
名称 所在地 連絡先 利用条件 会議室 利用時間・休館日 利用料金 申込方法 備考 駐車場 アクセス

宮前区役所 

　区民活動支援コーナー

宮前平２－ 20 －５

宮前区役所１階
TEL：856－3125 

区役所地域振興課

団体登録が必要

登録団体数：82

（Ｈ26. 12. １現在）

会議室（15 名程度）

利用時間：９時～21時 

休館日：水曜日の午前、年末年始ほか

会議室：１コマ100円 

印刷機：マスター１枚40円

　　　　印刷１枚0.5円 

＊年会費あり 

＊預かり金を先払い

利用登録申請書を火曜日午前、金

曜日午後の支援コーナーの当番在

室時に当番に提出してください。

後日、月１回開催される運営委員

会の登録審査があります。

禁煙 

飲食禁止 

使用後の清掃

区役所前駐車場（18台）、

市民館・図書館駐車場

（38台）、第２駐車場（42

台）いずれも有料。

駐車券に認証措置を受け

ると１時間まで無料。

宮前平駅より徒歩８分 

宮前平駅からバス　宮前区役所前下車（川崎市バス　生01、溝15、宮03・04・05、城

11系統／東急バス　宮02・06系統）徒歩１分

宮崎台駅からバス　宮前区役所前下車（東急バス　宮06系統）徒歩１分、宮前区役所下

車（東急バス　鷺11系統）徒歩１分 

鷺沼駅からバス　宮前区役所前下車（東急バス　鷺12系統）徒歩１分 

溝の口駅・武蔵溝ノ口駅からバス　宮前区役所前下車（川崎市バス　溝15系統）徒歩１分 

武蔵新城駅からバス　宮前区役所前下車（川崎市バス　城11系統）徒歩１分

②向丘地区 

　区民活動支援コーナー

平１－１－ 10

向丘出張所２階

TEL：866－6461 

出張所地域振興担当

団体登録が必要

登録団体数：33

（Ｈ26. 12. １現在）

会議室 A（18 名程度）

会議室 B（24 名程度）

利用時間：９時～21時 

 

休館日：年末年始、施設点検日ほか

登録料1,000円・年会費500円　　

会議室：無料 

印刷機：マスター１枚40円

　　　　印刷１枚0.5円

＊預かり金を先払い

利用登録申請書を出張所地域振興

担当に提出し、後日運営委員会の

登録審査を受けてください。

禁煙 

飲食禁止 

使用後の清掃

駐車台数（７台）に限り

がありますので、車での

来館はできるだけご遠慮

ください。

宮前平駅からバス　向丘出張所下車（川崎市バス　溝15系統）徒歩１分 

溝の口駅・武蔵溝ノ口駅からバス　向丘出張所下車（川崎市バス　溝15～19系統）徒歩１分

③ふれあいスペース宮前

土橋３－１－６

富士見プラザフォンテーヌ

鷺沼１階

TEL：856－3125 

区役所地域振興課

団体登録が必要

登録団体数：40

（Ｈ26. 12. １現在）

会議室（15 名程度）

利用時間：９時～21時

※第１・３火曜日10時～15時を除く

休館日：年末年始ほか

会議室：１コマ300円 

印刷機：マスター１枚40円

　　　　印刷１枚0.5円 

＊登録料あり

＊預かり金を先払い

第１・３火曜日10時から15時まで

の間、運営委員が会場にいますの

で、その場で申請書を運営委員に提

出してください。

禁煙 

飲食禁止 

使用後の清掃

駐車台数は１台です。車

での来館はできるだけご

遠慮ください。

鷺沼駅より徒歩３分

④アリーノ市民活動支援コーナー

東有馬４－６－１

アリーノ２階

＊ アリーノ２階集会室およ

び３階の施設利用はふれ

あいネットの登録が必要

です。

TEL：853－3737

団体登録が必要

登録団体数：116

（Ｈ26. 12. １現在）

グループ室１（18 名）

グループ室２（12 名）

フリースペース

利用時間：９時～21時 

 

休館日：年末年始、第３月曜日ほか

会議室：無料 

印刷機：白黒１枚2.5円

　　　　カラー１枚10円 

＊詳細はお問い合わせください。

利用登録申請書をアリーノ受付へ

提出し、後日、月１回開催される

運営委員会の登録審査を受けてく

ださい。

禁煙 

多目的トイレあり

駐車台数（10台）に限り

がありますので、車での

来館はできるだけご遠慮

ください。

鷺沼駅からバス　有馬第二団地前下車（川崎市バス・東急バス　鷺02系統）徒歩１分 

武蔵小杉駅からバス　有馬第二団地前下車（川崎市バス・東急バス　鷺02系統）徒歩１分 

武蔵中原駅からバス　有馬第二団地前下車（川崎市バス・東急バス　鷺02系統）徒歩１分

⑤宮前市民館 宮前平２－ 20 －４ TEL：888－3911

施設の利用については、

ふれあいネットの登録が

必要です。

大ホール（910 名）

大会議室（210 名）

第１～４会議室

視聴覚室

和室　ほか

利用時間：９時～12時、13時～17時

　　　　　17時30分～21時 

 

休館日：年末年始、第３月曜日

＊詳細はお問い合わせください。

ふれあいネット（川崎市公共施設

利用予約システム）の登録が必要

です。

禁煙
＊ ①宮前区役所区民活動

支援コーナーと同じ
＊①宮前区役所区民活動支援コーナーのアクセスと同じ（宮前区役所に隣接）

⑥宮前市民館 菅生分館 菅生５－４－ 11 TEL：977－4781

施設の利用については、

ふれあいネットの登録が

必要です。

集会室（60 名）

学習室（42 名）

和　室（24 名）

利用時間：９時～ 12 時、13 時～ 17 時

　　　　　17 時 30 分～ 21 時 

 

休館日：年末年始、第３月曜日 

 

点検日：奇数月の末日

集会室：午前1,600円
　　　　午後1,900円
　　　　夜間2,500円

学習室：午前1,100円
　　　　午後1,600円
　　　　夜間2,000円

和　室：午前800円
　　　　午後900円
　　　　夜間1,200円
 
＊ 土曜日・日曜日・祝日は２割

増しになります。詳細は菅生
分館にお問い合わせください。

ふれあいネット（川崎市公共施設

利用予約システム）の登録が必要

です。

禁煙

児童室、談話室（い

ずれも無料）ご利用

の際は、別途、登録・

予約が必要です。

コピー機、印刷機

（いずれも有料）も

あります。

＊ 詳細は菅生分館に

お問い合わせくだ

さい。

駐車台数（３台）に限り

がありますので、車での

来館はできるだけご遠慮

ください。

宮前平駅からバス　蔵敷下車（川崎市バス　生01、宮03・05系統）徒歩３分 

溝の口駅・武蔵溝ノ口駅からバス　蔵敷下車（川崎市バス　溝17・18系統）徒歩３分 

柿生駅からバス　蔵敷下車（川崎市バス　溝17系統）徒歩３分 

登戸駅からバス　蔵敷下車（川崎市バス　登05系統）徒歩１分 

生田駅からバス　蔵敷下車（川崎市バス　生01系統）徒歩１分 

向ヶ丘遊園駅からバス　蔵敷下車（小田急バス　向11系統）徒歩１分

⑦川崎市青少年の家 宮崎 105 －１ TEL：888－3588

・市内青少年団体

・ 一般団体・市外団体も

利用できます。

・宿泊利用

・日帰り利用

　（ 各種活動室・音楽室・

ホール等）

【宿】入所13時～退所12時 

【日】① 9時～12時 

　　　②13時30分～16時30分 

　　　③18時～21時 

休所日：年末年始、施設点検日

【宿】 市内小学生300円～市外一般

2,250円

【日】各時間帯共通1,100円～

　　　5,000円（市外団体は５割増）

＊詳細はお問い合わせください。

あらかじめ電話で利用の可否をご

確認のうえ、職員との事前打ち合

せにご来館ください。

禁煙

駐車台数に限りがありま

すので、車での来所はで

きるだけご遠慮ください。

宮崎台駅より徒歩12分 

宮崎台駅からバス　大塚下車（東急バス　宮06系統）徒歩２分 

宮前平駅からバス　大塚下車（東急バス　宮06系統）徒歩２分 

＊宮崎中学校の隣です。

⑧菅生こども文化センター 菅生ヶ丘 13 －２ TEL：976－0444

０ 歳 ～ 1 8 歳 未 満 ま で 

（未就学児は保護者の同

伴が必要となります。） 

団体利用を希望される方

は登録が必要となります。

児童館という目的施設に

なりますので、詳細につ

きましては、各施設にお

問い合わせください。

集会室

遊戯室　ほか

＊ 詳細は各施設にお問い

合わせください。

利用時間：９時30分～21時

　　　　　（日曜日、祝日９時30分～18時） 

 

休館日：年末年始

無料

個人利用は申込不要。 

団体利用は、利用許可申請書を提

出し許可が必要となります。

禁煙 

＊ 各種問い合わせに

つきましては、各

施設までお願いし

ます。

障がい者用１台
溝の口駅・武蔵溝ノ口駅からバス　菅生３丁目下車（川崎市バス　溝18系統）徒歩３分　

ほか

⑨蔵敷こども文化センター 菅生５－３－ 21 TEL：977－2577

なし

＊⑥宮前市民館菅生分館のアクセスと同じ（分館に隣接）

⑩有馬こども文化センター 有馬４－５－２ TEL：855－2166
鷺沼駅から徒歩20分 

宮前平駅から徒歩15分

⑪宮前平こども文化センター 宮崎６－２ TEL：855－1884 宮崎台駅から徒歩15分

⑫野川こども文化センター 野川 3182 －１ TEL：788－2202
梶が谷駅からバス　野川台下車　（東急バス　梶01系統）徒歩３分 

鷺沼駅からバス　野川台下車　（東急バス　梶01系統）徒歩３分　ほか

⑬白幡台こども文化センター 白幡台１－ 13 －１ TEL：977－8600 溝の口駅・武蔵溝ノ口駅からバス　平下車　（川崎市バス　溝17・18系統）徒歩７分　ほか

⑭宮崎こども文化センター 宮崎１－７ TEL：888－2755 宮崎台駅から徒歩５分

⑮平こども文化センター 平２－ 13 －１　 TEL：865－1032 ＊②向丘地区区民活動支援コーナーのアクセスと同じ　向丘出張所下車徒歩10分

⑯有馬老人いこいの家 有馬４－５－２ TEL：855－2177

60歳以上の市内在住者、

高齢者の福祉活動の利用

に限ります。

大広間

クラブ室　ほか

利用時間：９時～16時 

 

休館日：日曜日、祝日（敬老の日を除く）

　　　　年末年始ほか

無料です。ただし、講座等による材

料費・昼食代は実費となります。

入館の時に利用簿に氏名等をご記

入ください。初めての方は緊急連

絡簿にご記入いただきます。ま

た、高齢者福祉に関することを実

施するために、部屋をお貸しする

団体利用があります。各いこいの

家にある「団体利用申請書」をご

提出ください。利用の１ヶ月前か

ら受付けています。利用時間は約

２時間です。

禁煙

＊ 各種問い合わせは

各館までお願いし

ます。

なし

＊⑩有馬こども文化センターのアクセスと同じ

⑰白幡台老人いこいの家 白幡台１－ 13 －１ TEL：976－0786 ＊⑬白幡台こども文化センターのアクセスと同じ

⑱平老人いこいの家 平２－ 13 －１ TEL：865－1033 ＊⑮平こども文化センターのアクセスと同じ

⑲野川老人いこいの家 野川 3182 －１ TEL：788－2271 ＊⑫野川こども文化センターのアクセスと同じ

⑳鷲ヶ峰老人いこいの家 菅生ヶ丘 32 － 10 TEL：976－6418
溝の口駅・武蔵溝ノ口駅からバス　潮見台浄水場下車（川崎市バス　溝18系統）徒歩３分　

ほか

福祉パルみやまえ

宮崎２－６－ 10

宮崎台ガーデンオフィス

４階

TEL：856－5500
市内で福祉活動をしてい

る団体・個人。

研修室（48 名）

フリースペース

利用時間：月～土曜日　９時～16時30分

　　　　　（火・金曜日のみ20時50分まで） 

 

休館日：日曜日、祝日、年末年始ほか

無料

利用日の３ヶ月前の９時から申込

みを受付（先着順）

＊ 初めてご利用になる団体は活動

等が分かる資料を提出。

禁煙
第１・３日曜日の
み申込があった場
合開館（要申込）

なし 宮崎台駅より徒歩５分

宮前スポーツセンター 犬蔵１－ 10 －３ TEL：976－6350

施設の団体利用の場合は

ふれあいネットの登録が

必要です。

大体育室

小体育室

トレーニング室

研修室（１階・２階各 40

名程度）

利用時間：９時～21時30分 

 

休館日：第４月曜日、年末年始ほか

個人利用 

トレーニング室・スポーツデー 

大人200円 

小人（20歳未満・学生）100円 

（年齢証明・学生証必要） 

 

団体利用 

大・小体育室、研修室 

＊詳細はお問い合わせください。

大体育室（全面）は利用月の６ヶ

月前の月の１日（午前10時）に

抽選会を行います。大体育室（半

面）、小体育室、研修室はふれあ

いネットでの申し込みになります。

禁煙

有料
第１駐車場（18台）
第２駐車場（29台） 
駐車券に認証措置を受
けると１時間まで無料。

宮前平駅からバス　犬蔵下車（川崎市バス　溝15系統）徒歩５分 
溝の口駅・武蔵溝ノ口駅からバス　犬蔵下車（川崎市バス　溝15系統）徒歩５分　
ほか

宮前地区会館（仮施設） 

＊ 新施設は平成 27 年度にオープン予定。詳細

は右記連絡先へお問い合わせください。

馬絹1515－４
TEL：856－3123 

区役所総務課

馬絹周辺地区に在住する

住民および団体

第１会議室（45 名）

第２会議室（33 名）

和　　　室（64 名）

利用時間：火～土曜日　９時～21時

　　　　　（日曜日のみ18時まで）

休館日：月曜日、祝日、第４日曜日、　　　　　　　   　　　

　　　　年末年始（12月26日～１月６日）及び　　

　　　　夏季（８月中旬10日間程度）

朝（９時～11時30分） 

昼（12時30分～15時）　900円 

夕（15時30分～18時） 

 

夜（18時30分～21時）1,500円

申込書は宮前地区会館の受付窓口

に直接提出してください（受付時

間：火・金曜日10時～12時）。

 ＊詳細はお問い合わせください。

禁煙 

＊ 詳細はお問い合わ

せください。

駐車台数（４台）に限り

がありますので、１団体

１台までのご利用とさせ

ていただきます。

宮崎台駅から徒歩15分 

宮前平駅からバス　矢尻下車（川崎市バス　城11系統／東急バス　宮01・02系統）徒歩３分


