
南区市民活動応援施設一覧 平成24年5月8日現在

施設名称 所在地 連絡先 会議室等（定員） 利用時間・休館日 利用料金 申し込み方法 備考（ＵＲＬ等）

大野中 老人福祉センター　若竹園 南区若松2-1-38 042-746-4622
会議室（30人）
和室

　9：00～正午
13：00～16：00

無料
団体利用は使用する6か月前から3
日前までに電話等で当センターへ
お申込みください。

市内在住６０歳以上の方、老人クラブ会員など
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisetsu/fukushi_iryo/005687.html

ボランティア活動室（20人） 9：00～21：45 無料
社会福祉活動団体などの登録団
体

月前から受付（窓 直接）

高齢者交流室（48人）
月～金

高齢者団体、障 一般の夜間利用は、利用日の５ヶ http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisetsu/fukushi_iryo/005705.html大野南 南保健福祉センター 南区相模大野6-22-1
南ボランティアセン
ター

高齢者交流室（48人）
情報交換ルーム（30人）

9：00～22：00
土・日・祝日
9：00～17：00

高齢者団体、障
害者団体は無料
一般利用は有料

一般の夜間利用は、利用日の５ヶ
月前から３日前までに直接窓口へ

相模原麻溝公園競技場
南区下溝4169
相模原麻溝公園競技
場内

042-777-6088 会議室１～９（20～60人）

5月～8月　8：30～19：00
9月～4月　8：30～17：30
7月の土・日・祝日と7月
20日～8月31日

7：30～19：00

1時間
350～500円

事前に、直接連絡先に空き状況を
確認し、使用許可申請書を提出

http://www.asamizo-stadium.jpn.org/

総合体育館
南区麻溝台2284-1
相模原市立総合体育 042 748 1781 会議室（90人） ２分割可 9 00 22 00

1時間 事前に、直接連絡先に空き状況を
h // i ih k j / hi / ik k /005733 h l

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisetsu/fukushi_iryo/005705.html大野南 南保健福祉センタ 南区相模大野6 22 1 タ
042-765-7085

総合体育館 相模原市立総合体育
館内

042-748-1781 会議室（90人）　２分割可 9：00～22：00
1時間
　300円

事前に、直接連絡先に空き状況を
確認し、使用許可申請書を提出

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisetsu/taikukan/005733.html

市民健康文化センター 南区麻溝台1872-1
市民健康文化セン
ター
　042-747-3776

多目的会議室1（60人）・2
工作室
講習室1（18人）・2（18人）・3
（21人）
茶室（10人）

9：00～22：00

有料
*詳細はお問合
せいただくかＨＰ
をご覧ください

利用日の３ヶ月前から当日まで
042-747-3776

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisetsu/pool/005676.html

れんげの里あらいそ 多目的ホール等 9：00～22：00
有料
*詳細はお問合 れんげの里あらいそ

麻溝

新磯ふれあいセンター 南区新戸2268-1
れんげの里あらいそ
046-255-1311

多目的ホール等
全面　240㎡（分割可）

9：00 22：00
休所　12/29～1/3のほ
か施設点検日

*詳細はお問合
せいただくかＨＰ
をご覧ください

れんげの里あらいそ
046-255-1311

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisetsu/fukushi_iryo/005700.html

相模の大凧センター工作室 南区新戸2268-1
れんげの里あらいそ
046-255-1311

工作室

9：00～22：00
休所　12/29～1/3のほ
か施設点検日

有料
*詳細はお問合
せいただくかＨＰ
をご覧ください

れんげの里あらいそ
046-255-1311

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisetsu/library_etc/005658.html

相模台 おださがプラザ
南区南台3－20－1
ラクアル オダサガ４階

おださがプラザ
04７ 741 7497

多目的ルーム（175人）３分
割可
ミ ティングル ム1（12人）

9：00～22：00
休所　12/29～1/3ほか
その他詳細はお問い合

有料
*詳細はお問合
せいただくかＨＰ

電話予約と窓口受付になります。
正式な申込には利用承認申請書
の提出が必要になります

申込期間は、全面利用・分割利用により異なります。
利用料金も、利用形態・利用時間により異なります。
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新磯

相模台 おださがプラザ
ラクアル・オダサガ４階 04７-741-7497 ミーティングルーム1（12人）

ミーティングルーム2（12人）

その他詳細はお問い合
わせください。

せいただくかＨＰ
をご覧ください

の提出が必要になります。 http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisetsu/hall/005601.html

東林ふれあいセンター 南区東林間1-22-17
東林ふれあいセン
ター
042-745-7660

ふれあい交流室（28～76
人）
多目的室（36～133人）
会議室（18人）

午前９時～午後１０時
一般利用は有料
*詳細はお問合
せください

高齢者団体：利用日の６ヶ月前の
月の初日から３日前まで
上記以外の団体：利用日の２ヶ月
前の月の初日から３日前まで

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisetsu/fukushi_iryo/013597.html

午前９時～正午
（800円）

東林

くぬぎ台地域活動施設　活動室 南区上鶴間５－７－１
東林間自治会
042-742-8297

活動室１　48㎡
活動室２　29㎡

午前９時～午後１０時

（800円）
午後１時～５時
（1,100円）
午後６時～１０時
（1,100円）

利用日の２ヶ月前の月の初日から
３日前まで

麻溝公民館 南区当麻１３２４-2 042-778-2277 会議室（24～110人）など http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisetsu/kouminkan/005856.html

新磯公民館 南区磯部916-3 046-256-1900 会議室（18～120人）など http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisetsu/kouminkan/005858.html

大野中公民館 南区古淵3-21-1 042-746-6600 会議室（15～160人）など http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisetsu/kouminkan/005861.html

大野南公民館 南区相模大野5-31-1 042-749-2121 会議室（18～90人）など http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisetsu/kouminkan/005864.html
さがみはらネットワークシス公

民
大沼公民館 南区東大沼3-17-15 042-744-7722 会議室（24～120人）など http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisetsu/kouminkan/005869.html

大野台公民館 南区大野台5-16-38 042-755-6000 会議室（18～150人）など http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisetsu/kouminkan/005872.html

上鶴間公民館 南区上鶴間本町7-7-1 042-749-6611 会議室（24～120人）など http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisetsu/kouminkan/005876.html

相模台公民館 南区相模台1-13-5 042-743-7871 会議室（28～180人）など http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisetsu/kouminkan/005879.html

相武台公民館 南区新磯野3-29-13 046-256-3700 会議室（24～120人）など http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisetsu/kouminkan/005882.html

東林公民館 南区相南1-10-10 042-744-0087
ホール（80～120人）
会議室（18～120人）など

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisetsu/kouminkan/005887.html

大野南中学校 生涯学習 ム 南 文京
大野南公民館 1 66㎡

9：00～22：00
（休館日　第4月）

無料

さがみはらネットワークシス
テムにより申込み可
事前に公民館等利用団体登
録が必要

公

民

館

生
大野南中学校 生涯学習ルーム1・2 南区文京１-１０-１

大野南公民館
042-749-2121

1　66㎡
2　66㎡

谷口台小学校生涯学習ルーム1 南区文京2-12-1
大野南公民館
042-749-2121

64㎡

相武台小学校生涯学習ルーム1・2・3 南区相武台団地2-5-1
相武台公民館
046-256-3700

1　64㎡
2　64㎡
3　84㎡

桜台小学校生涯学習ルーム1 南区相模台7-7-1
相模台公民館
042-743-7871

66㎡

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisetsu/kyoiku/005763.html

さがみはらネットワークシス
テムにより申込み可
事前に公民館等利用団体登
録が必要

平日　17：00～21：30
学校休業日　9：00～21：
30

無料

生

涯

学

習

ル

｜ 桜台小学校生涯学習ル 南区相模台
042-743-7871

学

習

ル

｜


