
麻生区内　活動の場所　団体利用可能施設一覧 認定ＮＰＯ法人　

あさお市民活動サポートセンター

＊印　新百合丘駅より１ｋｍ圏内 ２０１７年４月２０日現在

分類          所　在　地 電話 利用料 開館日・時間

横浜・川崎治水事務所　    基本的に通年開館抽選・予約制

1 県の施設 川崎治水センター 多摩区生田 4－25－1 932-7211 　有料　　 9：00～21：00 地域の団体利用優先

　 火～日曜日 事前団体登録要。抽選・予約制

2 恩廻公園調整池管理棟 麻生区下麻生 3－1－1 932-7211 　有料　　 9：00～21：00 地域の団体利用優先

麻生区万福寺 １－２－２ 8：30～17：00 事前団体登録要。来館予約制。

3 市の施設 福祉パル麻生＊   新百合ヶ丘２１ビル　１Ｆ 952-5500 　無料年末年始､第2･4･5日曜休館 福祉関連活動者・団体のみ利用可

麻生区万福寺 1－2－2 基本的に通年開館多目的ホール：窓口受付のみ。抽選・予約制

4 新百合21ホール＊ 新百合ヶ丘２１ビル　Ｂ２ 952-5000 　有料 9：00～21：00 会議・研修室：窓口受付のみ。

 第４月曜休館 「ふれあいネット」での事前登録要。抽選予約制

5 麻生スポーツセンター＊ 麻生区上麻生 3－6－1 951-1234 　有料 8：30～21：30

第２月曜休館 研修室：抽選予約。該当月１日抽選会。

6 川崎市アートセンター＊ 麻生区万福寺 6－7－1 955-0107 　有料 9：00～22：30 小ホール・映像館等：事前相談要。

基本的に通年開館青少年団体が優先利用。窓口受付のみ。

7 黒川青少年野外活動センター 麻生区黒川 313－9 986-2511 　無料 9：00～16：30 利用申請書に実施計画書の添付要。宿泊利用可。

月～土曜日 事前団体登録要。予約制。川崎市在住の60歳以

8 麻生老人福祉センター 麻生区金程 2－8－3 966-1549 　無料 9：00～16：00 上が構成員で20名以上の団体。

基本的に通年開館「ふれあいネット」での事前登録要・抽選予約制

9 ヨネッテイー王禅寺 麻生区王禅寺 1321 951-3636 　有料 9：00～20：00

基本的に通年開館「ふれあいネット」での事前登録要・抽選予約制

10 公民館・ 麻生市民館＊ 麻生区万福寺 1－5－2 951-1300 　有料 9：30～21：00 大ホールは窓口受付のみ。抽選予約制。

集会場 麻生区はるひ野 4－8－1 火～日曜日 事前団体登録要。予約制。

11 はるひ野黒川地域交流センター はるひ野小中学校内 989-9475 　有料 9：15~20：30

月～土曜日 事前団体登録要。窓口受付優先。

12 虹ヶ丘コミュニテイールーム 麻生区虹ヶ丘 1－22－1 987-3654 　有料 9：00～21：00 楽器演奏可

麻生区役所柿生分庁舎 火～金曜日 行政事業で使用しない時間帯利用可

13 1階ホール 麻生区上麻生 6－29－18 965-5108 無料 9：00～16：30 問合せ麻生区役所総務課

月～金曜日 事前団体登録要。予約制。利用日の３ヶ月前から

14 麻生市民交流館　やまゆり＊ 麻生区上麻生 1－11－5 951-6321 　有料 9:30～20：15 予約可。　　土・日曜日・祝日の全館予約も可

月～土曜日 事前団体登録要・予約制。

15 老人 麻生老人いこいの家＊ 麻生区上麻生 4－32－2 953-9870 　無料 9：00～１6:00 市内在住60歳以上で概ね8人以上の団体が基準。

いこいの家 月～土曜日

16 百合丘老人いこいの家＊ 麻生区百合丘 2－8－2 966-2631 　無料 9：00～１6:00 　　　　同上　　　　　

月～土曜日

17 岡上老人いこいの家 麻生区岡上 277 986-0184 　無料 9：00～１6:00 　　　　同上

月～土曜日

18 王禅寺老人いこいの家 麻生区王禅寺東 5－32－15 989‐0401 　無料 9：00～１6:00 　　　　同上

        施　設　名                     予約その他



月～土曜日

19 片平老人いこいの家 麻生区片平 5－25－1 987-3878 　無料 9：00～１6:00 　　　　同前

月～土曜日

20 白山老人いこいの家 麻生区白山 4－2－2 989-8767 　無料 9：00～１6:00 　　　　同上

月～土曜日

21 千代ヶ丘老人いこいの家 麻生区千代ヶ丘 6－3－22 955-0412 　無料 9：00～１6:00 　　　　同上

基本的に通年開館０～18歳未満児童の利用優先。青少年の健全育成

22 こども文化麻生こども文化センター＊ 麻生区上麻生 4－32－2 954-4888 　無料 9：30～21：00 及び市民活動に携わる地域の人。事前予約要。

センター 基本的に通年開館また団体利用の場合、事前に団体登録が必要です

23 百合丘こども文化センター＊ 麻生区百合丘 1－11－2 955-4445 　無料 9：30～21：00 　　　　同上

基本的に通年開館

24 岡上こども文化センター 麻生区岡上 277 986-4389 　無料 9：30～21：00 　　　　同上

基本的に通年開館

25 王禅寺こども文化センター 麻生区王禅寺東 5－32－15 989-1601 　無料 9：30～21：00 　　　　同上

基本的に通年開館

26 片平こども文化センター 麻生区片平 5－25－1 987-3877 　無料 9：30～21：00 　　　　同上

基本的に通年開館

27 白山こども文化センター 麻生区白山 4－2－2 988-4931 　無料 9：30～21：00 　　　　同上

基本的に通年開館

28 千代ヶ丘こども文化センター＊ 麻生区千代ヶ丘 1－20－60 955-1535 　無料 9：30～21：00 　　　　同上

基本的に通年開館

29 虹ヶ丘こども文化センター 麻生区虹ヶ丘 1-22-1 987-3654 　無料 9：30～21：00 　　　　同上

基本的に通年開館

30 東百合丘こども文化センター 麻生区東百合丘 3－1－10 954-4493 　無料 9：30～21：00 　　　　同上

基本的に通年開館

31 柿生こども文化センター 麻生区上麻生 7－18－32 988-9891 　無料 9：30～21：00 　　　　同上

月～金9：30～12：30 未就学児童とその保護者による園庭利用のみ可

32 保育園・ 上麻生保育園 麻生区上麻生 7－2－35 988-8520 　　　土9：30～11：45 事前問合せ、協議による

幼稚園 （旧下麻生保育園） 月～金9：30～11：30

33 王禅寺しらゆり保育園 麻生区王禅寺東5-3-53 988-0700 　　　土9：30～11：45 　　　　　同上
月～金9：30～11：30/15:00

34 高石保育園 　 麻生区高石 1－14－15 954-5355 ～16：00　　土9：30～11：30 　　　　　同上
月～金9：30～12：00

35 虹ヶ丘保育園 虹ヶ丘2-2-20 987-1771 　　　土11：00～12：00 　　　　　同上
月～土9：30～12：30

36 白山保育園 白山4-2-1 987-7722 　　　 　　　　　同上
月～金9：00～12：00

37 白鳥保育園 白鳥1-17-2 987-8206 　　　雨天中止 　　　　　同前

38 柿生保育園 上麻生5-23-1 988-1453 水曜9：30～11：00 　　　　　同上

木曜10：00～11：00



39 すぎのこ保育園 岡上71-3 988-3415 　　　雨天中止 　　　　　同上
月～金9：30～12：00

40 くろかわのぞみ保育園 はるひ野4-7-1 819-7481 　　　雨天中止 　　　　　同上
月～金10：00～11：30

41 小田急ムック新百合ヶ丘園 古沢43　2Ｆ　　 959-1169 　　　　　同上
月～金9：00～12：00/14:30

42 はるひ野保育園 はるひ野2-7-1 281-8785 ～16：30　　 　　　　　同上

金曜9：30～13：30

43 五月台ルミナス保育園 五力田3-18-3 299-9111 　　　雨天中止 　　　　　同上

園庭：月～日8：00～16：30、遊び

44 柿の実幼稚園 上麻生7-41-1 988-0229 館：水14～16：00　土9～12：00　　　　　　同上

45 ルミエール幼稚園 百合ヶ丘2-13-1 966-4667 月～木14：30～17：00 　　　　　同上
基本的に通年開館原則として町会員。事前問合せ要。

46 町内会・ 万福寺町内会館＊ 麻生区万福寺 4－18－26 955-0191 有料 9：00～21：00 窓口受付。町会員の葬儀優先。

自治会館 基本的に通年開館問合せ先は「やまゆり」相談窓口で紹介。

47 黒川公会堂 麻生区黒川 91 ・・・・・・ 有料 8：00～21：00 音楽演奏・ダンス可

新百合ヶ丘 基本的に通年開館原則として自治会員。会員参加団体。葬儀優先。

48  コミュニテイーセンター 麻生区王禅寺東 4－1－6 ・・・・・・ 有料 9：00～21：00 問合せ先は「やまゆり」相談窓口で紹介。

基本的に通年開館原則として管理組合員。組合員参加団体。

49 パークハイツ百合丘 麻生区高石 4－17－1 966-8099 有料 9:00～17：00 葬儀優先。管理室に問合せ要。音楽などは不可。

基本的に通年開館事前問合せ要。　

50 民間施設 星ビル 麻生区百合丘 1－19－2 951-1466 有料 9:00～18：00 楽器演奏・ダンス可

プラザ・フローラル・ 麻生区百合丘 1－19－7 年中無休・利用時間事前問合せ要。　

51 カルチャーセンター プラザ・フローラル・ビル 3F 954-9030 有料 は都度相談 定期利用優先。　各種割引あり。

毎週火・第３水を除く事前問合せ要。　

52 京浜楽器 百合丘店 麻生区百合丘 1－19－8 966-5121 有料毎日。10：00～18：30 ホール利用は担当者と相談要。

基本的に通年開館事前問合せ・打合せ要。　

53 しまりす ミュージックホール 麻生区王禅寺東 3－38－24 988-9188 有料 9：00～17：00 音楽以外の利用不可

基本的に通年開館事前問合せ要。　

54 コスモ多目的ホール 麻生区王禅寺西 6－14－5 987-7006 有料 10：00～17：00 設備も良く,お薦め施設。

受付事務所 基本的に通年開館申込み時料金納入。

55 おけいこ工房＊ 麻生区上麻生 1－13－1 952-5627 有料 9：30～20：00 貸室２ヶ所（事務所２階、マプレ１階）

原則として火～日面談の上決定。予約時予約金納入。

56 ギャラリー ＳＵＧＩ 麻生区上麻生 4ー47ー2 962-4632 有料 11：00～18：00 大音量は不可。

麻生区上麻生 5－6－18 事前問合せ要。窓口受付（11：00～）。

57 スタジオさくら 泰平ビル１Ｆ 988-6684 有料 　　都度相談 予約時料金納入。ダンス・音楽演奏に最適

麻生区下麻生 1－5　 月・水・金曜開館事前問合せ要。地域在住者。

58 ホットスペース麻生 麻生台団地17棟108号室 987-9196 有料 10：00～17：00 井戸端会議利用主体。

麻生区百合丘 1－19－7 基本的に通年開館事前問合せ要。窓口受付（10:00～20:00）

59 サロン・ド・アルテ プラザ・フローラ  ビル １F 328-9280 有料 10：00～22：00 定期利用優先。サロンコンサート・イベント可。



コミュニティ・サロン 麻生区高石 5－23－12 日曜・祝日休館 事前問合せ要。

60 さくらの丘 966-0035 有料 10：00～20：00 デイサービス施設に隣接、デイサービス利用優先

注記
１）利用可能団体は、原則として、民間施設以外は川崎市内在住・在勤者・在学者の団体です。
２）いずれの施設も、民間施設以外は原則として、宗教・政治・営業活動での利用を認めておりません。民間施設でも制限があります。
３）施設名に＊印の付いた「新百合ヶ丘駅から１ｋｍ圏内の施設」の概要紹介を「市民交流館やまゆり」の「相談窓口」（火・木曜日13時半～16時半開設）
　　で行っています。　１ｋｍ圏以遠の施設については、資料整理終了次第「相談窓口」で紹介を行います。
４）「開館日・時間」欄の「基本的に通年開館」には、年末年始と定期点検日の休館を含みますが、開館する施設もありますのでご確認下さい。
５）施設により開館日・開館時間と受付日・受付時間が異なる場合があります。また、予約可能日・期間も異なります。確認して下さい。
６）記載内容は、必要に応じて変更を行います。

麻生市民交流館 やまゆり
　　運営組織：認定ＮＰＯ法人　あさお市民活動サポートセンター

〒215-0021　麻生区上麻生１－１１－５

電話：044-951-6321　　Fax.:044-951-6467

市民活動相談窓口専用　電話＆Fax.：044-272-7601










