文化センター　サンハート アートギャラリー 火曜日～月曜日

泉区民文化センター　テアトルフォンテ ギャラリー 火曜日～月曜日

磯子区民文化センター　杉田劇場 ギャラリー 水曜日～火曜日

神奈川区民文化センター

かなっくホール

ギャラリー（A、 B、

　　　　　　　　A・B 両室）

火曜日～月曜日

港南区民文化センター・ひまわりの郷 ギャラリー 木曜日～水曜日

栄区民文化センター　リリス ギャラリー（全面、半面A・B） 火曜日～月曜日

瀬谷区民文化センター

あじさいプラザ
ギャラリー（全面、半面1・2） 火曜日～月曜日

鶴見区民文化センター

サルビアホール
ギャラリー 水曜日～火曜日

戸塚区民文化センター　さくらプラザ ギャラリー（全面、半面A・B） 火曜日〜月曜日

緑区民文化センター　みどりアートパーク ギャラリー 火曜日〜月曜日

岩間市民プラザ ギャラリー 火曜日～月曜日

吉野町市民プラザ ギャラリー 火曜日～月曜日

大倉山記念館 ギャラリー 火曜日～月曜日

時間帯で貸し出す部屋（ホール、会議室、音楽室、和室など）

１週間単位で貸し出す部屋（ギャラリー、アートギャラリー）

単一の時間帯を

申し込む場合。

連続した時間帯を

まとめて申し込む場合。

参照ページ

→ P.45〜83

→ P.6

梅さんの第１希望「Ｂ」は、すでに当選者がいます。

第２希望「Ｃ」は空いているので当選です。
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サービスの利用方法7

（1） インターネットでの利用者登録申請方法

予約システム　・トップ画面

① ②

③

1　トップ画面

URL……https://yoyaku.city.yokohama.lg.jp/ys/　

● 横浜市役所ホームページの 「施設予約」 からもアクセスできます ｡

● 登録内容入力画面は、メールアドレス登録後に、メールにてご案内致します （→ P.22、P.24）。
● 個人登録の方は、■画面① 【個人登録】

● 団体登録の方は、■画面② 【団体登録】 をクリックします。

２　利用者登録約款表示画面

予約システム利用者登録約款の内容をご確認いただき、 同意する場合は、

【利用者登録約款に同意する】 をクリックします。

３　メールアドレス入力画面

登録するメールアドレスを 【メールアドレス】 欄と確認欄に入力します。

４　メールアドレス登録確認画面

入力したメールアドレスが正しいことをご確認いただき、

間違いがなければ 【はい】 をクリックします。

個人登録、団体登録それぞれで利用できる施設が異なります。

利用できる施設を・ ・ ・

★画面③の個人登録・団体登録の利用区分

★本ガイドブックの 13 ページ

★画面①・②をクリックした後の利用者登録約款の表示画面

いずれかでご確認の上、ご登録ください。

登録前に

ご確認

ください。

画面は変更になる場合がありますのでご了承ください。

抽選・予約の申込方法等は、　　　　　　　　　　　　【操作マニュアル】 をご確認ください。画面④

●個人登録の場合⇒次ページ

●団体登録の場合⇒ 24 ページ

④

●利用者情報入力画面のURLを送付しますので、 パソコンまたはスマートフォンで使

用できるメールアドレスを入力してください。

●携帯電話 （スマートフォンを除く） で利用者情報を入力する場合は、

右のＱＲコードを読み取るか、 携帯電話用URLを直接入力してアク

セスし、 メールアドレスを入力してください。

　【携帯電話用URL】 https://yoyaku.yokohama.lg.jp/y/

※パソコンの登録画面から携帯電話のメールアドレスを登録すると、 携帯電話の

メールに、パソコン用の登録情報入力画面のリンクが送付されてしまいますので、

ご注意ください。

※本人確認手続きの完了後、システムにログインできるようになりましたら、メニュー

画面の 「メールアドレスの登録」 から、 普段ご使用になりたいメールアドレス （パ

ソコン、 携帯電話、 スマートフォン） に変更することができます。

●メール受信拒否 （ドメイン含む） の設定をされている方は、 「yoyaku.city.yokohama.

lg.jp」 のドメインからのメールを受信できるように設定してください。

注意
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利用者情報入力画面 利用者情報登録確認画面

５　利用者情報入力画面

登録したメールアドレスに利用者情報を入力す

るページのリンクが付いたメールを送付します

ので、 そこから利用者情報入力ページにアクセ

スしてください。

６　利用者情報入力画面

必要な内容を入力して、右下の■画面⑤ 【登録】

をクリックしてください。 （右記参照）

⑤

個人登録
の場合

7　登録内容確認画面

入力した内容を確認し、 修正がある場合は、■画面⑥ 【一つ前に戻る】 をクリックして、

利用者情報入力画面で修正します。

※ブラウザの 「戻る」 は使用しないでください。

内容に修正がない場合は、■画面⑦ 【実行】 をクリックします。

８　インターネットでの利用者登録申請後の手続き

はまっこカードと登録料納付書がサービスセンターから送付されますので、 利用者登録料の納

付及び本人確認 ・市内在勤在学確認 ・登録料納付確認を行ってください （P.8 参照）。

⑥

⑦

○個人登録の方・ ・ ・

以下は入力必須項目です。
●利用者氏名・
●利用者氏名（フリガナ）
●性別・●生年月日・
●連絡先１・●連絡先２・
●自宅住所・●主な利用目的・
●インターネットのパスワード・
●パスワード確認用
●勤務先名
●学校名

横浜市内在住の方は不要

画面は変更になる場合がありますのでご了承ください。 画面は変更になる場合がありますのでご了承ください。

※連絡先１、連絡先２は両方必要です。
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⑥

⑦

画面は変更になる場合がありますのでご了承ください。画面は変更になる場合がありますのでご了承ください。

⑤

利用者情報入力画面団体登録
の場合

５　利用者情報入力画面

登録したメールアドレスに利用者情報を入力す

るページのリンクが付いたメールを送付します

ので、 そこから利用者情報入力ページにアクセ

スしてください。

６　利用者情報入力画面

必要な内容を入力して、右下の■画面⑤ 【登録】

をクリックしてください。 （右記参照）

※・団体代表者の記入は任意です。 申請書、 許可書欄及

び領収書のあて名欄に記載する氏名等を連絡者以外の

情報にしたい場合、 団体代表者欄に入力してください。

利用者情報登録確認画面

7　登録内容確認画面

入力した内容を確認し、 修正がある場合は、■画面⑥ 【一つ前に戻る】 をクリックして、

利用者情報入力画面で修正します。

※ブラウザの 「戻る」 は使用しないでください。

内容に修正がない場合は、■画面⑦ 【実行】 をクリックします。

８　インターネットでの利用者登録申請後の手続き

はまっこカードと登録料納付書が団体連絡者あてにサービスセンターから送付されますので、 利

用者登録料の納付及び本人確認 ・ 市内在勤在学確認 ・ 登録料納付確認を行ってください （P.8

参照）。

○団体登録の方・ ・ ・

以下が入力必須項目です。

●団体名 ●団体名（フリガナ）●主な利用目的 
●インターネットのパスワード ●パスワード確認用 

■団体登録者 5名全員の…・
●氏名・氏名（フリガナ） ●性別・●生年月日
●連絡先１・●連絡先２・●自宅住所
●勤務先名
●学校名

横浜市内在住の方は不要

※連絡先１、 連絡先２は両方必要です。



電話から聞こえるメッセージ 入力コード

こちらは、横浜市市民利用施設予約システム電話サービスです。
このシステムは、アナウンスの途中でもコード入力が可能です。
　　　　　　　　　　　　　（中略）
ご利用になりたい、サービスのコード番号をどうぞ。

0 20

施設の抽選申込ですね。

よろしければ 1 、違う場合は 0をどうぞ。 1

利用者登録番号をどうぞ。

暗証番号をどうぞ。

スポーツ施設の場合は 1 、文化施設の場合は、2 をどうぞ 2

施設コードをどうぞ。 0 54 0

室場コードをどうぞ。 0 0

旭区民文化センター　サンハートですね。

よろしければ 1 、違う場合は 0をどうぞ。
1

連続した時間帯をまとめて申し込みますか。

まとめて申し込む場合は 1 、違う場合は 0をどうぞ。
1

９月何日からの申込みを行いますか。
はじまりの日にちを２桁でどうぞ。 0 5

はじまりの時間帯コードをどうぞ。 1 8

おわりの日にちを２桁でどうぞ。 0 6

おわりの時間帯コードをどうぞ。 1 3

９月５日 18 時から９月６日 17 時ですね。

よろしければ 1 、違う場合は 0をどうぞ。
1

利用目的コードをどうぞ 4 4

旭区民文化センター　サンハート、ホール、
９月５日 18 時から９月６日 17 時、クラシック音楽ですね。

よろしければ 1 、違う場合は 0をどうぞ。

1

申込内容をチェックします。しばらくお待ちください。
抽選申込を受け付けました。
利用内容によってはご利用になれないことがあります。
抽選日は３月 16 日です。
３月 18 日から３月 25 日までに抽選結果の確認をしてください。
期限を過ぎますと当選が取り消されますのでご注意ください。

続けて抽選の申込みを行う場合は 1 、
他のサービスをご利用になる場合は 0をどうぞ。
電話サービスを終わらせる場合は受話器を置いてください。
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（2） 電話サービスの利用方法
音声応答による利用方法を「抽選申込」を例にして説明します。

まず、045-754-4919 に電話し、音声に従って操作します。

申込みの内容が「施設の抽選申込」でよいのかどうか確認します。電話から聞こえるメッセージ

が、ご希望のサービスと違う時は、0 を入力すると初めからやり直すことができます。

利用者登録番号は、お手元の「はまっこカード」の８桁の番号です。

暗証番号は、利用者登録申請時に申請された４桁の番号です。

「旭区民文化センター　サンハート」の施設コードについては５０ページです。

施設コードは０４５０ですので、その番号を入力します。

部屋コードは、 施設のどの部屋を利用するか指定するコードです。ここでは「ホール」を申し込

みますので、コード００を入力します。

ここまでの申込みの内容を確認します。メッセージをよくお聞きになり、 誤りがある場合は 0 を

入力し、施設コードの入力からやり直してください。

今は正しく受け付けられているので 1 を入力し、先へ進みます。

「９月５日の 18 時～９月６日の 17 時まで」 を申し込みたいので、 「連続した時間帯をまとめて

申し込む」ことになります。 1 を入力します。

連続した時間帯をまとめて申し込む場合は、 「はじまりの日にち」 「はじまりの時間帯」 「おわ

りの日にち」 「おわりの時間帯」の順に入力します。

抽選申込の場合は日付の２桁だけ入力します。

はじまりの日にち「５日」は単に 5だけではなく０５と入力してください。

はじまりの時間帯は「18:00 ～ 22:00」です。時間帯コード１８を入力します。

おわりの日にち「６日」は、０６と入力します。

おわりの時間は「17 時」ですので、 おわりの時間帯は ｢13:00 ～ 17:00」 です。時間帯コードは

１３を入力します。

以上で抽選申込に必要な内容を全て入力しました。最後に入力した内容全てを電話サービス

が確認してきます。内容を確認して正しければ、１件分の申込みは完了です。

「9月 5日・18 時〜 9月 6日・17 時」の「旭区民文化センター・サンハート」の「ホール」を「ク

ラシック音楽」でお申し込みになりたい場合。

例

電話操作は全てコード番号で行います。コード番号は電話をかける前にあらかじめお調べに

なり、ガイドブックに書き込むなどしておきましょう。

電話操作のポイント

この例は抽選の申込みですので、「施設の抽選申込」を行うためのサービスコード・００２・をプッ

シュ又はダイヤル（以下「入力する」とします。）します。

「クラシック音楽」で利用するので、利用目的コード４４を入力します。 （８４ページを参照してく

ださい）



28 29

電話サービス

受付期間

１２か月前に抽選を行う部屋 利用日の１２か月前の 1日〜 15 日

６か月前に抽選を行う部屋 利用日の６か月前の 1日〜 15 日

３か月前に抽選を行う部屋 利用日の３か月前の 1日〜 15 日

抽選申込ができる日の案内

ご希望の施設、日時が利用できるかを確認します。

行事などの予定が入っている場合は抽選申込できませんので、 抽選を申し込まれる前にこのサービ

スで確認されることをおすすめします。

施設コード、部屋コードなどをお調べになってから電話をおかけください。

（４５〜８３ページを参照してください。）

電話から聞こえるメッセージ 入力コード

こちらは、横浜市市民利用施設予約システム電話サービスです。

このシステムは、アナウンスの途中でもコード入力が可能です。

　　　　　　　　　　　　　（中略）

ご利用になりたい、サービスのコード番号をどうぞ。

0 10

施設ごとに抽選の申込みができる日をご案内します。

よろしければ 1 、違う場合は 0をどうぞ。

スポーツ施設の場合は、1 、文化施設の場合は、2 をどうぞ

施設コードをどうぞ。

室場コードをどうぞ。

施設名、部屋名ですね。

よろしければ 1 、違う場合は 0をどうぞ。

別の日にちをお聞きになる場合は 1 、

別の施設をお聞きになる場合は 2 、

今お聞きになった施設の抽選の申込みを行う場合は 3 、

他のサービスをご利用になる場合は 0をどうぞ。

電話サービスを終わらせる場合は受話器を置いてください。

電話から聞こえるメッセージ 入力コード

お聞きになりたい□月の日にちを、2 桁でどうぞ。

(1 日の場合は‘01’と入れます。 )

□月□日ですね。

よろしければ 1 、違う場合は 0をどうぞ。

施設名、部屋名、日にちの抽選申込ができる時間帯は

□時□分〜□時□分・ ・ ・ ・ ・ ・ ・です。

空いていない場合のメッセージ 施設名、部屋名、日にちは、

休館、行事等のためご利用になれません。

抽選申込ができる日については、 ファックスサービス 061 「抽選申込ができる日およ

び抽選申込状況の案内」でもご案内しています。

ポイント

→P.40

ひとくち
メモ

Ｑ

A

電話サービス（音声案内）で抽選申込や内容の確認、取消しなどをする時に、

コンピュータは日にちをどのように発音するのですか？

わかりやすくするために、 一部の発音を変えています。下線の部分にご注意

ください。

1 日→ついたち

2日→ふつか

3日→みっか

4日→よっか

5日→いつか

6日→むいか

7日→なのか

8日→はちにち

9日→ここのか

10 日→とおか

11 日→じゅういちにち

12 日→じゅににち

13 日→じゅうさんにち

14 日→じゅうよんにち

15 日→じゅうごにち

16 日→じゅうろくにち

17 日→じゅうななにち

18 日→じゅうはちにち

19 日→じゅうくにち

20 日→にじゅうにち

21 日→にじゅういちにち

22 日→にじゅうににち

23 日→にじゅうさんにち

24 日→にじゅうよんにち

25 日→にじゅうごにち

26 日→にじゅうろくにち

27 日→にじゅうななにち

28 日→にじゅうはちにち

29 日→にじゅうくにち

30 日→さんじゅうにち

31 日→さんじゅういちにち

サービスコード　００１

TEL :045-754-4919 に電話します。
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抽選申込

ホール、ギャラリーなどの抽選申込を受け付けます。

施設コード、部屋コードなどをお調べになってから電話をおかけください。

（施設コードなどについては４５〜８３ページを、利用目的コードは８４ページを参照してください。）

電話から聞こえるメッセージ 入力コード

こちらは、横浜市市民利用施設予約システム電話サービスです。
このシステムは、アナウンスの途中でもコード入力が可能です。
　　　　　　　　　　　　　（中略）
ご利用になりたい、サービスのコード番号をどうぞ。

0 20

施設の抽選申込ですね。

よろしければ 1 、違う場合は 0をどうぞ。

利用者登録番号をどうぞ。

（はまっこカードの８桁の番号です。）

暗証番号をどうぞ。

スポーツ施設の場合は、1 、文化施設の場合は、2 をどうぞ

施設コードをどうぞ。

室場コードをどうぞ。

利用条件コードをどうぞ。

（音調整のある場合のみのメッセージです。）

施設名、部屋名、（利用条件）ですね。

よろしければ 1 、違う場合は 0をどうぞ。

連続した時間帯をまとめて申し込みますか。

まとめて申し込む場合は 1 、違う場合は 0をどうぞ。

( ギャラリーの申込みの場合は 1 と入れます。）

利用目的コードをどうぞ。

（Ｐ．８４「利用目的コード一覧」）

施設名、部屋名、日時、（利用目的）、（利用条件）ですね。

ただし、 お申し込みいただいた期間に休館日が含まれる場合は、

休館日を除いたご利用となります。 （ギャラリー利用の場合のみ）

よろしければ 1 、違う場合は 0をどうぞ。 　

抽選申込を受け付けました。

利用内容によってはご利用になれないことがあります。

抽選日は□月□日です。

□月□日から□月□日までに抽選結果を確認してください。

期限を過ぎますと、当選が取り消されますのでご注意ください。

続けて抽選の申込みを行う場合は 1 、

他のサービスをご利用になる場合は 0をどうぞ。

電話サービスを終わらせる場合は受話器を置いてください。

1 を選んだ場合 （まとめて申し込む）

□月何日からの申込みを行いますか。

はじまりの日にちを２桁でどうぞ。

( １日の場合は‘０１’と入れます。 )

はじまりの時間帯コードをどうぞ。

（ギャラリーの場合‘０９’と入れます。）

おわりの日にちを２桁でどうぞ。

おわりの時間帯コードをどうぞ。

（ギャラリーの場合‘０９’と入れます。）

0 の場合

□月何日の申込みを行います

か。日にちを２桁でどうぞ。

(１日の場合は‘０１’と入れます。)

時間帯コードをどうぞ。

TEL :045-754-4919 に電話します。

※申し込まれた順番に第１希望、第２希望・ ・ ・、第８希望と受け付けます。

サービスコード　００２

●抽選申込制限

　※１か月間に文化施設 ・ スポーツ施設合わせて８件の抽選申込が上限となります。先に文化

施設に８件の抽選申込を行うとスポーツ施設の抽選申込ができませんのでご注意ください。

●空き施設の申込制限

　空き施設の申込みは、１利用者につき抽選の当選も含めて12件まで保持できます。（→P.16）

　施設によって利用方法の制限があります。それぞれの施設をご覧ください。 （→ P.45 〜 83）

利用申込の制限

１２か月前に抽選を行う部屋
１か月間に第８希望まで

（スポーツ施設の申込みも含む）
当選数制限なし６か月前に抽選を行う部屋

３か月前に抽選を行う部屋

※発表会などの目的で施設をご利用するにあたり、同一施設の他の部屋を同時に申し込まれる方

　・は、各施設にお問い合わせください（電話サービスでの申込みはできません）。

●ギャラリーは、貸出期間の曜日が施設によって異なります。それぞれの施設をご覧ください。 （P.32）

　　施設によって利用方法の制限があります。それぞれの施設をご覧ください。 （P.45 〜 83）

電話サービス

受付期間

１２か月前に抽選を行う部屋 利用日の１２か月前の 1日〜 15 日

６か月前に抽選を行う部屋 利用日の６か月前の 1日〜 15 日

３か月前に抽選を行う部屋 利用日の３か月前の 1日〜 15 日



32 33

施　　　　　設 部　　　　　屋 期間 （注）

旭区民文化センター　サンハート アートギャラリー 火曜日～月曜日

泉区民文化センター　テアトルフォンテ ギャラリー 火曜日～月曜日

磯子区民文化センター　杉田劇場 ギャラリー 水曜日～火曜日

神奈川区民文化センター

かなっくホール

ギャラリー （A、B、

A・B 両室）
火曜日～月曜日

港南区民文化センター

ひまわりの郷
ギャラリー 木曜日～水曜日

栄区民文化センター　リリス
ギャラリー （全面、

半面 A・B）
火曜日～月曜日

瀬谷区民文化センター　

あじさいプラザ

ギャラリー （全面、

半面 1・2）
火曜日～月曜日

鶴見区民文化センター

サルビアホール
ギャラリー 水曜日～火曜日

戸塚区民文化センター　

さくらプラザ

ギャラリー （全面、

半面 A・B）
火曜日〜月曜日

緑区民文化センター　

みどりアートパーク
ギャラリー 火曜日〜月曜日

吉野町市民プラザ ギャラリー 火曜日～月曜日

岩間市民プラザ ギャラリー 火曜日～月曜日

大倉山記念館 ギャラリー 火曜日～月曜日

次の期間を１件の申込みとして受け付けます。

１週間単位で貸し出す部屋

（注）・７日未満のご利用の場合は施設にお問い合わせください。

抽選申込の内容の確認、 または取消し

申し込まれた抽選申込の内容を確認または取消しをします。

※取り消された場合は、第２希望が第１希望に、第３希望が第２希望にというように繰り上がります。

電話から聞こえるメッセージ 入力コード

こちらは、横浜市市民利用施設予約システム電話サービスです。
このシステムは、アナウンスの途中でもコード入力が可能です。
　　　　　　　　　　　　　（中略）
ご利用になりたい、サービスのコード番号をどうぞ。
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抽選申込内容の確認、または取消しですね。

よろしければ 1 、違う場合は 0をどうぞ。

利用者登録番号をどうぞ。

（はまっこカードの８桁の番号です。）

暗証番号をどうぞ。

スポーツ施設の場合は、1 、文化施設の場合は、2 をどうぞ

あなたの申込件数は□件です。

□か月後にご利用の第□希望は、

施設名、部屋名、日時です。

ただし、 お申し込みいただいた期間に休館日が含まれる場合は、

休館日を除いたご利用となります。 （ギャラリー利用の場合のみ）

もう一度内容をお聞きになる場合は 1 、

次の申込みの内容をお聞きになる場合は 2 、

第○希望を取り消す場合は 9 、

他のサービスをご利用になる場合は 0をどうぞ。

電話サービスを終わらせる場合は受話器を置いてください。

抽選申込期間中の抽選申込内容の確認や取消しは、このサービスをご利用ください。

抽選結果確認後の内容の確認や取消しは、サービスコード００７をご利用ください。

サービスコード　００３

□か月後にご利用の第□希望、施設名、部屋名、日時 を取消ししてもよろしいですか。

取消しする場合は 1 、取消ししない場合は 0をどうぞ。

□か月後にご利用の第□希望を取消ししました。

続けて申込内容の確認を行う場合は 1 、

他のサービスをご利用になる場合は 0をどうぞ。

電話サービスを終わらせる場合は受話器を置いてください。

9 を選んだ場合（取消しする場合）

TEL :045-754-4919 に電話します。

電話サービス

受付期間

１２か月前に抽選を行う部屋 利用日の１２か月前の 1日〜 15 日

６か月前に抽選を行う部屋 利用日の６か月前の 1日〜 15 日

３か月前に抽選を行う部屋 利用日の３か月前の 1日〜 15 日
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抽選結果の確認 （利用確定 ・利用取消し）

抽選結果の確認と、当選施設のご利用の有無を確認します。
抽選申込をされた場合は、 必ずこのサービスで結果の確認をしてください。当選されていても確認を
行っていただかないと取消しとなります。
抽選結果確認期間中は、このサービスで利用の確認、または取り消しができます。確認期間終了後に
再度確認したり、取り消す場合はサービスコード００７をご利用ください。 （P.38）

1 を選んだ場合（当選した申込みを利用する）

2 を選んだ場合（利用確定を取り消す）

次の当選をお聞きになる場合は 1 、利用確定の取り消しを行う場合は 2 、
他のサービスをご利用になる場合は 0 をどうぞ。
電話サービスを終わらせる場合は受話器を置いてください。

電話から聞こえるメッセージ 入力コード

こちらは、横浜市市民利用施設予約システム電話サービスです。
このシステムは、アナウンスの途中でもコード入力が可能です。
　　　　　　　　　　　　　（中略）
ご利用になりたい、サービスのコード番号をどうぞ。

0 40

施設の抽選結果をお知らせします。
よろしければ 1 、違う場合は 0をどうぞ。

利用者登録番号をどうぞ。
（はまっこカードの８桁の番号です。）

暗証番号をどうぞ。

スポーツ施設の場合は、1 、文化施設の場合は、2 をどうぞ

あなたの当選件数は□件です。 （※　０件の場合は落選です。）
この後、ガイダンスに従って、利用確定を行ってください。
利用確定を行わないと予約が確定されず、当選が取り消されます
のでご注意ください。なお、スポーツ施設の場合は今月１０日まで、
文化施設の場合は今月２５日までに利用確定を行ってください。
□件目は施設名、部屋名、日時、（利用目的）です。
利用する場合は 1 、利用しない場合は 0をどうぞ。
（※利用確定済の場合は「この当選はすでに確定済です。」）

利用内容によってはご利用になれない場合があります。□月□日までに利用手続を行ってくださ
い。期限を過ぎますと申込みが取り消されますのでご注意ください。

利用確定の取り消しを受け付けました。
次の当選をお聞きになる場合は 1 、 他のサービスをご利用になる場合は 0
をどうぞ。電話サービスを終わらせる場合は受話器を置いてください。

当選の確認をされましたら、 月末（月末が休館日の場合、 その翌日）までに、 必ずご利用施設窓口で利用申請手続きをしてくださ

い。なお、利用申請は、施設の開館をご確認のうえお越しください。期限を過ぎますと申込みが取り消されますのでご注意ください。

※・同日・同時間帯の当選の場合、一施設のみの利用確定となります。

　 2を選ぶことにより、一度利用を確定した利用予約を変更することができます。

サービスコード　００４
空き状況の案内

抽選結果確認期間終了後、施設が空いているかどうかをご案内します。

施設コード、部屋コードなどをお調べになってから電話をおかけください。

（４５〜８３ページを参照してください。）

電話から聞こえるメッセージ 入力コード

こちらは、横浜市市民利用施設予約システム電話サービスです。

このシステムは、アナウンスの途中でもコード入力が可能です。

　　　　　　　　　　　　　（中略）

ご利用になりたい、サービスのコード番号をどうぞ。

0 50

施設の空き状況をご案内します。

よろしければ 1 、違う場合は 0をどうぞ。

スポーツ施設の場合は、1 、文化施設の場合は、2 をどうぞ

施設の空き状況をご案内します。施設コードをどうぞ

室場コードをどうぞ。

施設名、部屋名・ですね。よろしければ 1 、違う場合は 0をどうぞ。

お聞きになりたい月と日にちを、４桁でどうぞ。

( ４月８日の場合は‘０４０８’と入れます。 )

□月□日の空き状況ですね。 　よろしければ 1 、違う場合は 0をどうぞ。

施設名、部屋名、日にちの空きのある時間帯は、

□時□分〜□時□分・ ・ ・ ・ ・ ・ ・です。

（空いていない場合のメッセージ）

・施設名、部屋名、日にちの空きのある時間帯はありません。

電話サービス

受付期間

１２か月前に抽選を行う部屋 利用日の１２か月前の 26 日〜利用日の 28 日前

６か月前に抽選を行う部屋 利用日の６か月前の 26 日〜利用日の 28 日前

３か月前に抽選を行う部屋

利用日の３か月前の 26 日〜利用当日（ただし、男女共同参

画センター横浜、 男女共同参画センター横浜南、 男女共同

参画センター横浜北、技能文化会館は利用日の７日前。）

サービスコード　００５

別の日にちをお聞きになる場合は 1 、

別の施設をお聞きになる場合は 2 、

今お聞きになった施設の申込みを行う場合は 3 、

他のサービスをご利用になる場合は 0をどうぞ。

電話サービスを終わらせる場合は受話器を置いてください。

電話サービス受付期間を過ぎてからの利用申込は、各施設へお問い合せください。

施設の空き状況については、 ファックスサービス０６２ 「施設空き状況の案内」でもご

案内しています。

ポイント

→P.29

※空き状況は刻々と変化します。電話をかけた時点の情報をご案内しますが、 空き施設の申込みは先

着順に受け付けますので、別の予約が先に入ってしまうことがあります。

TEL :045-754-4919 に電話します。

TEL :045-754-4919 に電話します。

電話サービス

受付期間

１２か月前に抽選を行う部屋 利用日の１２か月前の 18 日〜 25 日

６か月前に抽選を行う部屋 利用日の６か月前の 18 日〜 25 日

３か月前に抽選を行う部屋 利用日の３か月前の 18 日〜 25 日
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空き施設の申込み

抽選が終わった後の空き施設の申込みを先着順に受け付けます。

施設コード、部屋コードなどをお調べになってから電話をおかけください。

（施設コードなどについては４５〜８３ページを、利用目的コードは８４ページを参照してください。）

電話サービス受付期間終了後の空き施設の申込みは、各施設の窓口へお問い合せください。

電話から聞こえるメッセージ 入力コード

こちらは、横浜市市民利用施設予約システム電話サービスです。

このシステムは、アナウンスの途中でもコード入力が可能です。

　　　　　　　　　　　　　（中略）

ご利用になりたい、サービスのコード番号をどうぞ。

0 60

施設の空き申込みですね。

よろしければ 1 、違う場合は 0をどうぞ。

利用者登録番号をどうぞ。

（はまっこカードの８桁の番号です。）

暗証番号をどうぞ。

スポーツ施設の場合は、1 、文化施設の場合は、2 をどうぞ

施設コードをどうぞ。

室場コードをどうぞ。

利用条件コードをどうぞ。

（音調整のある施設のみのメッセージです。）

施設名、部屋名、（利用条件）ですね。

よろしければ 1 、違う場合は 0をどうぞ。

連続した時間帯をまとめて申し込みますか。

まとめて申し込む場合は 1 、違う場合は 0をどうぞ。

（ギャラリーの申込みの場合は 1 と入れます。）

電話から聞こえるメッセージ 入力コード

利用目的コードをどうぞ。

（Ｐ．８４・「利用目的コード一覧」）

施設名、部屋名、日時、（利用目的）、（利用条件） ですね。

ただし、 お申し込みいただいた期間に休館日が含まれる場合は、

休館日を除いたご利用となります。 （ギャラリー利用の場合のみ）

よろしければ 1 、違う場合は 0をどうぞ。

〈空いていない場合のメッセージ〉

・施設名、部屋名、日時、（利用目的）、（利用条件）・は、既に、

予約、または、休館等が入っていますので、申込みできません。

別の日にちをお聞きになる場合は 1 、

別の施設をお聞きになる場合は 2 、

他のサービスをご利用になる場合は 0 、

電話サービスを終わらせる場合は受話器を置いてください。

申込みを受け付けました。

利用内容によってはご利用になれないことがあります。

申込日を含め８日以内（注）に利用手続きを行ってください。

期限を過ぎますと、申込みが取り消されますのでご注意ください。

続けて施設の申込みを行う場合は 1 、

他のサービスをご利用になる場合は 0をどうぞ。

電話サービスを終わらせる場合は受話器を置いてください。

※８日以内…申込みの日を含めて８日目 （申込みの翌日を１日目として７日目）が期限となります。 　

　　（例：日曜日に申し込んだ場合、翌週の日曜日が利用申請期限です。）

※申請期限最終日が休館日となる場合は、各施設にお問い合わせください。

※発表会などの目的で施設をご利用するにあたり、同一施設の他の部屋を同時に申し込まれる方

　・は、各施設へ直接お問い合わせください（電話サービスでの申込みはできません）。

TEL :045-754-4919 に電話します。

サービスコード　００６ 1 を選んだ場合 （まとめて申し込む場合）

何月何日からの申込みを行いますか。

はじまりの月と日にちを、４桁でどうぞ。

( ４月８日の場合は‘０４０８’と入れます。 )

はじまりの時間帯コードをどうぞ。

（ギャラリーの場合は‘０９’と入れます。）

おわりの月と日にちを４桁でどうぞ。

おわりの時間帯コードをどうぞ。

（ギャラリーの場合は‘０９’と入れます。）

0 を選んだ場合

ご利用になる月と

日にちを４桁でどう

ぞ。

( ４月８日の場合は

‘０４０８’ と入れま

す。 )

時間帯コードをどう

ぞ。

●ギャラリーは、貸出期間の曜日が施設によって異なります。それぞれの施設をご覧ください。（P.32）

　　施設によって利用方法の制限があります。それぞれの施設をご覧ください。 （P.45 〜 83）

電話サービス

受付期間

１２か月前に抽選を行う部屋 利用日の１２か月前の 26 日〜利用日の 28 日前

６か月前に抽選を行う部屋 利用日の６か月前の 26 日〜利用日の 28 日前

３か月前に抽選を行う部屋

利用日の３か月前の 26 日〜利用当日（ただし、男女共同参

画センター横浜、 男女共同参画センター横浜南、 男女共同

参画センター横浜北、技能文化会館は利用日の７日前。）
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参照ページ

施設の申込内容の確認、 または取消し

利用の取消しはなるべく早い時期にお願いします。

利用申請手続きが完了している場合は、電話サービスでの取消しはできません。施設利用料

納入後に申請を取り消す場合、 利用料の返還申請を指定期日までに行うと利用料の一部を

返還できる場合があります。詳しくは、利用申請を行った施設へお問い合せください。

→ P.45 〜
　　　　・ 83

サービスコード　００７

施設の利用申込（当選確認をしたもの及び空き施設の申込みをしたもの）の内容の確認や取消しは、

このサービスをご利用ください。

（電話サービス受付期間中は、施設で取消しなどのサービスは行っていません。）

電話から聞こえるメッセージ 入力コード

こちらは、横浜市市民利用施設予約システム電話サービスです。
このシステムは、アナウンスの途中でもコード入力が可能です。
　　　　　　　　　　　　　（中略）
ご利用になりたい、サービスのコード番号をどうぞ。
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施設の申込内容の確認、または取消しですね。

よろしければ 1 、違う場合は 0をどうぞ。

利用者登録番号をどうぞ。 （はまっこカードの８桁の番号です。）

暗証番号をどうぞ。

スポーツ施設の場合は、1 、文化施設の場合は、2 をどうぞ

あなたの申込件数は□件です。

□件目は、施設名、部屋名、日時、 （利用目的）です。

ただし、 お申し込みいただいた期間に休館日が含まれる場合は、

休館日を除いたご利用となります。 （ギャラリー利用の場合のみ）

もう一度内容をお聞きになる場合は 1 、

次の申込みの内容をお聞きになる場合は 2 、

予約の変更を行う場合は、3 ・・□件目を、取り消す場合は、9 、

他のサービスをご利用になる場合は 0をどうぞ。
電話サービスを終わらせる場合は受話器を置いてください。

□件目　施設名、部屋名、日時、（利用目的）を取消ししてもよろしいですか。

取消しする場合は 1 、取消ししない場合は 0をどうぞ。

申込みを取消ししました。

次の申込みの内容をお聞きになる場合は 1 、

他のサービスをご利用になる場合は 0をどうぞ。
電話サービスを終わらせる場合は受話器を置いてください。

選択した予約を変更することが出来ます。サービスコード「006」・

空き施設の申込みの流れで、変更先の予約を行い、選択した予約と変更することができます。（施設コードの選択から）

9 を選んだ場合（取消しする場合）

3 を選んだ場合（変更する場合）

●このサービスをご利用いただくためには、利用者登録が必要です。

●・音声案内に従い、コード番号を入力する方法で行います。

コードは「プッシュボタンを押す（ダイヤルを回す）」ことで入力します。

（言葉での入力はできません。）

●電話はプッシュ式、ダイヤル式ともにご利用になれますが、黒電話や構内回線電

話、 親子電話の子機ではうまくサービスをご利用いただけない場合があります。

（プッシュ式電話（プッシュホン）のご利用をおすすめします。）

●一度に多くの電話が集中した場合、電話が話し中になったり、つながっても応答

が遅くなることがありますので、あらかじめご了承ください。

●電話での操作は確実に行い、 操作された内容が正しく受け付けられているかご

確認をお願いします。

電話サービスをご利用になる前に

ご利用にあたってのお断り

施設の利用申込についてのお願い

コード入力は音声メッセージが聞こえている途中でもできます。

この場合、入力した数字が確認されると音声メッセージが中断し、次の音声

メッセージが流れます。

ワンポイント

→ P.8

→P.85

→ P.33、38

→P.34

→ P.33、38

電話サービスをご利用の際のご注意

TEL :045-754-4919 に電話します。

●抽選の結果は必ずご確認をお願いします。抽選結果の確認期間内に抽選結果

の確認を行い、当選した申込みの利用確定を行ってください。利用確定を行わな

い場合、当選は２６日に自動的に取り消されますのでご注意ください。

●電話サービスでの申込内容の取消しについては、 十分注意して行ってください。

一度取り消したものは、元に戻すことはできません。

携帯電話等では、・一定時間ボタン操作がされないと最初に入力した番号

が無効になる場合がありますので、必ず携帯電話等のディスプレイで番号

を確認しながら入力してください。

注意 !

電話サービス

受付期間

１２か月前に抽選を行う部屋 利用日の１２か月前の 26 日〜利用日の 28 日前

６か月前に抽選を行う部屋 利用日の６か月前の 26 日〜利用日の 28 日前

３か月前に抽選を行う部屋

利用日の３か月前の 26 日〜利用当日（ただし、男女共同参

画センター横浜、 男女共同参画センター横浜南、 男女共同

参画センター横浜北、技能文化会館は利用日の７日前。）
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抽選申込ができる日及び
抽選申込状況の案内 （ファックスサービス）

施設の空き状況の案内 （ファックスサービス）

ご希望の施設の抽選申込ができる日を、利用時間帯ごとに１か月分ご案内します。

　抽選後の施設の空き状況についてご案内します。

　空き状況は刻々と変化します。電話をかけた時点の情報をご案内しますが、 空き施設の申込みは

先着順に受け付けますので、別の予約が先に入ってしまうことがあります。

　なお、 電話による受付期間（Ｐ．３６参照）が過ぎた日については、 空きと表示されていてもお申し込

みいただけない場合がございますので、各施設にお問い合せください。

　電話サービス受付期間終了後の空き施設の申込みは、各施設にお問い合せください。

電話から聞こえるメッセージ 入力コード

こちらは、横浜市市民利用施設予約システム電話サービスです。
このシステムは、アナウンスの途中でもコード入力が可能です。
　　　　　　　　　　　　　（中略）
ご利用になりたい、サービスのコード番号をどうぞ。

0 16

抽選申込みのできる日及び抽選申込状況をご案内します。

よろしければ 1 、違う場合は 0をどうぞ。

スポーツ施設の場合は、1 、文化施設の場合は、2 をどうぞ

施設コードをどうぞ。

室場コードをどうぞ。

施設名、部屋名、□月の抽選申込状況ですね。

よろしければ 1 、

別の室場を追加する場合は 2 、

違う場合は 0をどうぞ。

施設名、部屋名、□月の抽選申込状況をファックス送信します。

「ピッ」という音の後にスタートボタン、または受信ボタンを

押し、受話器を置いてお待ちください。

ご利用ありがとうございました。

電話から聞こえるメッセージ 入力コード

こちらは、横浜市市民利用施設予約システム電話サービスです。
このシステムは、アナウンスの途中でもコード入力が可能です。
　　　　　　　　　　　　　（中略）
ご利用になりたい、サービスのコード番号をどうぞ。

0 26

施設の空き状況ですね。

よろしければ 1 、違う場合は 0をどうぞ。

スポーツ施設の場合は、1 、文化施設の場合は、2 をどうぞ

施設コードをどうぞ。

室場コードをどうぞ。

お聞きになりたい月を２桁でどうぞ。

施設名、部屋名、□月の空き状況ですね。

よろしければ 1 、

別の室場を追加する場合は 2 、

違う場合は 0をどうぞ。

施設名、部屋名、□月の空き状況をファックス送信します。

「ピッ」という音の後にスタートボタン、または受信ボタンを

押し、受話器を置いてお待ちください。

ご利用ありがとうございました。

TEL :045-754-4919 に電話します。

TEL :045-754-4919 に電話します。

サービスコード　０６１

サービスコード　０６２

ファックスサービス

受付期間

１２か月前に抽選を行う部屋 利用日の１２か月前の１日〜 15 日

６か月前に抽選を行う部屋 利用日の６か月前の１日〜 15 日

３か月前に抽選を行う部屋 利用日の３か月前の１日〜 15 日

ファックスサービス

受付期間

１２か月前に抽選を行う部屋 利用日の１２か月前の 26 日〜利用当日

６か月前に抽選を行う部屋 利用日の６か月前の 26 日〜利用当日

３か月前に抽選を行う部屋 利用日の３か月前の 26 日〜利用当日

（３） ファックスサービスの利用方法
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施設の利用申込内容の確認抽選申込内容の確認

利用申込の内容を FAX でご案内します。

利用申込の内容を忘れてしまった場合などは、このサービスで確認してください。

すでに申し込まれている抽選申込の内容を FAX でご案内します。

抽選日の前に抽選の申込み内容を忘れてしまった場合などは、このサービスで確認してください。

電話から聞こえるメッセージ 入力コード

こちらは、横浜市市民利用施設予約システム電話サービスです。
このシステムは、アナウンスの途中でもコード入力が可能です。
　　　　　　　　　　　　　（中略）
ご利用になりたい、サービスのコード番号をどうぞ。

0 36

施設の抽選申込一覧を FAX 送信します。

よろしければ 1 、違う場合は 0をどうぞ。

利用者登録番号をどうぞ。

（はまっこカードに書かれている８桁の番号です。）
 

暗証番号をどうぞ。

あなたの申込み件数は○件です。

FAX で情報を取り出す場合は 1 、

他のサービスをご利用になる場合は 0 をどうぞ。

データを抽出します。しばらくお待ちください。

抽選申込一覧を FAX 送信します。

「ピッ」という音の後にスタートボタンまたは受信ボタンを押し、受話

器を置いてお待ちください。

ご利用ありがとうございました。

TEL :045-754-4919 に電話します。

電話から聞こえるメッセージ 入力コード

こちらは、横浜市市民利用施設予約システム電話サービスです。
このシステムは、アナウンスの途中でもコード入力が可能です。
　　　　　　　　　　　　　（中略）
ご利用になりたい、サービスのコード番号をどうぞ。

0 46

施設の予約内容一覧を FAX 送信します。

よろしければ 1 、違う場合は 0をどうぞ。

利用者登録番号をどうぞ。

（はまっこカードに書かれている８桁の番号です。）
 

暗証番号をどうぞ。

あなたの予約件数は○件です。

FAX で情報を取り出す場合は 1 、

他のサービスをご利用になる場合は 0 をどうぞ。

データを抽出します。しばらくお待ちください。

予約内容一覧を FAX 送信します。

「ピッ」という音の後にスタートボタンまたは受信ボタンを押し、受話

器を置いてお待ちください。

ご利用ありがとうございました。

TEL :045-754-4919 に電話します。

サービスコード　０６４サービスコード　０６３

ファックスサービス

受付期間

１２か月前に抽選を行う部屋 利用日の１２か月前の１日〜 15 日

６か月前に抽選を行う部屋 利用日の６か月前の１日〜 15 日

３か月前に抽選を行う部屋 利用日の３か月前の１日〜 15 日

ファックスサービス

受付期間

１２か月前に抽選を行う部屋 利用日の１２か月前の 26 日〜利用当日

６か月前に抽選を行う部屋 利用日の６か月前の 26 日〜利用当日

３か月前に抽選を行う部屋 利用日の３か月前の 26 日〜利用当日
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コードは、各施設別に記載されています。

記載内容は次の通りです。

施設コード 施設を指定するコードです。

部屋コード 施設の中の部屋を指定するコードです。

音調整の有無

“○”がついている部屋は、音を出すことについての調整が必要です。該

当するものを、欄外の「音調整コード」から選んで入力してください。

なお、 「抽選後の空き施設の申込み」では、隣室の音調整によっては、空

いていても申し込めない場合があります。

時間帯コード 利用時間を指定するコードです。

利用目的コード
利用目的は、コード番号のみ記載しています。

利用目的については、84 ページをご覧ください。

８ コード一覧

施設
コード
目次

関内ホール P.46

青葉区民文化センター　フィリアホール P.48

旭区民文化センター　サンハート P.50

泉区民文化センター　テアトルフォンテ P.52

磯子区民文化センター　杉田劇場 P.54

神奈川区民文化センター　かなっくホール P.56

港南区民文化センター　ひまわりの郷 P.58

栄区民文化センター　リリス P.60

瀬谷区民文化センター　あじさいプラザ P.62

鶴見区民文化センター　サルビアホール P.64

戸塚区民文化センター　さくらプラザ P.66

緑区民文化センター　みどりアートパーク P.68

岩間市民プラザ P.70

吉野町市民プラザ P.72

大倉山記念館 P.74

長浜ホール P.76

イギリス館 P.77

男女共同参画センター横浜（フォーラム） P.78

男女共同参画センター横浜南（フォーラム南太田） P.80

男女共同参画センター横浜北（アートフォーラムあざみ野） P.81

技能文化会館 P.82

メモ欄（施設のコード番号等をメモしておくと便利です）
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音調整コード

音調整

コード

音　調　整

自分が大きな音を 隣の大きな音を 説　明

1 出す 気にする
自分は大きな音を出すが、

隣で大きな音を出されては困る ｡

2 出す 気にしない
自分は大きな音を出すが、

隣で大きな音を出してもかまわない ｡

3 出さない 気にする
自分は大きな音を出さないが、

隣で大きな音を出されては困る ｡

4 出さない 気にしない
自分は大きな音を出さないが、

隣で大きな音を出してもかまわない ｡

１　お申込みの催し物内容によっては利用をご遠慮いただく場合があります。

２　催し物の名称・公演時間・入場料金などを決めてからお申し込みください。

３　利用時間帯は入館から退館までの時間のため、 事前の仕込みや後片付けが必要な催し

物の場合には２区分以上の余裕のある時間帯でお申し込みください。

４　各部屋の入場定員をお守りください。

５　施設点検等による休館日が月に 1〜 2回程度ありますので、ご利用の際は予め施設にご

確認ください。

６　舞台・照明・音響機器などの附帯設備の利用料金は別途、催し日当日のお支払いとなります。

７　大・小ホールの申込当選者は利用申請時にリハーサル室を優先予約することができます。

専用楽屋のご利用と併せてお申込みください。

８　大 ・小ホールの空き申込みは利用日の 28 日前までですが、催し日の約１か月前に催し物

内容について打合わせを行う必要があるため、 受付期限直前の申込みについてはご予約

後、 直ちにご来館いただき利用の手続きを行ってください。リハーサル室単独利用の空き申

込みは利用日当日もできますが、利用内容の確認など、施設管理上の手続きが必要なため

直ちにご来館ください。

　　なお、事前にインターネット、プッシュ回線からのお申し込みがない場合、申込みの受付は

行いません。

９　大音響を発生する楽器などを使用する催し物の場合には、申し込みされる際に、必ず音調

整コード『１』または『2』 （自分が大きな音を出す）を選択してください。

　（例　ドラム、 エレキギターなどの楽器類を使用する催し物の場合）ピアノ発表会などの場合

には音調整コード『３』 （自分が大きな音を出さない /隣の大きなを気にする）または『４』 （自

分が大きな音を出さない /隣の大きな音を気にしない）を選択してください。

10　大 ・ 小ホールのいずれかが空きの状態であっても、 先に予約されたホールの催し物の音

調整コード登録内容により申込みができない場合があります。

　（例　音調整コード『１』 （自分が大きな音を出す）を選択したが、 一方のホールがすでに『３』

（隣の大きな音を気にする）で利用申請済みの場合など）

11　施設利用料納入後に申請を取消す場合、取消申請が催し日の大ホール 90 日前、小ホー

ル 60 日前（リハーサル室の単独利用は利用日の７日前）までは、納入利用料の半額が返還

されますが、その後は全額が返還されません。

12　リハーサル室には防音設備がありません。 1・２・３号室では楽器・合唱練習など音を伴う

利用はできません。 4 号室については金管楽器、打楽器、電子楽器など大音量を発する楽

器の練習や、多人数での弦楽器の練習、またマイクを使用することはできません。

13　大ホール、小ホール、リハーサル室４にはグランドピアノがあります。

施設利用上のご注意

（下の表の該当するコードを入力してください。）

鉄道 3 駅に隣接する交通至便な場所にあり、 大小のホールは多目的ホールとして、 コン

サート、演劇および講演などさまざまな催し物にご利用いただけます。

施設コード　０２８０ 関内ホール
〒 231-0013　中区住吉町 4－ 42 － 1
TEL：６６２－１２２１　FAX：６６２－２０５０
URL：http://www.kannaihall.jp

交　通 ・ＪＲ「関内」北口より徒歩６分・地下鉄「関内」９番出口より徒歩３分
　　　　　みなとみらい線「馬車道」 5 番出口より徒歩 5分

休館日・年末年始および施設点検日　　　施設での利用申込受付時間  9：00 〜 20：00

部　屋 部屋コード
音調整

の有無
時間帯

時間

帯コード

利用目的

コード

（→ P84）

連続使用

可能日数

大ホール（1,038 席）

（固定席 958 席、

　可動席 78 席、

　車椅子用可動席12席、

　親子室 4席）

※・可動席による車椅子

対応可能（8 台分）

00 ○

　9:00 〜 12:00

13:00 〜 17:00

18:00 〜 22:00

09

13

18

44〜 59、61、

69、70、75、

83、91

3 日

小ホール（264 席）

（固定席 90 席、

　可動席 174 席）

01 ○

　9:00 〜 12:00

13:00 〜 17:00

18:00 〜 22:00

09

13

18

44〜 59、61、

69、70、75、

83、89、91

3 日

リハーサル室１（18 人）

（カーペット敷、控室、　

　会議、講習、他）

02

　9:00 〜 12:00

13:00 〜 17:00

18:00 〜 22:00

09

13

18

62、65、66、

70、73、

82〜84、89、

91

3 日

リハーサル室２（18 人）

（カーペット敷、控室、

会議、講習、他）

03

リハーサル室３（30 人）

（和室、控室、

　各種稽古、他）

04

53、55、56、

65、70、73、

84、89、91

リハーサル室４（30 人）

ピアノあり（床板張、側

面鏡張、ピアノ、音楽練

習、各種舞踊稽古、他）

05

44、56〜58、

70、73、84、

89、91
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施設コード　０６８０ 青葉区民文化センター　フィリアホール
〒 227-8555・青葉区青葉台 2－ 1－ 1　青葉台東急スクエア South-1・本館 5F
TEL：９８５－８５７７　FAX： ９８５－８５６０
URL：http://www.philiahall.com/

交　通 ・東急田園都市線「青葉台」より徒歩３分

休館日・毎月第3水曜日　年末年始及び施設点検日　　　施設での利用申込受付時間  10：00～ 20：00

部　屋 部屋コード
音調整

の有無
時間帯

時間帯

コード

利用目的

コード

（→ P84）

連続使用

可能日数

音楽ホール

（クラシックコンサート用）

500 席

（固定席 488 席、

　可動席 12 席）

※・可動席による車椅子

対応可能（6台分まで）

01

10:00 ～ 17:00

13:00 ～ 22:00

10:00 ～ 22:00

☆
44、46、47、

48、87
2 日

リハーサル室（80 人）

（コンサートおよび

　練習用）

グランドピアノあり

02

10:15 ～ 12:15

12:45 ～ 14:45

15:00 ～ 17:00

17:30 ～ 19:30

19:45 ～ 21:45

10

12

15

17

19

44、46、47、

48、75、87

2 日

練習室１（10 人） 03 2 日

練習室２（10 人）

アップライトピアノあり
04 2 日

練習室３（10 人）

アップライトピアノあり
05 2 日

☆　ホールについては１日単位での申込みのため、始まりの時間帯コードに10 、

　終わりの時間帯コードに18 の、３コマ単位で必ず入力してください。

　なお、予約が取れた方は利用申請手続きの際に、

　　①　10:00 ～ 17:00　　②　13:00 ～ 22:00　　③　10:00 ～ 22:00

の２コマか３コマのいずれかの時間帯で申請をしていただきますので、ご希望の時間帯にて手続きを

して下さい。

　また、利用目的コード 46 （民俗音楽）、47 （邦楽、民謡）、48 （その他音楽）のクラシック音楽以外の

ジャンルで利用をご希望の場合には事前に施設と十分な調整をして下さい。

東急田園都市線青葉台駅に隣接し、 クラシック音楽のコンサートを主目的として室内音響

設計に配慮したホールを中心とする施設です。

１　施設の音楽特性等により、 利用内容によっては対応が難しい場合があります。詳しくはお

申込みの前に施設にご確認ください。

２　内容や責任者を決めてからお申し込みください。

３　利用時間帯には準備やピアノ調律時間、片付け時間が含まれます。

４　各部屋の定員をお守りください。

５　舞台・照明・音響機器などの附帯設備利用料金は別途、利用当日に現金でのお支払いと

なります。

６　音楽ホール空き申込みの利用受付は 28 日前までですが、公演日の約 1か月前に公演内

容について打合せを行う必要があるため、受付期限直前の申込みは公演内容によっては対

応できない場合があります。詳しくはお申込みの前に施設にご確認ください。

７　施設利用料納入後に申請を取り消される場合、取消申請が公演日の 28 日前（リハーサル

室、練習室は利用日の 7日前）までは、納入利用料の半額が返還されますが、その後は全

額が返還されません。

８　音楽ホール、リハーサル室にはグランドピアノが、練習室 2 ・ 3、楽屋 3 にはアップライトピア

ノがあります。また、 PA 機器は音楽ホールをはじめ、全ての部屋とも設置されていません。

９　音楽ホールがシステムで予約不可となる利用日 27 日前以降の練習利用、 レコーディング

及び撮影利用の申込みは、利用日 7日前まで窓口で受け付けます。尚、利用内容によって

は、お断りする場合もございますので、ご了承ください。

10　音楽ホールのピアノご利用の場合、公演、録音（撮影）は、指定業者によるピアノ調律が必

須です（リハーサル利用、練習利用の際は不要ですが、ご希望の場合は承ります）。

施設利用上のご注意
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音調整コード （下の表の該当するコードを入力してください。）

音調整

コード

音　調　整

自分が大きな音を 隣の大きな音を 説　明

1 出す 気にする
自分は大きな音を出すが、

隣で大きな音を出されては困る ｡

2 出す 気にしない
自分は大きな音を出すが、

隣で大きな音を出してもかまわない ｡

3 出さない 気にする
自分は大きな音を出さないが、

隣で大きな音を出されては困る ｡

4 出さない 気にしない
自分は大きな音を出さないが、

隣で大きな音を出してもかまわない ｡

※ご利用に際しては施設で配付している「ご利用の手引き」を必ずお読みください。

１　お申込内容によっては利用をご遠慮いただく場合があります。詳しくは施設にご確認ください。

２　内容や責任者を決めてからお申し込みください。

３　利用時間帯には準備や片付け時間が含まれます。

４　各部屋の定員をお守りください。

５　施設点検等による休館日が月 1～ 2回程度ありますので、施設にご確認ください。

６　ミーティングルームはＡ及びＢに分けてお使いいただくことも可能です （ただし各々の部屋

に固有の附帯設備がありますので施設にお問い合わせください）。

７　ミーティングルームは簡易な間仕切りのため、互いの音が聞こえるときがあります。

８　音楽ホール、カルチャー工房はアンプなどを用いた楽器演奏でのご利用はできません。

９　音楽工房Ａにはギターアンプ、ドラムセットなどは設置されていません。

10　カルチャー工房および音楽工房は練習利用に限ります。

11　アートギャラリーは展示利用のみ受け付けします。

12　アートギャラリーには幅 1.45・ｍ、高さ 2.8m・の可動パネル（両面）が 15・枚あります。

13　ホール、音楽ホール、音楽工房Ａにはグランドピアノが、カルチャー工房にはアップライトピ

アノがあります。

14　和太鼓等、 大音量の催し物のご利用は状況によりご遠慮いただく場合があります。詳しく

は施設にご確認ください。

15　文化芸術活動以外の目的でのご利用は、 ご予約受付開始時期が異なります。詳しくは直

接施設にお問い合わせください。

16　ホール、音楽ホール、アートギャラリーをシステムで予約できるのは利用希望日の 28 日前

までです。それ以降は直接施設にお問い合わせください。ただし、内容によってはお受けでき

ない場合があります。

施設利用上のご注意

施設コード　０４５０ 旭区民文化センター　サンハート
〒 241-0821・旭区二俣川 1－ 3　二俣川ライフ 5 階
TEL：３６４－３８１０　FAX： ３９１－６９３０
URL：http://www.sunheart.info/

交　通 ・相鉄「二俣川」より徒歩２分

休館日・年末年始および施設点検日　　　施設での利用申込受付時間  9：00 ～ 21：00

部　屋 部屋コード
音調整

の有無
時間帯

時間帯

コード

利用目的

コード

（→ P84）

連続使用

可能日数

ホール（300 席）

（固定席 108 席、

　可動席 192 席）

※・可動席による車椅子

対応可能（6 台分）

00

　9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 17:00

18:00 ～ 22:00

09

13

18

44〜 66、

68〜70、72、

73、75、83、91

7 日

音楽ホール（103 席） 01 44〜 48、75 2 日

ミーティングルーム

A・B （全面） （30 人）
03 59〜 66、70、

72、73、

82〜 84、89、

91

2 日

ミーティングルーム A

（半面） （15 人）
09 ○ 2日

ミーティングルーム B

（半面） （15 人）
10 ○

60〜66、70、

72、73、

82〜 84、89、

91

2 日

アートギャラリー

（110 ㎡壁面延長

　約 20m、高さ 2.8m）

02
時間帯の指定は

ありません
09 60、62〜 66 7 日

二俣川ライフ５階にあります。２つのホールとギャラリーを中心とした文化活動の練習や発

表、芸術鑑賞の場として幅広くご利用いただけます。

カルチャー工房

（25 人）ピアノあり
04

・9:15 ～ 12:15

12:45 ～ 14:45

15:00 ～ 17:00

17:30 ～ 19:30

19:45 ～ 21:45

09

12

15

17

19

44〜 58、67、

68、77、78、89
2 日

音楽工房Ａ

（15 人）ピアノあり
05

44〜48、75、

89

2 日

音楽工房Ｂ（8 人）

ドラムセットあり
06 2 日

音楽工房Ｃ（6 人）

ドラムセットあり
07 2 日

音楽工房Ｄ（12 人）

ドラムセットあり
08 2 日
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１　お申込内容によっては利用をご遠慮いただく場合があります。詳しくは施設にご確認くださ

い。

２　内容や責任者を決めてからお申し込みください。

３　利用時間帯には準備や片付け時間が含まれます。

４　各部屋の定員をお守りください。

５　施設点検等による休館日が月に 1〜 2回程度ありますので、施設にご確認ください。

６　会議室はＡ及びＢに分けてお使いいただくことも可能です （ただし各々の部屋に固有の附

帯設備がありますので施設にお問い合わせください）。

７　会議室Ａ及びＢを分けてご利用になる場合は簡易な間仕切りのため、互いの音が聞こえる

場合があります。

８　ギャラリーには幅 1.1m、高さ 3.6m の可動パネル（両面）が 9枚あります。

９　ホールにはグランドピアノ、リハーサル室にはアップライトピアノがあります。

10　利用料はご利用内容によって変わりますので、施設にご確認ください。

11　附帯設備（照明・音響やピアノなど）をご利用の場合は、利用料が別途かかります。

12　ホールの申込当選者は、 利用申請時に利用当日のリハーサル室など他の部屋を優先的

にお申込みいただけます。 （予約状況により承れない場合がございます。）

13　ホールには有料でご利用いただける楽屋が 4部屋あります。

14　リハーサル室での、和太鼓等、大音量が発生する催し物のご利用は、状況によりご遠慮い

ただく場合があります。詳しくは施設にご確認ください。

15　会議室・創作室では楽器の練習はできません。

16　ホール・ギャラリーをシステムで予約できるのは利用日の 28 日前までです。それ以降のご

利用については施設にご確認ください。

施設利用上のご注意

音調整コード （下の表の該当するコードを入力してください。）

音調整

コード

音　調　整

自分が大きな音を 隣の大きな音を 説　明

1 出す 気にする
自分は大きな音を出すが、

隣で大きな音を出されては困る ｡

2 出す 気にしない
自分は大きな音を出すが、

隣で大きな音を出してもかまわない ｡

3 出さない 気にする
自分は大きな音を出さないが、

隣で大きな音を出されては困る ｡

4 出さない 気にしない
自分は大きな音を出さないが、

隣で大きな音を出してもかまわない ｡

施設コード　０８５０ 泉区民文化センター　テアトルフォンテ
〒 245-0023・泉区和泉中央南 5－ 4－ 13　いずみ中央ライフ 3F
TEL：８０５－４０００　FAX： ８０５－４１００
URL：http://theatre-fonte.com/

交　通 ・相鉄いずみ野線「いずみ中央」より徒歩１分

休館日  毎月第 3火曜日、年末年始および施設点検日 施設での利用申込受付時間  9：00 ～ 21：00

部　屋 部屋コード
音調整

の有無
時間帯

時間帯

コード

利用目的

コード

（→ P84）

連続使用

可能日数

ホール　386 席

（固定席 282 席、

　可動席 104 席）

親子席　5 席

※・可動席による車椅子

対応可能（通常4台分）

00

　9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 17:00

18:00 ～ 22:00

09

13

18

44〜 59、61、

65、69、70、

73、75、77、

78、83、84、

87、91

7 日

会議室（A＋ B）

（標準 24 人、42 ㎡、

　床カーペット）

02
59〜 66、69、

70、72、73、82

〜84、89、91

2 日

会議室 A 05 ○ 2日

会議室 B 06 ○ 2日

ギャラリー

（壁面延長 40m、

　高さ 3.6m、129 ㎡）

01
時間帯の指定は

ありません
09

60、62〜66、

79、91
7 日

リハーサル室

（70 ㎡、浮床フローリン

　グ、側面鏡、レッスン

　バー）ピアノあり

03
　9:15 ～ 12:15

12:45 ～ 14:45

15:00 ～ 17:00

17:30 ～ 19:30

19:45 ～ 21:45

09

12

15

17

19

44〜58、65、

67〜70、75、

77、78、83、84

7 日

創作室

（標準 24 人、54 ㎡、

　水場、床材Ｐタイル、

　作業台 8台）

04

60、62〜66、

70、72、73、

79、83、84、

89、91

2 日

相鉄いずみ野線いずみ中央駅直結の好立地です。

演劇・バレエ・ミュージカル・オペラ・ダンス・古典芸能等の公演が可能な広い舞台、音響、

照明設備と、馬蹄形の客席を持つホール、稽古や小規模公演もできるリハーサル室、水場

や作業台を備え美術・アートなどの製作ができる創作室、プロジェクター投影が可能な会議

室、美術・アート作品を展示できるギャラリーがご利用いただけます。
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音調整コード （会議室 A・B のみ。下の表の該当するコードを入力してください。）

音調整

コード

音　調　整

自分が大きな音を 隣の大きな音を 説　明

1 出す 気にする
自分は大きな音を出すが、

隣で大きな音を出されては困る ｡

2 出す 気にしない
自分は大きな音を出すが、

隣で大きな音を出してもかまわない ｡

3 出さない 気にする
自分は大きな音を出さないが、

隣で大きな音を出されては困る ｡

4 出さない 気にしない
自分は大きな音を出さないが、

隣で大きな音を出してもかまわない ｡

１　お申込内容によっては利用をご遠慮いただく場合があります。詳しくは施設にご確認ください。

２　内容や責任者を決めてからお申し込みください。

３　利用時間帯には準備や片付け時間が含まれます。

４　各部屋の定員をお守りください。

５　施設点検等による休館日が月に 1～ 2回程度ありますので、施設にご確認ください。

６　舞台・照明・音響機器などの附帯設備料は利用当日に現金でのお支払いとなります。

７　ホールの申込み当選者は利用申請時に利用当日同時間帯の他の室場の優先予約が可

能です。 （予約状況により承れない場合がございます）

８　和太鼓等、大音量が発生する催し物のご利用は状況により承れない場合がございます。詳

細は劇場まで直接お問い合わせください。

９　ホール、リハーサル室、練習室 Bにはグランドピアノがあります。

10　ギャラリーは展示利用のみ受け付けします。

11　ギャラリーには幅 1.5m 高さ 2.8m の可動展示パネルが 11 枚あります。

12　練習室 A・C にはドラムセット、ギターアンプ、ベースアンプがあります。

13　ホールには有料でご利用いただける楽屋が 4部屋あります。

14　施設利用料納入後に利用を取り消される場合、ホール・ギャラリーは利用日の30日前（同

時に利用申請を済ませた他の施設も含みます。）、リハーサル室・会議室・練習室は利用日

の 7日前までは、納入利用料の半額が返還されますが、その後は全額が返還されません。

施設利用上のご注意

施設コード　０５００ 磯子区民文化センター　杉田劇場
〒 235-0033・磯子区杉田 1－ 1－ 1 らびすた新杉田 4階
TEL：７７１－１２１２　FAX： ７７０－５６５６
URL：http://www.sugigeki.jp/

交　通 ・JR 根岸線（京浜東北線） ・シーサイドライン「新杉田」より徒歩 3 分
　　　　　京急線「杉田」より徒歩 5分

休館日年末年始および施設点検日　　　施設での利用申込受付時間  9：00 ～ 21：00

部　屋 部屋コード
音調整

の有無
時間帯

時間帯

コード

利用目的

コード

（→ P84）

連続使用

可能日数

ホール（318 席）

固定席　310 席

親子席　4 席

車椅子席　4 席

00

　9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 17:00

18:00 ～ 22:00

09

13

18

44〜59、65、

69、72、73、91
7 日

ギャラリー

　約 110 ㎡

　壁面延長約 67m

　高さ約 2.8m

01
時間帯の指定は

ありません
09 59〜 66 14 日

リハーサル室（60 人） 04

・9:15 ～ 12:15

12:45 ～ 14:45

15:00 ～ 17:00

17:30 ～ 19:30

19:45 ～ 21:45

09

12

15

17

19

44〜 69、72、

73、89、91
2 日

会議室 AB （24 人） 02

59〜 66、69、

72、73、89、91

2 日

会議室 A （半面） 08 ○ 2日

会議室 B （半面） 09 ○ 2日

会議室 C （10 人）

（全面）
03 2 日

練習室 A （4 人）

ドラムセットあり
05

44〜50、52、

54、55、89、91

2 日

練習室 B （6 人）

ピアノあり
06 2 日

練習室 C （6 人）

ドラムセットあり
07 2 日

プロセニアムや音響反射板、仮設花道等の設置が可能な多機能ホールと、ギャラリー、リ

ハーサル室、練習室など、日頃の文化活動の練習・発表の場としてご利用ください。
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施設コード　０２００ 神奈川区民文化センター　かなっくホール
〒 221-0044・神奈川区東神奈川 1－ 10 － 1
TEL：４４０－１２１１　FAX： ４４０－１１３９
URL：http://kanack-hall.info

交　通 ・ＪＲ京浜東北線・横浜線「東神奈川」、京急「京急東神奈川」より徒歩 1分

休館日・年末年始および施設点検日　　　施設での利用申込受付時間  9：00 ～ 21：00

部　屋 部屋コード
音調整

の有無
時間帯

時間帯

コード

利用目的

コード

（→ P84）

連続使用

可能日数

ホール　300 席

（固定席 263 席、

　可動席 37 席）

※・スペースによる車椅

子対応可能（2台分）

※親子室別途（6 席）

00

9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 17:00

18:00 ～ 22:00

09

13

18

44〜 59、61、

91
7 日

ギャラリー A

（約 136 ㎡壁面延長

約 60.8m 高さ約 3.2m）

01
時間帯の指定は

ありません
09

60、62〜66、

91

7 日

ギャラリー B

（約 98 ㎡、壁面延長

約47.4m、高さ約 2.6m）

02
時間帯の指定は

ありません
09 7 日

ギャラリー A・B （両室） 09
時間帯の指定は

ありません
09 7 日

音楽ルーム（60 人）

ピアノあり
03

　9:15 ～ 12:15

12:45 ～ 14:45

15:00 ～ 17:00

17:30 ～ 19:30

19:45 ～ 21:45

09

12

15

17

19

44〜 59、61、

65、67、68、91
2 日

練習室 A （8 人）

ピアノあり
04

44〜 48、91

2 日

練習室 B （8 人）

ドラムセットあり
05 2 日

JR 東神奈川駅、京浜急行線京急東神奈川駅より「かなっくウォーク」でつながっています。

多目的にご利用できるホールと、 ギャラリーを中心とした文化活動の発表や練習、 芸術鑑

賞の場として幅広くご利用いただけます。

１　お申込内容によっては利用をご遠慮いただく場合があります。詳しくは施設にご確認くださ

い。

２　内容や責任者を決めてからお申し込みください。

３　利用時間帯には準備や片付け時間が含まれます。ホールを本番でご利用の場合は、 なる

べく 2 区分以上の余裕を持った時間帯でお申し込みください。

４　各部屋の定員をお守りください。

５　施設点検等による休館日が月に 1～ 2回程度ありますので、施設にご確認ください。

６　ホールには有料でご利用いただける楽屋が３部屋あります。

７　ホールご利用の際は、音楽ルーム、練習室を優先的にお申し込みいただけます。 （ただし、

ホールと同一時間帯で、抽選期間前に限ります）。

８　ギャラリー A には幅 2.5m 高さ 3m の可動展示パネルが 2 枚、 幅 1.7m 高さ 3m の可動展

示パネルが 2 枚あります。ギャラリー B には幅 2.25m 高さ 2.47m の可動展示パネルが 3 枚

あります。

９　ギャラリーは、文化芸術作品の展示、発表の場としてご利用いただけます。

10　ホール、音楽ルームにはグランドピアノが、練習室 Aにはアップライトピアノがあります。練

習室 Bにはドラムセット、ギターアンプ、ベースアンプ、電子ピアノがあります。拡声装置を利

用される場合は、練習室 B をご利用ください。

11　施設の構造上、和太鼓等大音量の催し物はご遠慮ください。

12　施設利用料納入後に利用を取り消される場合、ホール・ギャラリーは利用日の 1か月前、

音楽ルーム、練習室は 1週間前までは納入額の半額が返還されます。

13　附帯設備（照明や楽器、 音響機器など）をご利用の場合は、 別途利用当日に現金でお支

払いください。

14　ホール・ギャラリー （Ａ・Ｂ）をシステムで予約できるのは、利用希望日の 28 日前までです。

それ以降は直接施設にご相談ください。

施設利用上のご注意
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音調整コード （下の表の該当するコードを入力してください。）

音調整

コード

音　調　整

自分が大きな音を 隣の大きな音を 説　明

1 出す 気にする
自分は大きな音を出すが、

隣で大きな音を出されては困る ｡

2 出す 気にしない
自分は大きな音を出すが、

隣で大きな音を出してもかまわない ｡

3 出さない 気にする
自分は大きな音を出さないが、

隣で大きな音を出されては困る ｡

4 出さない 気にしない
自分は大きな音を出さないが、

隣で大きな音を出してもかまわない ｡

施設コード　０３８０ 港南区民文化センター　ひまわりの郷
〒 233-0002・港南区上大岡西 1－ 6－ 1
TEL：８４８－０８００　FAX： ８４８－０８０１
URL：http://www.himawari-sato.com/

交　通 ・地下鉄・京急線「上大岡」直結

休館日・年末年始および施設点検日　　　施設での利用申込受付時間  9：00 ～ 21：00

部　屋 部屋コード
音調整

の有無
時間帯

時間帯

コード

利用目的

コード

（→ P84）

連続使用

可能日数

ホール　381 席

（標準仕様

　317 〜 429 席可変）

※・この他に車椅子ス

ペース、親子室あり

00

　9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 17:00

18:00 ～ 22:00

09

13

18

44〜 59、61、

67〜70、72、

75、83、84、

87、91

7 日

会議室 A・B （全面）

（36 人）
02 59〜 66、

68〜70、72、

73、79、

82〜84、91

2 日

会議室 A （半面） 06 ○ 2日

会議室 B （半面） 07 ○ 2日

ギャラリー

（112 ㎡、壁面延長

　69m、高さ 3.4m）

01
時間帯の指定は

ありません
09

60〜 66、

79、91
14 日

音楽ルーム

（標準 45 人）

ピアノあり

03
　9:15 ～ 12:15

12:45 ～ 14:45

15:00 ～ 17:00

17:30 ～ 19:30

19:45 ～ 21:45

09

12

15

17

19

44〜 59、61、

67〜70、73、

75、84、89、91

2 日

練習室Ａ（6 人）

ドラムセットあり
04

44〜48、75、

84、89

2 日

練習室Ｂ（4 人）

ドラムセットあり
05 2 日

上大岡駅・バスターミナルの上に位置する駅ビルの中にあります。音楽ホールとギャラリー

を中心とした文化活動の練習や発表、芸術鑑賞の場として幅広くご利用いただけます。

１　お申込内容によっては利用をご遠慮いただく場合があります。詳しくは施設にご確認くださ

い。

２　内容や責任者を決めてからお申し込みください。

３　利用時間帯には準備や片付け時間が含まれます。

４　各部屋の定員をお守りください。

５　施設点検等による休館日が月に 1～ 2回程度ありますので、施設にご確認ください。

６　会議室はＡ及びＢに分けてお使いいただくことも可能です （ただし各々の部屋に固有の附

帯設備がありますので施設にお問い合わせください）。

７　会議室Ａ及びＢを分けてご利用になる場合は簡易な間仕切りのため、互いの音が聞こえる

ときがあります。

８　ギャラリーは展示利用のみ受け付けします。

９　ギャラリーには幅 1.48 ｍ、高さ 3.4m の可動パネル（両面）が 28 枚あります。

10　ホール、音楽ルームにはグランドピアノが、練習室にはキーボード、ドラムセット、ギターア

ンプ、ベースアンプが有ります。

11　照明 ・音響やピアノなどの附帯設備をご利用の場合は、別途利用当日に現金でお支払く

ださい。

12　施設利用料納入後に利用を取り消される場合、ホール・ギャラリーは利用日の30日前（同

時に利用申請を済ませた他の施設も含みます。）、音楽ルーム・会議室・練習室は利用日の

7日前までは、納入利用料の半額が返還されますが、その後は、全額が返還されません。

13　ホール・ギャラリーは、利用日の 28 日前まで予約システムにて利用申込みができます、そ

れ以降、練習等でご利用を希望される場合は、直接施設へお問い合わせください。但し、内容

によっては、お受けできない場合がございます。

14　ホールには有料でご利用いただける楽屋が 3部屋あります。

施設利用上のご注意
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※ご利用に際しては施設で配布している「ご利用のてびき」を必ずお読みください。

１　お申込内容によっては利用をご遠慮いただく場合があります。詳しくは施設にご確認くださ

い。

２　内容や責任者を決めてからお申し込みください。

３　利用時間帯には準備や片付け時間が含まれます。

４　各部屋の定員をお守りください。

５　施設点検等による休館日が月に 1～ 2回程度ありますので、施設にご確認ください。

６　舞台・照明・音響機器などの附帯設備利用料は別途、利用当日に現金でのお支払いとなり

ます。

７　ホール・ギャラリーをご利用の際は、同日の音楽ルーム・練習室・会議室を優先的にお申し

込みいただけます。 （先着順、抽選期間前に限ります。詳しくはお問い合わせください。）

８　ホール・ギャラリーをシステムで予約できるのは利用希望日の 28・日前までです。それ以降

は直接施設にお問い合わせください。

９　会議室はＡ及びＢに分けてお使いいただくことも可能です （ただし各々の部屋に固有の附

帯設備がありますので施設にお問い合わせください）。

10　会議室 A及び B を分けてご利用になる場合は簡易な間仕切りのため、互いの音が聞こえ

るときがあります。

11　ギャラリーは原則、文化芸術の発表の場としてお使いいただけます。それ以外でのご利用

は直接施設へお問い合せください。また、 A及び Bに分けての使用も可能です。

12　ホールにはグランドピアノ 2 台、楽屋 5部屋、音楽ルームにはグランドピアノ、練習室 Aに

はドラムセット、ギターアンプ、ベースアンプ、キーボード、練習室 Bにはアップライトピアノが

あります（別料金）。

13　和太鼓等、 大音量の催し物のご利用は状況によりご遠慮いただく場合があります。詳しく

は施設にご確認ください。

14　施設利用料納入後に利用を取り消される場合、ホール ・ギャラリーは利用日の 28 日前、

音楽ルーム、練習室、会議室は 7日前までは納入額の半額が返還されます。

施設利用上のご注意

音調整コード （下の表の該当するコードを入力してください。）

音調整

コード

音　調　整

自分が大きな音を 隣の大きな音を 説　明

1 出す 気にする
自分は大きな音を出すが、

隣で大きな音を出されては困る ｡

2 出す 気にしない
自分は大きな音を出すが、

隣で大きな音を出してもかまわない ｡

3 出さない 気にする
自分は大きな音を出さないが、

隣で大きな音を出されては困る ｡

4 出さない 気にしない
自分は大きな音を出さないが、

隣で大きな音を出してもかまわない ｡

和太鼓等大音量を発生するものは、ホールに直接お問合せください。

施設コード　０８１０ 栄区民文化センター　リリス
〒 247-0007・栄区小菅ケ谷 1－ 2－ 1
TEL：８９６－２０００　FAX： ８９６－２２００
URL：http://www.lilis.jp/

交　通 ・ＪＲ「本郷台」より徒歩３分

休館日・年末年始および施設点検日　　　施設での利用申込受付時間  9：00 ～ 21：00

部　屋 部屋コード
音調整

の有無
時間帯

時間帯

コード

利用目的

コード

（→ P84）

連続使用

可能日数

ホール　300 席

※・車椅子対応可能（最大

6台分）、親子室あり

グランドピアノ 2 台あり

00

　9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 17:00

18:00 ～ 22:00

09

13

18

44〜 52・、

57、65、69、

70、75、83、

84、87、91

7 日

ギャラリーＡ・B （全面）

（181.8 ㎡、壁面延長 76m、

　高さ 3.15m）

14
時間帯の指定は

ありません
09

60〜 66

14 日

ギャラリーＡ（半面）

（90.9㎡、壁面延長45m、

　高さ 3.15m）

01
時間帯の指定は

ありません
09 14 日

ギャラリーＢ（半面）

（90.9㎡、壁面延長45m、

　高さ 3.15m）

02
時間帯の指定は

ありません
09 14 日

会議室Ａ・会議室Ｂ

（33 人）
03

　9:15 ～ 12:15

12:45 ～ 14:45

15:00 ～ 17:00

17:30 ～ 19:30

19:45 ～ 21:45

09

12

15

17

19

59〜 66・、

69、70、72・、

73、82〜84、

89、91

2 日

会議室 A （15 人） 07 ○ 2日

会議室 B （18 人） 08 ○ 2日

音楽ルーム（60 人）

グランドピアノあり
04

44〜 59・、

61、65、67、

68、75、77、

78、91

2 日

練習室Ａ（6 人）

ドラムセットあり
05

44〜 48、

75

2 日

練習室Ｂ（10 人）

アップライトピアノあり
06 2 日

ＪＲ本郷台駅前に県立地球市民かながわプラザなどと共に併設されています。アコースティック

系の音楽に適した県内屈指の響きを持つホール、可動パネルを備えたギャラリー、音楽ルーム、

練習室、会議室など、文化活動の練習や発表、芸術鑑賞の場として幅広くご利用いただけます。
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１　ご利用にあたっては、施設で配布している「利用ガイド」を必ずお読みください。

２　お申込み内容によっては、利用いただけない場合があります。詳しくは施設にご確認ください。

３　内容や責任者を決めてからお申込みください。

４　使用時間には準備や片付けなどの時間が含まれます。

５　各部屋の定員をお守りください。

６　施設点検等による休館日が月に 1～ 2回程度あります。施設にご確認ください。

７　舞台・照明・音響機器などの附帯設備利用料は、別途利用当日のお支払いとなります。

８　音楽多目的室・ギャラリーをご利用の際は、同日の練習室・会議室を優先的にお申込みい

ただけます。 （先着順・抽選期間前に限ります。詳しくは施設にご確認ください。）

９　音楽多目的室 ・ギャラリーをシステムで予約できるのは、利用希望日の 28 日前までです。

それ以降は施設へお問い合わせください。

10　会議室 A・B・C はそれぞれ分割及び連結して利用できます。会議室 A・B・C を分割して利

用する場合、簡単な間仕切りのため、互いの音が聞こえることがあります。 （部屋により附帯

設備等の仕様が異なります。施設へお問い合わせください）

11　ギャラリーは会議室と連結させて利用することが可能です。

12　ギャラリーは原則、芸術文化活動の発表の場として利用できます。それ以外での利用につ

いては施設へお問い合わせください。また、ギャラリー 1及び 2 を分けての使用も可能です。

13　音楽多目的室にはグランドピアノ、壁面鏡、楽屋 2部屋、練習室 1にはグランドピアノ、練

習室 2にはドラムセット、音響機器があります（別料金）。詳しくは、施設へお問い合わせくだ

さい。

14　和太鼓等、大音量の催し物は、状況により利用いただけない場合があります。また、楽器

演奏 ・ 合唱などを行う場合は原則音楽多目的室及び練習室を利用ください。詳しくは施設に

ご確認ください。

15　構造上、他室の音や施設外の音が聞こえる場合があります。ご理解の上お申し込みくださ

い。

16　施設利用料納入後に利用を取り消される場合、音楽多目的室 ・ギャラリーは利用日の 30

日前、練習室・会議室は 7日前までは納入額の半額が返還されます。

施設利用上のご注意

音調整コード （下の表の該当するコードを入力してください。）

音調整

コード

音　調　整

自分が大きな音を 隣の大きな音を 説　明

1 出す 気にする
自分は大きな音を出すが、

隣で大きな音を出されては困る ｡

2 出す 気にしない
自分は大きな音を出すが、

隣で大きな音を出してもかまわない ｡

3 出さない 気にする
自分は大きな音を出さないが、

隣で大きな音を出されては困る ｡

4 出さない 気にしない
自分は大きな音を出さないが、

隣で大きな音を出してもかまわない ｡

大音量を発生するものは、施設にお問合わせください。

施設コード　０８８０ 瀬谷区民文化センター　あじさいプラザ
〒 246-0031・瀬谷区瀬谷 4-4-10　ライブゲート瀬谷内
TEL：３０１－３５００　ＦＡＸ ： ３０１－３５０２
URL：https://ajisai-plaza.hall-info.jp/

交　通 ・相鉄「瀬谷」より徒歩 1分

休館日・年末年始および施設点検日　　　施設での利用申込受付時間  9：00 ～ 21：00

部　屋 部屋コード
音調整

の有無
時間帯

時間帯

コード

利用目的

コード

（→ P84）

連続使用

可能日数

音楽多目的室

( 可動席 148 席）

※・車椅子対応可能 

（２台分）

00

　9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 17:00

18:00 ～ 22:00

09

13

18

44 ～ 47、

54、56、57、

67 ～ 70、

75、77、78、

83、87、91

7 日

ギャラリー１（半面）

（116㎡、壁面延長64.2ｍ、

　高さ3.2ｍ/控室含む）

02
時間帯の指定は

ありません
09

60、62、63、

65、66、79、

91

14 日

ギャラリー２（半面）

（103㎡、壁面延長56.5ｍ、

　高さ3.2ｍ/控室含む）

03
時間帯の指定は

ありません
09 14 日

ギャラリー１・２（全面）

（276㎡、壁面延長120.7ｍ、

　高さ3.2ｍ/控室・通路含む）

01
時間帯の指定は

ありません
09 14 日

会議室 A （18 人） 04 ○

　9:15 ～ 12:15

12:45 ～ 14:45

15:00 ～ 17:00

17:30 ～ 19:30

19:45 ～ 21:45

09

12

15

17

19

59、72、73、

79、83、84、

89、91

2 日

会議室 B （18 人） 05 ○ 2日

会議室 C （18 人） 06 ○ 2日

練習室 1 （6 人） 07

44、45、47、

48、59、75、

84、87、89、

91

2 日

練習室 2 （6 人） 08

44、45、47、

48、75、87、

89、91

2 日

瀬谷駅直結「ライブゲート瀬谷」内に立地。会議室と合わせると 300 ㎡を超えるギャラリーは、 絵画や造形などの様々な芸術発

表の他、ワークショップスペースとしてなど幅広くご利用いただけます。昇降式のステージと壁面に鏡を備えた音楽多目的室やグ

ランドピアノを完備した練習室など、芸術鑑賞・発表・練習の場として、様々な芸術文化活動に幅広くご利用いただける施設です。
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１　お申込内容によっては利用をご遠慮いただく場合があります。

２　内容や責任者を決めてからお申し込みください。

３　利用時間帯は入館から退館までの時間となります。ホールを利用される場合は、2 区分以

上の時間枠でのご利用となります。但し練習での 1 区分利用に関しては利用希望日の 3 ヶ

月前の 1日より、施設窓口にてお申込み内容を確認のうえ受付致します。詳しくは直接施設

へお問い合わせ下さい。

４　各部屋の定員をお守りください。

５　施設点検等により、抽選参加できない日があります。

６　舞台・照明・音響機器などの付帯設備利用料は別途、利用当日に現金でのお支払いとなり

ます。

７　ホールの申込当選者は利用申請時に同日のリハーサル室・練習室を優先予約することが

できます。 （空いている場合のみ可能）

８　音楽ホールの申込当選者は、 同日のリハーサル室 ・ 練習室をホール利用者が予約しな

かった場合に優先予約することができます。 （空いている場合のみ可能）

９　ホール・音楽ホール・ギャラリーをシステムで予約できるのは利用希望日の 28 日前までで

す。それ以降はギャラリーについてのみ、直接施設にお問合せください。 （ご利用内容によっ

てお断りする場合もあります。）

10　和太鼓等、 大音量を発生する催し物のご利用は状況によりご遠慮いただく場合がありま

す。詳しくは直接施設へお問い合わせください。

11　文化芸術活動以外の目的でのご利用は、 ご予約受付開始時期が異なります。詳しくは直

接施設へお問い合わせください。

12　ホール・音楽ホール・リハーサル室にはグランドピアノが、練習室 1にはアップライトピアノ

があります。練習室 2・3 にはドラムセット、電子ピアノ、アンプ類があります。

13　ギャラリーには、幅 1m 高さ 2.8m の可動展示パネルが 22 枚あります。

14　主催者都合による利用取消の場合、すでにお支払いいただいた利用料は原則払い戻しで

きません。ただし所定期間内に窓口で手続きされた場合には半額を返還します。詳しくは施

設にお問い合せください。

15　ホールには親子席 8席があります。 （1 階席・2 階席それぞれ 4席ずつ、定員には含みま

せん）。また、可動席による車椅子対応が可能です。

16　音楽ホールは可動席による車椅子対応が可能です（2 台程度）。

施設利用上のご注意施設コード　０１４０ 鶴見区民文化センター　サルビアホール
〒 230-0051・鶴見区鶴見中央１−３１−２　シークレイン内
TEL：５１１- ５７１１　FAX： ５１１- ５７１２
URL：http://salvia-hall.jp/

交　通 ・JR 京浜東北線・鶴見線「鶴見」、京急「京急鶴見」より徒歩 2分

休館日・毎月第３水曜日、年末年始及び施設点検日　　施設での利用申込受付時間  9：00 〜 21：00

部　屋 部屋コード
音調整
の有無

時間帯
時間帯
コード

利用目的
コード

（→ P84）

連続使用
可能日数

ホール
標準 548 席
（固定席255席、可動席19席、
　ロールバック席272席）
最大 652 席
（固定席359席に可変、
　他は同じ）
※うち車椅子席 2席

00
　9：00 〜 12：00
13：00 〜 17：00
18：00 〜 22：00

09
13
18

44〜59、61、
67〜70、83、
87、91

7 日

音楽ホール　100 席
（固定席90席、可動席10席）

01
　9：00 〜 12：00
13：00 〜 17：00
18：00 〜 22：00

09
13
18

44〜55、59、
61、69、70、
83、87、91

2 日

ギャラリー
（約 145 ㎡、壁面延長
約 74 ｍ、高さ約 3 ｍ）

02
時間帯の指定は

ありません
09 60〜 66、91 14 日

リハーサル室
（約 77 ㎡）

03

　9：15 〜 12：15
12：45 〜 14：45
15：00 〜 17：00
17：30 〜 19：30
19：45 〜 21：45

09
12
15
17
19

44〜59、61、
67、68、91

2 日

練習室 1
（6 人）
ピアノあり

04

　9：15 〜 12：15
12：45 〜 14：45
15：00 〜 17：00
17：30 〜 19：30
19：45 〜 21：45

09
12
15
17
19

44〜58、67、
68、91

2 日

練習室 2
（7 人）
ドラムセットあり

05

　9：15 〜 12：15
12：45 〜 14：45
15：00 〜 17：00
17：30 〜 19：30
19：45 〜 21：45

09
12
15
17
19

2 日

練習室 3
（4 人）
ドラムセットあり

06

　9：15 〜 12：15
12：45 〜 14：45
15：00 〜 17：00
17：30 〜 19：30
19：45 〜 21：45

09
12
15
17
19

2 日

JR 鶴見駅東口の複合ビル「シークレイン」内にあります。様々な文化芸術活動に利用できるホー

ル、楽器本来の響きを楽しむ演奏に適した音楽ホール、可動式パネルを備えたギャラリー、リハー

サル室、練習室など、多様な文化芸術活動・鑑賞の場としてご利用いただけます。
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施設コード　０７７０ 戸塚区民文化センター　さくらプラザ
〒 244-0003・戸塚区戸塚町 16 番地 17・・戸塚区総合庁舎 4F
TEL：８６６- ２５０１　FAX： ８６６- ２５０２
URL：https://totsuka.hall-info.jp

交　通 ・・JR・市営地下鉄「戸塚」より徒歩 2分

休館日・毎月第 2火曜日、年末年始および施設点検日　　　施設での利用申込受付時間  9：00 ～ 21：00・

部　屋 部屋コード
音調整

の有無
時間帯

時間帯

コード

利用目的

コード

（→ P84）

連続使用

可能日数

ホール

　1 Ｆ固定席 359 席、

　2 階固定席 92 席、

　1 階親子室（6 席）、

　1 Ｆ車椅子スペースあり

01

　9：00 ～ 12：00

13：00 ～ 17：00

18：00 ～ 22：00

09

13

18

44〜 59、61、

75、77、78、87
7・日

ギャラリーＡ・B （全面） 09
時間帯の指定は

ありません
09

59〜 66

14 日

ギャラリーＡ（半面）

（約 110・㎡、

　高さ約 3.6 ｍ、

　壁面延長約 46.6 ｍ）

02
時間帯の指定は

ありません
09 14 日

ギャラリーＢ（半面）

（約 130 ㎡、

　高さ約 3.6 ｍ、

　壁面延長約 45.2 ｍ）

03
時間帯の指定は

ありません
09 14 日

リハーサル室

（111 ㎡）

セミコンサートピアノ ・

鏡・レッスンバー有

04

　9：15 ～ 12：15

12：45 ～ 14：45

15：00 ～ 17：00

17：30 ～ 19：30

19：45 ～ 21：45

09

12

15

17

19

44〜 59、61、

67、68、75、

77、78

7・日

練習室 1 （20 人）

アップライトピアノあり
05

44〜 59、61、

68、75、77、78
2・日

練習室 2 （10 人）

ドラムセット・各種アンプ・

電子ピアノあり

06

練習室 3 （10 人） 07

練習室 4 （創作室）

（24 人）

電子ピアノあり

08
44〜 66、

68、75、77、78
2・日

戸塚駅直結でクラッシック音楽に適した豊かな響きのコンサートホールを基本として、演劇、舞踊

などの舞台芸術の発表 ・練習が可能なホールを中心に、発表会にも適したリハーサル室、練習

室、天井の高い 200 ㎡超のギャラリーなど文化芸術活動に幅広くご利用頂ける文化施設です。

《共通》

・ ・お申込み内容によっては利用をご遠慮いただく場合があります。詳しくは施設にご確認く

ださい。

・ 内容や各部門の責任者をあらかじめ決めてからお申し込みください。

・ 利用時間には準備から片付けまでを含めます。

・ 各部屋の定員をお守りください。 　

・ 施設点検等により、抽選参加できない日があります。

・ 文化芸術活動以外の目的での抽選申込はできません。

・ ・舞台・照明・・音響機器などの附帯設備利用料・楽屋使用料は別途、利用当日に現金での

お支払いとなります。

・ ・和太鼓等、 大音量を発生する催し物のご利用は状況によりご遠慮いただく場合がありま

す。詳しくは直接施設へお問い合わせください。

・ ・ホール・リハーサル室にはグランドピアノ、練習室１にはアップライトピアノ、練習室２にはド

ラムセット・電子ピアノ・アンプ類、練習室 4には電子ピアノがあります。

・ ・支払い後に利用を取り消す場合、ホール・ギャラリーは利用日の 30 日前まで、リハーサル

室・練習室は利用日の 7日前までであれば利用料の半額が返金されますが、その後は返

金できません （横浜市区民文化センター条例施行規則第 13 条）。お支払い前に入念にご

準備・ご検討をお願い致します。

・ ・ギャラリー・リハーサル室・練習室利用者は搬出入トラックの駐車・搬出入用エレベーター

の使用はできません。一般の駐車場 / エレベーターをご利用ください。駐車場の割引はあ

りません。

・ ・物品販売 ・ 寄付行為等は事前の申請が必要です。物品販売は出演者に関連するものが

対象となります。

・ ・営利目的の使用（企業の営業活動、商品の販売、宣伝活動、生徒募集、その他これらに類

する行為）はできません。

・ ご利用施設以外の附帯設備は、ご利用できません。

・ ・完全防音ではありませんので、 利用状況によっては隣室の音が聞こえる可能性もござい

ます。

・ 録音・撮影については施設へお問い合わせください。

・ バレエ・ダンス全般の利用につきましては、施設へお問い合わせください。

・ ・ホール ・ ギャラリーをシステムで予約できるのは利用希望日の 28 日前までです。それ以

降は直接施設にお問い合わせください。但し、利用内容に制限があります。

《ホール》

・ ・ホールにて公演などの本番で施設を利用される場合は、 ２区分以上の時間枠をお申し込

みください。

・ 本番を想定した演出でホールを練習利用される場合は、事前にご相談ください。

・ ・ホール利用申請時にリハーサル室、 練習室の同日同時間帯を申し込むことができます。

（空いている場合のみ）

・ ・リハーサル料金は、当館ホールにて本番を開催される場合に適用されます。但し、同じ利

用者登録番号での申請に限ります。

・ ホールには有料の楽屋が、4 部屋あります。

・ ・ホール利用時、 状況により搬出入のトラックを駐車できないことがあります。詳しくは施設

にご確認ください。

・ 公演、発表会など演出内容によっては、技術要員が必要になります。

《ギャラリー》

・ ギャラリーは展示利用のみ受け付けます。

施設利用上のご注意
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施設コード　０６５０ 緑区民文化センター　みどりアートパーク
〒 226-0027・緑区長津田二丁目 1番 3号
TEL：９８６- ２４４１・　FAX： ９８６- ２４４５・・
URL：http://midori-artpark.jp/

交　通 ・・JR 横浜線・東急田園都市線・こどもの国線「長津田」より徒歩 4分

休館日・年末年始および施設点検日　　　施設での利用申込受付時間  9：00 ～ 21：00

部　屋 部屋コード
音調整

の有無
時間帯

時間帯

コード

利用目的

コード

（→ P84）

連続使用

可能日数

ホール　342 席

（固定席 334・席、

　車椅子席 2・席

　親子席 6・席）

00

　9：00 ～ 12：00

13：00 ～ 17：00

18：00 ～ 22：00

09

13

18

44〜 59、61、

67〜70、75、

83、84、87、91

7・日

ギャラリー

（約134・㎡、高さ約3ｍ、

　壁面延長約 79 ｍ、）

01
時間帯の指定は

ありません
09 60〜 66、79 14・日

リハーサル室

（約 124・㎡）

ピアノあり

04

　9：15 ～ 12：15

12：45 ～ 14：45

15：00 ～ 17：00

17：30 ～ 19：30

19：45 ～ 21：45

09

12

15

17

19

44〜 59、61、

65、67〜 70、

73、75、77、

78、82〜 84、

87、89、91

7・日

練習室 1 （4・人）

ドラムセットあり
05

　9：15 ～ 12：15

12：45 ～ 14：45

15：00 ～ 17：00

17：30 ～ 19：30

19：45 ～ 21：45

09

12

15

17

19

44〜 61、68、

75、87、89、91

2・日

練習室 2 （6・人）

ドラムセットあり
06

練習室 3 （7・人）

ピアノあり
07

44〜 61、67、

68、75、87、

89、91

会議室Ａ

（15・人）
02 ○

9：15 ～ 12：15

12：45 ～ 14：45

15：00 ～ 17：00

17：30 ～ 19：30

19：45 ～ 21：45

09

12

15

17

19

59〜 66、

68〜 70、72、

73、78、

82〜 84、89、

91

2・日
会議室Ｂ

（15・人）
03 ○

長津田駅北口徒歩４分に位置する緑区民文化センター 「みどりアートパーク」 です。みどりアート

パークには本格的な劇場機能を有した多目的に利用できるホール （客席３４２席）、 ギャラリー、 リ

ハーサル室、音楽用の練習室３室、会議室２室があり、横浜市で 10 番目の区民文化センターです。

１　お申込内容によっては利用をご遠慮いただく場合があります。詳しくは施設にご確認くださ

い。

２　内容や責任者をあらかじめ決めてからお申し込みください。

３　利用時間には準備から片付けまでを含みます。

４　各部屋の定員をお守りください。

５　施設点検等により、抽選参加できない日があります。

６　舞台・照明・音響機器などの附帯設備利用料は別途、利用当日に現金でのお支払いとなり

ます。

７　ホール・ギャラリーの申込当選者は利用申請時にリハーサル室・練習室・会議室の同日同

時間帯を優先予約することができます。また、ホールのご利用の方は、楽屋をお使いいただ

けます（有料）。

８　ホール・ギャラリーをシステムで予約できるのは利用希望日の 28 日前までです。それ以降

は直接施設にお問い合わせください。

９　和太鼓等、 大音量を発生する催し物のご利用は状況によりご遠慮いただく場合がありま

す。詳しくは直接施設へお問い合わせください。

10　ホール・リハーサル室にはグランドピアノ、練習室１・２にはドラムセット、アンプ類、練習室３

にアップライトピアノがあります。

11　練習室１・２は吸音タイプのお部屋（音は響きません）、練習室３は反響タイプのお部屋（音

は響きます）です。

12　ギャラリーを展示以外でご利用希望の方は直接施設へお問い合わせください。

13　ギャラリーには可動壁が大（Ｈ２８２０×Ｗ１４９５）１７枚、小（Ｈ２８２０×Ｗ１０９５）１枚設置

されています。

14　会議室は、簡易な間仕切りのため互いの音が聞こえる場合があります。

15　施設利用料納入後に利用を取り消される場合、ホール・ギャラリーは 30 日前、会議室・練

習室・リハーサル室は７日前までは納入額の半額が返還されます。

16　文化芸術活動以外の目的でのご利用は、 ご予約受付開始時期が異なります。詳しくは直

接施設へお問い合わせください。

施設利用上のご注意

音調整コード （下の表の該当するコードを入力してください。）

音調整

コード

音　調　整

自分が大きな音を 隣の大きな音を 説　明

1 出す 気にする
自分は大きな音を出すが、

隣で大きな音を出されては困る。

2 出す 気にしない
自分は大きな音を出すが、

隣で大きな音を出してもかまわない。

3 出さない 気にする
自分は大きな音を出さないが、

隣で大きな音を出されては困る。

4 出さない 気にしない
自分は大きな音を出さないが、

隣で大きな音を出してもかまわない。
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１　お申込内容によっては利用をご遠慮いただく場合があります。詳しくは施設にご確認くださ

い。

２　内容を決めてからお申し込みください。

３　利用時間帯には準備や片付け時間が含まれます。

４　各部屋の定員をお守りください。

５　一般に公開される催し物は、ホール、ギャラリーをご利用ください。

６　施設点検等による休館日が不定期に数日ありますので、事前に施設にご確認ください。

７　リハーサル室、レクチャールームでもコーラス ・楽器の練習が可能です。ただし、音量や楽

器の種類には制限がありますので、施設にご確認ください。金管楽器、打楽器等の音の大き

いものについては、お断りする場合があります。

８　ギャラリーには幅 1.2m、高さ 1.8m の可動パネル（両面）が 8枚あります（料金込）。

９　ホール、スタジオＡにはグランドピアノ、スタジオＤ、レクチャールームにはアップライトピアノ

があります（料金別）。

10　スタジオＡ・Ｂ・Ｃにはドラムセット、パワードミキサー、ギターアンプ、ベースアンプがありま

す（料金別）。

11　各スタジオ間で音がもれる場合があります。あらかじめご了解ください。

12　楽屋・レクチャールームでは、飲食が可能です。

13　施設利用料納入後に利用を取り消される場合、 ホール、 ギャラリーは利用日の 28・日前、

その他は 7・日前までに手続きが完了すれば、納入済利用料の半額を返還いたしますが、そ

の後は全額が返還できません。

14　ホールはリハーサル室とロビー、 トイレが共用です。リハーサル室の音がロビーに漏れる

場合があります。リハーサル室からの音漏れが気になる場合は、ホールと併せてリハーサル

室をご予約されることをお勧めします。

15　ホールの申込当選者は利用申請時に他の室場の同日同時間帯を優先予約することがで

きます。

16　舞台・照明・音響機器などの付帯設備利用料は別途、利用当日に現金でのお支払いとな

ります。

17　和太鼓等、大音量 ・振動を発生する楽器のご利用は状況により承れない場合がございま

す。詳しくは、施設にご確認ください。

18　ホール ・ギャラリーをご利用の際は、同日同時間帯のリハーサル室、レクチャールーム、ス

タジオを優先的にお申込みいただけます （抽選期間前に限ります。詳しくはお問合せくださ

い）。

19　ホール・ギャラリーをシステムで予約できるのは利用希望日の 28日前までです。それ以降

は直接施設にお問合せください。

施設利用上のご注意施設コード　０４１０ 岩間市民プラザ
〒 240-0004・保土ケ谷区岩間町 1－ 7－ 15
TEL：３３７－００１１　FAX： ３３７－２５００
URL：http://iwamaplaza.jp

交　通 ・相鉄「天王町」より徒歩２分

休館日・年末年始および施設点検日　　　施設での利用申込受付時間  9：00 ～ 21：00

部　屋 部屋コード
音調整

の有無
時間帯

時間帯

コード

利用目的

コード

（→ P84）

連続使用

可能日数

ホール　181 席

（固定席 164・席、

　可動席 13 席、

　親子室 4・席）

※・可動席による車椅子

対応可能（2 台分）

00

　9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 17:00

18:00 ～ 22:00

09

13

18

44〜 59、61、

65、67、68、

69、70、75、

83、84、87、91

7 日

ギャラリー

（壁面延長 27m、85 ㎡

　／控室含む）

01
時間帯の指定は

ありません
09

60、62〜66、

79
14 日

リハーサル室（20 人）

フローリング床、側面鏡

貼り、レッスンバーあり

03

　9:15 ～ 12:15

12:45 ～ 14:45

15:00 ～ 17:00

17:30 ～ 19:30

19:45 ～ 21:45

09

12

15

17

19

44〜 58、67、

68
2 日

スタジオＡ（20 人）

ドラムセット、ピアノあり
04

44〜 48、

54、75

2 日

スタジオＢ（6 人）

ドラムセットあり
05 2 日

スタジオＣ（12 人）

ドラムセットあり
06 2 日

スタジオＤ（3 人）

ピアノあり
07 2 日

レクチャールーム

ピアノあり　　

（38 人）

02

44〜 56、
59〜 66、
69、70、72、
73、75、
82〜84、
89、91

2 日

相鉄線・天王町駅近くに位置した便利な会場です。手ごろな大きさのギャラリーは写真展や

美術展に、ホールはコンサートや映画鑑賞などに、また、床をフラットにしてのオーケストラ

練習やダンス練習などに幅広くご利用いただけます。リハーサル室、レクチャールーム、ス

タジオは、音楽・演劇・舞踊などの練習にご利用ください。
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１　お申込内容によっては利用をご遠慮いただく場合があります。詳しくは施設にご確認くださ

い。

２　内容や責任者を決めてからお申し込みください。

３　利用時間帯には準備や片付け時間が含まれます。

４　各部屋の定員をお守りください（※スタジオ A をダンス・体操等でご利用の場合は、25 名以

内での利用をお勧めします）。

５　一般に公開される催し物は、ホール、ギャラリーをご利用ください。

６　ギャラリーは展示利用のみ受け付けします（その他の目的での利用を希望される場合は、

施設にお問い合わせください）。

７　ギャラリーには幅約 1.2m、高さ約 2.6m の可動式パネル（両面）が 14 枚、幅約 1.6m、高さ約

2.6m の可動式パネル（両面）が 2枚あります（料金込）。

８　ホール、スタジオＡにはグランドピアノがあります（料金別）。

９　スタジオＡ・Ｂ・Ｃにはドラムセット、パワードミキサー、ギターアンプ、ベースアンプがあります

（料金別。Ｂ・Ｃは常設）。

10　楽屋・会議室では飲食が可能です。

11　施設点検等による休館が月に 1〜 2回程度ありますので、施設にご確認ください。

12　施設利用料納入後に利用を取り消される場合、ホール ・ギャラリーは利用日の 28 日前ま

で、会議室、スタジオは 7日前までに手続きが完了すれば、納入済利用料の半額が返還され

ますが、その後は全額が返還されません。

13　大雨時、 地下ポンプ場の稼動音が聞こえることがありますので、 あらかじめご了承くださ

い。

14　会議室をコーラス、楽器練習でご利用の場合、音量に制限がありますので、施設にご確認

ください（アンプを用いた楽器演奏、ドラム、和太鼓はスタジオをご利用ください）。

15　ホール ・ギャラリーをご利用の際は、同日同時間帯の会議室、スタジオを優先的にお申し

込みいただけます（抽選期間前に限ります。詳しくはお問い合わせください）。

16　ホール、ギャラリーをシステムで予約できるのは利用希望日の 28日前までです。それ以降

は直接施設にお問い合わせください。

17　舞台・照明・音響機器などの附帯設備利用料、楽屋利用料は別途、利用当日に現金での

お支払いとなります。

施設利用上のご注意施設コード　０３４０ 吉野町市民プラザ
〒 232-0014・南区吉野町 5－ 26
TEL：２４３－９２６１　FAX： ２４３－９２６３
URL：http://www.yoshinoplaza.jp

交　通 ・地下鉄「吉野町」より徒歩３分、京急「南太田」より徒歩 5分

休館日・年末年始および施設点検日　　　施設での利用申込受付時間  9：00 ～ 21：00

部　屋 部屋コード
音調整

の有無
時間帯

時間帯

コード

利用目的

コード

（→ P84）

連続使用

可能日数

ホール（200 席 /

うち車椅子席 4席）
00

　9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 17:00

18:00 ～ 22:00

09

13

18

44〜 59、61、

65、67〜70、

75、91

7 日

会議室（40 人） 02

44〜 56、

59〜 66、

69、70、72、

73、75、

82〜84、91

2 日

ギャラリー　140 ㎡、

壁面全長最大 71.8m、

高さ約 2.6m、控室有

（固定壁面 31.8m、

・・可動式パネル 40m）

01
時間帯の指定は

ありません
09 60、62〜 66 14 日

スタジオＡ（45 人）

ピアノあり・ドラム可
03

　9:15 ～ 12:15

12:45 ～ 14:45

15:00 ～ 17:00

17:30 ～ 19:30

19:45 ～ 21:45

09

12

15

17

19

44〜 58、67、

68、75
2 日

スタジオＢ（6 人）

ドラムセットあり
04

44〜 48、75

2 日

スタジオＣ（8 人）

ドラムセットあり
05 2 日

ホールは、音楽、ダンス、演劇、伝統芸能などの発表に、また床をフラットにしてオーケストラ

や吹奏楽、ダンスなど大人数の練習にも対応でき幅広くご利用いただけます。

ギャラリーは絵画、工芸、写真などの展示に適しており、可動式パネルにより自由に空間構

成ができるスペースです。

会議室は会議、講座など多目的に、スタジオ Aはダンスや和太鼓練習など、スタジオ B ・ C

は少人数のバンドやアンサンブル練習に最適です。
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１　お申込内容によっては利用をご遠慮いただく場合があります。詳しくは施設にご確認くださ

い。

２　内容や責任者を決めてからお申し込みください。

３　利用時間帯には準備や片付け時間が含まれます。

４　各部屋の定員をお守りください。

５　施設点検等による休館日が月に 1～ 2回程度ありますので、施設にご確認ください。

６　ホールご利用の方は第２集会室 ( 有料） が控室としてご利用になれます。申請時にお申し

込みください。

７　第 2集会室と第 3集会室は互いの音が聞こえるときがあります。

８　ギャラリーは展示利用のみ受け付けします。

９　ギャラリーには幅約 1.2m、高さ約 1.8m の可動パネル（両面）があります。

10　ホール、第 10 集会室にはグランドピアノ、第 5集会室にはアップライトピアノがあります。

11　第２、３、８、９集会室は音出しできません。

12　第７集会室は金管・打楽器は使用不可。

13　施設内の飲酒・喫煙はお断りします。

14　商品の販売会場としては利用できません。

施設利用上のご注意

音調整コード （下の表の該当するコードを入力してください。）

音調整

コード

音　調　整

自分が大きな音を 隣の大きな音を 説　明

1 出す 気にする
自分は大きな音を出すが、

隣で大きな音を出されては困る ｡

2 出す 気にしない
自分は大きな音を出すが、

隣で大きな音を出してもかまわない ｡

3 出さない 気にする
自分は大きな音を出さないが、

隣で大きな音を出されては困る ｡

4 出さない 気にしない
自分は大きな音を出さないが、

隣で大きな音を出してもかまわない ｡

施設コード　０５９０ 大倉山記念館
〒 222-0037・港北区大倉山 2－ 10 ー 1　大倉山公園内
TEL：５４４－１８８１　FAX： ５４４－１０８４
URL：http://o-kurayama.com

交　通 ・東急「大倉山」より徒歩７分

休館日・年末年始および施設点検日　　　施設での利用申込受付時間  9：00 ～ 21：00

部　屋 部屋コード
音調整

の有無
時間帯

時間帯

コード

利用目的

コード

（→ P84）

連続使用

可能日数

ホール　80 席

（可動席 80 席）
00

　9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 17:00

18:00 ～ 22:00

09

13

18

44〜55、58、

59、65、68〜

70、72、73、

75、82〜84、

91

7 日

ギャラリー

（壁面延長56.5ｍ、高さ2.1m）
01

時間帯の指定は

ありません
09

60、62〜66、

79、91
7 日

第１集会室（20 人） 02

　9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 17:00

18:00 ～ 22:00

09

13

18

44〜50、52、

55、59〜 66、

69、70、72、

73、75、82〜

84、89、91

6 日

第２集会室（12 人） 11 62〜66、69、

70、72、73、82

〜84、89、91

6 日
第３集会室（12 人） 03

第４集会室（36 人） 04
44〜50、52、

55、59〜 66、

69、70、72、

73、75、82〜

84、89、91

6 日

第５集会室（20 人）

ピアノあり
05 6 日

第６集会室（20 人） 06 6 日

第７集会室（10 人） 07 6 日

第８集会室（12 人） 08 62〜66、69、

70、72、73、82

〜84、89、91

6 日

第９集会室（12 人） 09 6 日

第 10 集会室（50 人）

ピアノあり
10

44〜 50、52、

54、55、59〜

66、69、70、

72、73、75、82

〜84、89、91

6 日

ギリシャ神殿風の西洋的外観と東洋的な木組み内装の建物で、横浜市有形文化財に指定

されています。小規模な音楽会、研修、趣味のサークル活動などに利用できます。

回廊式のギャラリーでは絵画、生花などの展示ができます。また、映画・テレビ・ＣＭなどの

撮影に数多く利用されています。
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１　お申込内容によっては利用をご遠慮いただく場合があります。詳しくは施設にご確認ください。

２　内容や責任者を決めてからお申し込みください。

３　利用時間帯には準備や片付け時間が含まれます。

４　各部屋の定員をお守りください。

５　施設点検等による休館日が月に 1～ 2回程度ありますので、施設にご確認ください。

６　ホール、音楽練習室にはグランドピアノ、多目的ルームにはアップライトピアノがあります。

７　和太鼓等、大音量の催し物のご利用は状況によりご遠慮いただく場合があります。詳しくは

直接施設にお問い合わせください。

８　施設内での飲酒・喫煙はお断りします。

施設利用上のご注意

音調整コード （下の表の該当するコードを入力してください。）

音調整

コード

音　調　整

自分が大きな音を 隣の大きな音を 説　明

1 出す 気にする
自分は大きな音を出すが、

隣で大きな音を出されては困る ｡

2 出す 気にしない
自分は大きな音を出すが、

隣で大きな音を出してもかまわない ｡

3 出さない 気にする
自分は大きな音を出さないが、

隣で大きな音を出されては困る ｡

4 出さない 気にしない
自分は大きな音を出さないが、

隣で大きな音を出してもかまわない ｡

施設コード　０５５０ 長浜ホール
〒 236-0011・金沢区長浜 114 － 4　長浜野口記念公園内
TEL：７８２－７３７１　FAX： ７８２－７３８９
URL：http://www.nagahama-hall.com

交　通 ・シーサイドライン「幸浦」または京浜急行「能見台」下車、徒歩 15 分

休館日・年末年始および施設点検日　　　施設での利用申込受付時間  9：00 ～ 21：00

部　屋 部屋コード
音調整

の有無
時間帯

時間帯

コード

利用目的

コード

（→ P84）

連続使用

可能日数

ホール　104 席
（可動席 104）
※・可動席による車椅子

対応可能

00
　9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 17:00

18:00 ～ 22:00

09

13

18

44〜 59、67、
69、75、87、91

7 日

会議室（20 人） 01 ○

64、65、69、
70、72、73、
79、82〜84、
89、91

2 日

多目的ルーム

（30 人）ピアノあり
02 ○

　9:15 ～ 12:15

12:45 ～ 14:45

15:00 ～ 17:00

17:30 ～ 19:30

19:45 ～ 21:45

09

13

15

18

20

44〜 66、68
〜70、72、
73、75、79、
84、89、91

2 日

音楽練習室（5 人）

ピアノあり
03 44〜 48、75 2 日

横浜検疫所のシンボルであった旧事務棟を外観復元した建物で、 小規模な音楽活動や文化活動

にご利用いただけます。周囲が静かですので、地域に迷惑をかける楽器の使用はご遠慮ください。

１　お申込内容によっては利用をご遠慮いただく場合があります。詳しくは施設にご確認くださ

い。

２　各部屋の定員・利用時間をお守り下さい。

３　利用時間帯には準備や片付け時間が含まれます。

４　施設内での飲酒・喫煙はお断りします。

５　祝日などによって休館日が変更される場合がありますのでご注意ください。

６　「その他の音楽会」 でお申込みの場合、 音量や楽器の種類には制限があります。あらかじ

め当館にお問合せください。

７　当館は横浜山手西洋館として無料公開の施設でもあります。そのため、 一般見学者もござ

いますのでご了承ください。

８　駐車場はありませんので、公共の交通機関をご利用ください。

９　ホールを含め館は指定文化財です。現状を損ねる行為、 設営や持込はできかねます。あら

かじめお問合せください。

10　文化財保護のため原則的にピアノの移動はできません。

11　企業の営業活動、商品の販売、宣伝活動及び募金、その他これらに類する行為はできま

せん。

12　防災上各部屋のドアロックは厳禁です。

施設利用上のご注意

施設コード　０２９０ イギリス館
〒 231-0862・中区山手町 115 － 3　港の見える丘公園内
TEL：６２３－７８１２　 FAX：６２３－７８１２ （開館時のみ受付）
URL：http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/yamate-seiyoukan/

交　通 ・みなとみらい線「元町・中華街」元町口 6番出口より 7 分
　　　　　JR 「桜木町」より市バス 20 系統・神奈中バス 11 系統「港の見える丘公園」下車、JR 「山手」

より 20 系統「港の見える丘」下車

　　　　　JR 「石川町」元町口より徒歩 20 分

休館日・毎月第 4水曜日、年末年始　　　施設での利用申込受付時間・9：00 ～ 19：00

部　屋 部屋コード
音調整

の有無
時間帯

時間帯

コード

利用目的

コード

（→ P84）

連続使用

可能日数

ホール（60 人）

（全て可動席）
※・可動席による車椅子

対応可能

00
　9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 17:00

18:00 ～ 22:00

09

13

18

44〜 48、

75
1 日

集会室（14 人） 01
65、69、70、

72、73
1 日

旧英国総領事公邸。平成２年に横浜市指定文化財に指定された建物です。歴史ある山手

西洋館の１つで、港の見える丘公園内にあり、ホールは小規模な音楽会、集会室は文化活

動にご利用いただけます。

※ご利用に際しては施設で配布している「利用案内」を必ずお読み下さい。
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施設コード　０７８０ 男女共同参画センター横浜 （フォーラム）
〒 244-0816・戸塚区上倉田町 435 － 1
TEL：８６２－５０２４　FAX： ８６５－４６７１
URL：https://www.women.city.yokohama.jp/y/

交　通 ・ＪＲ・地下鉄「戸塚」より徒歩 5分

休館日・毎月第４木曜日、年末年始　　施設での利用申込受付時間  10：00 ～ 20：00、
・ 日曜・祝日は 10：00 ～ 16：00

部　屋 部屋コード
音調整

の有無
時間帯

時間帯

コード

利用目的

コード

（→ P84）

連続使用

可能日数

ホール　380 席

（固定席 234 席、

　可動席 146 席）

※親子席 10 名利用可能

※・可動席による車椅子

対応可能

00

　9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 17:00

18:00 ～ 21:00

※日曜日・祝日は、

18:00 ～ 21:00

の時間帯はあり

ません。

09

13

18

44〜 61、

65〜70、

72、73、75、

77〜79、

82〜84、91

3 日

セミナールーム 1（18 人） 01 59、60、

62〜66、69、

70、72、73、

79、82〜84、

89、91

1 日

セミナールーム 2（35 人） 02 1 日

セミナールーム 3（35 人） 03 1 日

会議室 1 （16 人） 04 59、60、62〜

66、69、70、

72、73、82〜

84、89、91

1 日

会議室 2 （16 人） 05 1 日

会議室 3 （28 人） 06 1 日

和室 1 （20 人） 07 ○ 47、54、56、62

〜 66、68〜

70、72、73、

77、78、84、89

1 日

和室 2 （20 人） 08 ○ 1日

音楽室（40 人） 09

44〜48、59、

60、68、70、

72、75、77、

78、89

1 日

多目的スタジオ

（15 人）
10

44〜48、59、

60、68、70、

72、75、77、

78、87、89

3 日

フィットネスルーム 11
56、57、58、

68、77、78
1 日

ＪＲ・地下鉄の戸塚駅から徒歩 5分の大変便利な立地です。ホール（定員 380 名）では、ピアノ発表

会や講演会等のほか、 可動席を収納してフラットな状態でご利用いただけます。セミナールームは

3 部屋をつなげれば 88 名での研修会場として利用が可能です。茶道具 （無料） を備えた和室や、

コーラスや音楽練習に適した多目的スタジオ・音楽室もあり、様々な活動にご利用いただけます。

１　お申込内容によっては利用をご遠慮いただく場合があります。詳しくは施設にご確認くださ

い。

２　各部屋の定員をお守りください。

３　利用時間には準備や片付け時間が含まれます。

４　複数の部屋を併用する場合はお問い合わせください。

５　施設の構造上、楽器類の使用またはそれに準ずる音量を発する場合は、ホール、音楽室、

多目的スタジオをご利用ください。ただし音量制限がありますのでお問い合わせください。

６　施設内・敷地内ともに、禁酒・禁煙です。

７　次の場合は、施設および附帯設備利用料が通常の 3倍になります。

・営利を目的とする法人（有限・株式会社等）が、社内会議・研修等で利用する場合

・入場料、受講料、会費等の徴収額が 1人 1回 2,001 円以上の場合。

８　企業等の営業活動、商品の販売、宣伝などの会場としては利用できません。

９　ホールを平日（土・日・祝日を除く） 5 コマ以上連続利用の場合は、施設利用料が 30％割

引となります。

施設利用上のご注意

音調整コード （下の表の該当するコードを入力してください。）

音調整

コード

音　調　整

自分が大きな音を 隣の大きな音を 説　明

1 出す 気にする
自分は大きな音を出すが、

隣で大きな音を出されては困る ｡

2 出す 気にしない
自分は大きな音を出すが、

隣で大きな音を出してもかまわない ｡

3 出さない 気にする
自分は大きな音を出さないが、

隣で大きな音を出されては困る ｡

4 出さない 気にしない
自分は大きな音を出さないが、

隣で大きな音を出してもかまわない ｡

※セミナールーム１・２・３は、3 つの部屋の仕切りをはずしてつなげることもできます。 （最大 88 名）

※全ての部屋で、有線 LAN接続によりインターネットをご利用いただけます。 （無料）

※・令和２年度より、 一部施設の市民利用施設予約システムでの利用を拡大します。詳しくは HP等で

お知らせいたします。
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施設コード　０３５０ 男女共同参画センター横浜南（フォーラム南太田）
〒 232-0006・南区南太田 1ー 7 ー 20
TEL：７１４－７３７１　FAX： ７１４－５９１２
URL：https://www.women.city.yokohama.jp/m/

交　通 ・京急「南太田」より徒歩 3分、地下鉄「吉野町」より徒歩 7分

休館日・毎月第 3月曜日、年末年始　　　施設での利用申込受付時間・10：00 ～ 20：00

部　屋 部屋コード
音調整
の有無

時間帯
時間帯
コード

利用目的
コード

（→ P84）

連続使用
可能日数

大研修室　150 人
（机利用の場合100席）
※・可動席による車いす
対応可能

00

　9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 17:00

18:00 ～ 21:00

09

13

18

44、47、56〜
59、67〜70、
72、73、75、77
〜79、82〜84

3 日

第一研修室（48 人） 01 60、62、65、69、
70、72、73、
82〜84

1 日

第二研修室（48 人） 02 1 日

第三研修室（42 人）
＊水道設備あり

03
60、62、65、70、
72、73、82〜84

1 日

大会議室（60 人） 04
60、62、65、
69、70、72、
73、82〜84

1 日

第一会議室（24 人） 05 60、62、65、70、
72、73、82〜84

1 日

第二会議室（20 人） 06 1 日

和室（20 人） 07
56、66、70、
72、73、78

1 日

音楽室（50 人） 08 44、47、75 1 日

生活工房（50 人）貸切利用※ 1 09 70、72、73 1 日

トレーニング室（50 人）
貸切利用※ 2

10
56〜 58、67、
68、77、78

1 日

※ 1　生活工房は水曜日の 9時〜 17 時は個人利用となります。

※ 2　トレーニング室は、第 2・4 月曜日の 13 時～ 17 時は個人利用となります。

京急線・南太田駅近くに位置した便利な会場です。大研修室（定員：机利用の場合 100 人、

椅子席のみの場合 180 人）はマイク、プロジェクターなど附帯設備も充実。会議室 ・研修室

は大小合わせて6部屋、その他にも10畳の和室や、調理台4台を完備している生活工房、

合唱練習に最適な音楽室、フローリングの明るいトレーニング室など、市民活動の場として

幅広くご利用いただけます。社内会議や研修会場としてのご利用もお待ちしております。

１　お申込内容によっては利用をご遠慮いただく場合があります。詳しくは施設にご確認ください。
２　各部屋の定員をお守りください。
３　利用時間には準備や片付け時間が含まれます。
４　複数の部屋を併用する場合はお問い合わせください。
５　施設の構造上、楽器類の使用またはそれに準ずる音量を発する場合は、音楽室または大
研修室をご利用ください。ただし音量制限がありますので、お問い合わせください。

６　施設内・敷地内ともに、禁酒・禁煙です。
７　次の場合は、施設および附帯設備利用料が通常の 3倍になります。
・営利を目的とする法人（有限・株式会社等）が、社内会議・研修等で利用する場合
・入場料、受講料、会費等の徴収額が 1人 1回 2,001 円以上の場合。

８　企業等の営業活動、商品の販売、宣伝などの会場としては利用できません。
９　大研修室を平日（土・日・祝日を除く） 5 コマ以上連続利用の場合は、施設利用料が 30％割引となります。

施設利用上のご注意

１　お申込内容によっては利用をご遠慮いただく場合があります。詳しくは施設にご確認ください。
２　各部屋の定員をお守りください。
３　利用時間には準備や片付け時間が含まれます。
４　複数の部屋を併用する場合はお問い合わせください。
５　施設の構造上、 楽器類の使用またはそれに準ずる音量を発する場合は、 レクチャールー
ム、音楽室をご利用ください。ただし音量制限がありますので、お問い合わせください。

６　施設内・敷地内ともに、禁酒・禁煙です。
７　次の場合は、施設および附帯設備利用料が通常の 3倍になります。
・営利を目的とする法人（有限・株式会社等）が、社内会議・研修等で利用する場合
・入場料、受講料、会費等の徴収額が 1人 1回 2,001 円以上の場合。

８　企業等の営業活動、商品の販売、宣伝などの会場としては利用できません。
９　レクチャールームを平日（土・日・祝日を除く） 5 コマ以上連続利用の場合は、施設利用料
が 30％割引となります。

施設利用上のご注意

施設コード　０６９０ 男女共同参画センター横浜北 （アートフォーラムあざみ野）
〒 225-0012・青葉区あざみ野南 1ー 17 ー 3
TEL：９１０－５７２２　FAX： ９１０－５７５５
URL：https://www.women.city.yokohama.jp/a/

交　通 ・東急田園都市線、市営地下鉄「あざみ野」より徒歩 5分

休館日・毎月第４月曜日、年末年始　　　施設での利用申込受付時間・10：00 ～ 20：00、
・ 日曜・祝日は 10：00 ～ 16：00

部　屋 部屋コード
音調整

の有無
時間帯

時間帯

コード

利用目的
コード

（→ P84）

連続使用

可能日数

レクチャールーム（194席）
（電動階段席 140 席、
　可動席 54 席）
※親子席 10 名利用可能
※・可動席による車椅子対応可能

01

　9:00 ～ 12:00
13:00 ～ 17:00
18:00 ～ 21:00

※日曜日・祝日は、
18:00 ～ 21:00
の時間帯はあり

ません。

09
13
18

44〜 61、65
〜 70、72、73、
75、77〜 79、
82〜 84、91

3 日

セミナールーム 1
（30 人）

02

59、60、62〜
66、69、70、
72、73、82〜
84、89、91

1 日

セミナールーム 2
（30 人）

03 1 日

セミナールーム 3
（30 人）

04 1 日

会議室 1 （18 人） 05 1 日

会議室 2 （18 人） 06 1 日

会議室 3 （18 人） 07 1 日

音楽室（40 人） 08
44〜 48、75、
77、78、89

1 日

健康スタジオ 09
56、57、58、
68、77、78

1 日

※セミナールームは、部屋の仕切りをはずして定員 60 名または 90 名として利用可能です。
※令和2年度より一部施設の予約システムでの利用を拡大します。詳しくはHP等でお知らせいたします。

東急田園都市線、市営地下鉄あざみ野駅から徒歩 5分の大変便利な会場です。

レクチャールームは、ピアノの発表会や講演会等のほか、可動席 ・電動席を収納して、フ

ラットな状態でご利用いただくこともできます。セミナールーム、会議室、音楽室など、市民活

動の場として幅広くご利用ください。
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施設コード　０３００ 技能文化会館
〒 231-8575・中区万代町 2－ 4－ 7
TEL：６８１－６５５１　FAX： ６６４－９４００
URL：http://gibun.jp/

交　通 ・ＪＲ「関内」南口より徒歩 5分・地下鉄「伊勢佐木長者町」出口 2 より徒歩 3分

休館日・年末年始および毎月第 2水曜日　　　施設での利用申込受付時間・9：00 ～ 19：00

部　屋 部屋コード
音調整
の有無

時間帯
時間帯
コード

利用目的
コード

（→ P84）

連続使用
可能日数

多目的ホール1・2（全面）
（固定席なし、可動席
　最大 370 人）

00

　9:00 ～ 12:00
13:00 ～ 17:00
18:00 ～ 22:00

09
13
18

44〜49、
54〜 63、
65〜70、72、
73、77〜79、
82〜84、91

3 日

多目的ホール 1（半面）
（固定席なし、可動席
　最大 200 人）

14 ○ 3日

多目的ホール 2（半面）
（固定席なし、可動席
　最大 170 人）

15 ○ 3日

視聴覚研修室 801
（36 人）

01
54、55、59〜
63、65、66、68
〜70、72、
73、79、82〜
84、89、91

1 日

大研修室 802 （96 人） 02 1 日

会議室 701 （18 人） 03 60〜63、65、
66、68、70、
72、73、79、82
〜84、89、91

1 日

会議室 702 （18 人） 04 1 日

会議室 703 （18 人） 05 1 日

ＯＡ研修室 603（36 人） 06

54、55、60〜
63、65、66、68
〜70、72、73、
82〜84、89、91

1 日

特別会議室（25 人） 07

60〜 63、
65、66、68〜
70、72、73、82
〜84、89、91

1 日

和室 1・2（12畳＋ 18畳）・ 08 54〜56、58、
60〜63、65、
66、68〜70、
72、73、77〜
79、82〜84、
89、91

1 日

和室 1 （半面） 16 ○ 1日

和室 2 （半面） 17 ○ 1日

料理研修室601（24人） 09

60〜 63、
65、66、68〜
70、72、73、82
〜84、89、91

1 日

部　屋 部屋コード
音調整

の有無
時間帯

時間帯

コード

利用目的

コード

（→ P84）

連続使用

可能日数

工芸研修室602（36人） 10

　9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 17:00

18:00 ～ 22:00

09

13

18

60〜 63、
65、66、68〜
70、72、73、82
〜84、89、91

1 日

工房（20 人） 11

57、58、60〜

63、65〜70、

72、73、77、

78、82〜84、

89、91

1 日

トレーニングルーム

（30 人）
12

56〜58、60

〜 63、65〜

68、77、78、

84、89、91

1 日

音楽室（オーディオルーム）

（20 人）
13

44〜 49、57、

60〜 63、65、

66、68〜70、

72、73、83、84、

87、89、91

1 日

JR 関内駅徒歩５分・市営地下鉄伊勢佐木長者町駅徒歩３分の好立地。

会議室・研修室・和室・オーディオルーム・工房などさまざまな貸室と最大 370 名収容の多

目的ホールをご利用いただけます。

さまざまな団体やサークルに幅広く対応できる施設です。

１　毎月第２水曜日・年末年始（12/29 ～翌 1/3）は休館日です。

２　必ず定員内でのご利用をお願いします。椅子の貸出はできません。

３　室内の机 ･ 椅子を移動した場合は、必ず元に戻してください。

４　給湯室のポットや備え付けの茶器は、必ず洗ってお戻しください。

５　ゴミは全てお持ち帰りください。ただし、料理研修室で発生する生ゴミに関しては、受付まで

あらかじめご相談ください。

６　当会館の秩序を乱し、その他公益を害するおそれがある場合、管理上支障があると認めた

場合、横浜市の条例･規則等の規定に違反した場合は、ご利用をお断りすることがあります。

７　ペットを連れてのご入館はご遠慮ください。なお、補助犬はご入館いただけます。

８　ホール ・和室について、音楽等で他のお客様の迷惑となる可能性がある場合は必ず全面

にてご予約をお取りください（片面のみの場合、ご利用をお断りする場合があります）。

９　ホールご利用の際は、ご利用の１か月半前までにレイアウトの提出が必要です。

10　多目的ホールの定員は、机や椅子の使用数によって異なります（表示の定員は椅子のみ

配置の場合の最大定員数になります）。

11　会議室・研修室は、楽器演奏にはご利用いただけません。音楽室（オーディオルーム）をご利

用ください。

12　利用時間には、準備及び片付け等に要する時間が含まれております。利用時間外のご利

用はできません。時間内に終わるようにご準備ください。

13　①主として販売を目的とする・②不特定多数を対象に入場料金を徴収する③その他営利

を目的として施設をご利用する（展示会やテレビ撮影含む）等

①～③の何れかに該当する場合はご利用金額及び附帯設備使用料金ともにご利用料金の

倍額となります（詳しくはお問い合わせください）。

14　一度お支払いされた料金は付帯設備使用料金も含め返金できません。

施設利用上のご注意 ※ご利用に際しては、施設で配布している「利用ガイド」を必ずお読み下さい。
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インターネット・電話での予約申込時に下記の利用目的コードを入力してください。

利用目的コード （全施設共通）

コード 利用目的

44 クラシック音楽

45 ポピュラー音楽

46 民族音楽

47 邦楽・民謡

48 その他音楽

49 演劇

50 ミュージカル

51 人形劇

52 その他演劇

53 歌舞伎・能・狂言・浄瑠璃

54 落語・講談

55 その他芸能

56 日本舞踊

57 ダンス、バレエ、民族舞踊

58 その他舞踊

59 映画・ビデオ

60 写真

61 その他映像

62 美術

63 工芸

コード 利用目的

64 その他美術・工芸

65 文芸

66 茶華書道

67 社交ダンス

68 健康・フィットネス

69 講演

70 研修

72 学習

73 会議 / ミーティング

75 音楽等練習

77 ダンス・体操等練習（音楽あり）

78 ダンス・体操等練習（音楽なし）

79 展示

82 面接

83 説明会

84 講座

87 録音

89 控え室

91 その他催物

◆　施設の利用にあたっては、事前にご利用施設で利用申請手続きをしてください。

利用申請手続きは、受付窓口が開いている日時をご確認のうえお越しください。

◆　「抽選に当選」又は「空き施設の申込み」をされても、所定の期間内に利用申請手続きをさ

れない場合は、当選や空き施設の申込みが取り消されますのでご注意ください。

◆　「抽選に当選」又は「空き施設の申込み」をされても、ご利用の内容によっては、利用手続

きの際に利用を許可できない場合がありますのでご了承ください。

詳細については、ご利用になりたい施設にお問い合せください。

施設のご利用について

困ったときは ・ ・ ・９

参照ページ

参照ページ

参照ページ

電話の途中で

切れてしまう

ダイヤル回線をお使いですか。

回線接続後トーン信号に切り替えてください。

→ P.87

親子電話の子機を使用していませんか。親機からおかけくださ

い。

構内回線用電話をお使いですか。別の電話機からおかけくださ

い。

コード入力に時間がかかりすぎていませんか。

コード等を事前にメモしてからおかけください。

入力したコード

と違うメッセー

ジをいわれる

ダイヤル回線をお使いですか。

回線接続後トーン信号に切り替えてください。
→ P.87

入力したコードは正しいですか。もう一度確認してください。 → P.45 〜 83

申込期間ではな

いといわれる

申込期間前に申し込もうとしていませんか。申込期間になってか

ら申し込んでください。
→ P.14

申込期間を過ぎてから申し込もうとしていませんか。空き申込み

の期間になってから、空き施設の申込みをしてください。
→ P.14

申込みできませ

んといわれる

（予約済みです

といわれる）

休館日やすでに行事が入っている時間帯を申し込んでいません

か。申込みができる日の案内で確認してください。
→ P.28,40

連続した時間帯の申込みですか。連続使用可能日数を超えてい

ないか確認してください。
→ P.45 〜 83

確認期間ではな

いといわれる

抽選結果確認期間前ではありませんか。確認期間になってから

確認してください。
→ P.14

抽選結果確認期間を過ぎていませんか。期間中に確認がない場

合は、当選は自動的に取り消されます。
→ P.14

抽選結果の確

認ができない

抽選結果確認期間中は、利用の確認、または利用の取り消しが

できます。確認期間終了後、再度、内容を確認したい場合は、「申

込内容の確認（サービスコード００７）」をご利用ください。

→ P.38

電話及びコード入力

抽選申込と抽選申込内容の確認をしているときに

抽選結果の確認をしているときに
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参照ページ

申込期間では

ないといわれる

空き施設予約受付期間前に申し込もうとしていませんか。申込期

間になってから申し込んでください。
→ P.14

空き施設予約の受付期間が過ぎていませんか。受付期間外はご

利用になりたい施設に直接お願いします。

コードに誤りが

あるといわれる

入力したコードは正確ですか。もう一度確認してください。 → P.45 〜 83

その施設にない部屋コードや時間帯コード、利用目的コードを入

力していませんか。もう一度確認してください。
→ P.45 〜 83

入力に誤りがあ

るといわれる
入力したコードは正確ですか。もう一度確認してください。 → P.45 〜 83

申込みはできま

せんといわれる

休館日やすでに行事が入っている時間帯を申し込んでいません

か。申込みができる日の案内で確認してください。
→ P.35,41

空き施設の申込みの場合は先着順のため、 他の予約が先に

入ってしまうことがあります。

空き施設予約の受付期間が過ぎていませんか。受付期間外はご

利用になりたい施設に直接お願いします。

音調整のある部屋の申込みですか。すでに申し込んである隣の

部屋の音調整によっては、空いていても申込みはできません。

すでに申し込んでいる時間帯を申し込んでいませんか。複数の

部屋を同一時間帯で併用する場合はご利用になりたい施設にお

問い合せください。

複数施設を同一時間帯で申し込もうとしていませんか。複数の施

設を同一時間帯で申し込むことはできません。ご利用になりたい

施設にご相談ください。

連続した時間帯の申込みですか。連続使用可能日数を超えてい

ないか確認してください。
→ P.45 〜 83

申込み可能件数を超えていませんか。申込み件数は施設によっ

て異なります。もう一度確認してください。
→ P.45 〜 83

空き施設の申込みをしているときに

参照ページ

当選したはずの

予約がなくなっ

ている

抽選結果の確認ができていなかった場合があります。結果確認

ができていなかったり、期間が過ぎた場合は、申込内容は取り消

されますのでご注意ください。

→ P.14

申し込んだ予

約がなくなって

いる

誤って申込みの取消しをしていませんか。所定の期間内に利用

申請手続きを行いましたか。

利用申請の手続きを行わなかった場合、 申込内容は取り消され

ますのでご注意ください。

→ P.14

申込みの取消

しができない

電話サービス受付期間が過ぎていませんか。受付期間外はご利

用施設に直接お願いします。
→ P.14

申込内容の確認、取消しをしているときに

サービスをご利用中に電話が切れたり、他の電話につながってしまう場合は、電話の設定を切

り替えてください。

切替のタイミングは、次の通りです。

（例） 「ダイヤル回線契約でプッシュ信号を送出するには」

「テレホンサービス等でプッシュボタンの操作をするには」

電話機に次のいずれかのボタンがある場合は、そのボタンを押します。

トーン　　　プッシュ　　　Ｐ　Ｂ　　　　　※　

電話の操作がうまくいかないときは・ ・ ・

お手持ちの電話機の操作説明書をお読みください

その１

   
電話機にダイヤルモード切替スイッチがある場合は、スイッチを切り替えま

す。ダイヤルモード切替スイッチは、電話機の「側面」 「背面」 「裏面」のい

ずれかにあり、次のようないずれかの形状をしています。

その２

この方法の場合は、通話終了後、スイッチを元に戻してください。

切替前

切替後

20　　10　　PB 20　　10　　 Ｔ D/P　　　P/B D/P　　　　　T

20　　10　　PB 20　　10　　 Ｔ D/P　　　P/B D/P　　　　　T

↓ ↓ ↓ ↓

● ● ● ●

● ● ● ●

０４５−７５４−４９１９に電話します。

「こちらは、横浜市施設予約サービスです。 ･･･」

のメッセージが聞こえたら…

電話の設定を切り替えます。

音声メッセージにしたがって操作をしてください。

その２の方法で切り替えた場合は、サービスを終了し、電話を切った後、切り替えた

スイッチなどを変更前の状態に戻してください。
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手続きの期限について10 
　それぞれの手続きは、期間時間内におすませください。

　システムは午前６時から翌午前２時まで利用できますが、 予約を行った日付が基準となります

（6：00 ～ 24：00 と 0：00 ～ 2：00 の予約で終了日が異なります）。

受付開始時間 受付終了時間

抽選申込受付期間 １日　0：00 15 日　24：00

抽選結果確認期間

（システムでの当選確定）
18 日　6：00 25 日　24：00

抽選当選の利用申請手続き

（施設での手続き）※１

　18 日　利用施設の

受付開始時間

抽選月の月末

利用施設の受付終了時間

空き施設の申込み

抽選の申込み

受付

開始時間

受付終了時間

１２か月前に

抽選を行う部屋

６か月前に

抽選を行う部屋

３か月前に

抽選を行う部屋

空き施設申込

受付期間
26 日　9：00

利用日の 28 日前

の日の 24：00

利用日の 28 日前

の日の 24：00

利用日の当日

※２

受付

開始時間

利用日の８日前

までの申込み

利用日の７

日前から２

日前までの

申込み

利用日の当

日または前

日の申込み

空き施設の利

用申請期間

（施設での手

続き）※１

26 日の

利用施設受

付開始時間

申込日を含め８日以内

の利用施設受付終了時

間

利用日前日

の利用施設

受付終了時

間※２

利用日の

当日※２

利用日の８日前までの申込み 利用日の７日前からの申込み

キャンセルされた枠の

再予約

キャンセルされた日の

翌日７時から再予約が可能

キャンセルされた

直後から再予約が可能

キャンセルされた枠の再予約

※１　利用申請の終了日が施設休館日の場合は、その翌日が終了日となります。

※２　ただし、男女共同参画センター横浜（フォーラム）、男女共同参画センター横浜南（フォー

　　　・ラム南太田）、男女共同参画センター横浜北（アートフォーラムあざみ野）、横浜市技能文

・・・・・・・化会館・は利用日の 7日前まで申込みが可能です。利用日の６日前からの申込みは、施

・・・・・・・設に問い合わせてください。
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