
 

 

        
申込方法 施設使用料  設備・備品使用料 

 

【部屋概要】 各部屋の様子は、ホームページから動画でご覧いただけます。 

※施設のキャンセルについて 

キャンセルは電話・メールではできません。使用承諾書を持参の上、受付にて「使用中止

届」をご提出ください。キャンセル料は、使用日の 1 週間前の同じ曜日まで無料。その後

使用当日までは全額かかります。 

☆使用日より 1 週間を切るお申込みは全て本申込みとして取扱い、取消しの場合は 

 キャンセル料がかかります。 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

使用料全額キャンセル料なし 使用日

※土曜日・日曜日・祝日は２割増となります。 

※営利を目的として施設を利用する場合は割増となります。詳しくは、お問い合わせください。 

※使用料はご使用当日、プラザ窓口で使用承諾書をご提示いただき、お支払いください。 

３０３ 会議室 
58 ㎡／定員 24 名  

会議、研修等 

４０１ 大会議室  
211 ㎡／定員 144 名  

講演会、会議、研修会等 

２０３ 活動室  
120 ㎡／定員 50 名  

ヨガ、太極拳、サークル活

動、ダンス等（社交ﾀﾞﾝｽなど硬

い靴を使うものを除く） 

４０２ フィットネスルーム  
180 ㎡／定員 50 名  

卓球、武道、ダンス、 

エアロビクス等  

３０２ 多目的ルーム  
124 ㎡／定員 50 名  

ダンス、合唱、楽器演奏等(防

音あり) 

防音設備あり） 

３０１ 会議室  
101 ㎡／定員 72 名  

会議、研修、サークル活動等 

２０２ 会議室 
86 ㎡／定員 32 名  

会議、研修、サークル活動等 

◆シニア向け無料開放：軽い

運動、会議、サークル活動等 

２０１ 会議室 
101 ㎡／定員 72 名  

会議、研修、サークル活動等  

1０１ 活動室 
36 ㎡／定員 16 名 

会議、サークル活動、ヨガ、 

幼児の保育等 

◆シニア向け無料開放： 

囲碁、将棋等 

 

設備・備品使用料の金額は利用時間帯１コマの料金です。 

金額（税込）

\1,040
延長\520/1h

無料

無料

301 会議室 ¥520

\1,040
延長\520/1h

\1,040
延長\520/1h

203 活動室 ¥520

¥1,040

¥520

¥520

¥310

無料

無料

¥200

¥200

部屋名 設備・備品 単位

401 大会議室 音響システム（マイク最大5本まで） 1式 ¥1,570

402 フィットネスルーム

音響システム（マイク付き） 1式

卓球台

シャワー

マイク付き演台 1式

302 多目的ルーム

音響システム（マイク付き） 1式

アップライトピアノ 1台

全室利用可能（貸出数
量に限りはあります）

※シニア向け無料開放
は使用料不要

テレビ・ビデオ・DVDセット 1式

ワイヤレスアンプ（マイク付き） 1式

プロジェクター 1台

CDラジカセ

電気器具持ち込みによる
コンセント使用料

5台～9台

5台増ごと

延長コード

マイク設備 1式

1台

ホワイトボード

※会議室では、「Free Wi-Fi」がご利用いただけます。 ＜プラザ休館日＞１２／２９～１／ ３ 、毎月第４日曜日、その他数回  

詳しくはプラザ窓口もしくはホームページにてご確認ください。 

 

◆シニア向け無料開放（火・金曜日）

9:00 11:00 13:00 15:00
～ ～ ～ ～

11:00 13:00 15:00 17:00

202 会議室

101 活動室

部屋名

市内在住の６０歳以上の方
（概ね半数が６０歳以上の団
体)は、無料でご利用できま
す。（要予約）

市内在住の６０歳以上の方
は、無料でご利用できます。
（予約不要）

9:00 ～ 17:00

401 大会議室

301 会議室

303 会議室

201 会議室

202 会議室

101 活動室

9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00
～ ～ ～ ～ ～ ～

11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

402 フィットネスルーム

302 多目的ルーム

203 活動室

部屋名

平日使用料金(税込)

午前 午後 夜間 全日

9：00～12：00 13:00～17:00 17:30～21:00 9:00～21:00

¥6,740 ¥7,860 ¥8,980 ¥23,570

¥3,360 ¥4,490 ¥5,610 ¥13,460

¥2,280 ¥3,010 ¥3,820 ¥9,120

¥3,360 ¥4,490 ¥5,610 ¥13,460

¥2,810 ¥3,930 ¥5,040 ¥11,780

¥1,680 ¥2,240 ¥2,810 ¥6,730

部屋名
全日

9:00～21:00

1コマ（2時間）\3,930
空き室の場合は前後延長１時間1,570円

¥19,650

1コマ（2時間）\2,810
空き室の場合は前後延長１時間1,110円

¥14,030

部屋名 申込方法

①生涯学習プラザ窓口での申込み
生涯学習プラザ窓口で申込書に記入してください。
申込期間：使用予定月の抽選会翌日8:30～使用予定日まで（た
だし、抽選会翌々日以降は9:00～になります。）

②ホームページからの申込み（http://www.kpal.or.jp）
「かわさきの生涯学習情報」で検索し、生涯学習プラザのプラザ
施設予約ページから入力してください。
申込期間：使用予定月の抽選会翌々日～使用予定3日前17:00
まで

※電話での仮予約申込み
電話044-733-5560で仮予約が出来ます。仮予約後3日以内に
①プラザ窓口、②ホームページのどちらかの方法で手続きを完了
してください。なお、3日以内に手続きを完了しない場合、仮予約
は自動的に取り消しになります。
受付開始：使用予定月の抽選会翌日9：00～

抽選会あり

抽選会（使用予定月の3か月前の月初め）にお越
しいただき、予約していただきます。（１団体5コマ
まで。）
抽選会で予約が入らなかった部屋は、上記の方
法で申込みになります。

※抽選会の日程は、プラザ窓口もしくはホーム
ページにてご確認ください。

◆シニア向け無料開放
（火・金　9:00～17：00）

 202 会議室
 (ｼﾆｱ向け無料開放は抽選会あ

り)

 401 会議室

 301 会議室

 303 会議室

 201 会議室

 101 活動室
 (ｼﾆｱ向け無料開放は予約不要)

 202 会議室

 402 フィットネスルーム

 302 多目的ホール

 203 活動室

　予約不要◆シニア向け無料開放
（火・金　9:00～17：00）

 101 会議室


