
        ご利用上のお願い  さいたま市武蔵浦和コミュニティセンター 

【各部屋共通】 

1. 複合ビルのため、開館・閉館時間の厳守をお願いします。（開館 9:00／閉館 21:30） 

(コミュニティセンター直通エレベーターは８時３０分からの運転となります) 

2. サウスピア駐車場内には、コミュニティセンター専用の駐車スペースはございません。 

（有料：1台につき３０分１００円。台数に限りがありますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。） 

3. ご利用前に利用許可書兼領収書を受付に提示後、鍵を受け取り部屋にお入りください。ご利用の部屋に入室できる

のは、利用区分の１５分前からです。鍵はご利用時間内に返却ください。 

4. 施設利用のお支払いは、申込日から８日以内に手続きをお願いします。（当館以外のお支払いは、お受けできません

のでご注意ください。） 

5. 電話による施設予約は受付けておりません。ただし多目的ホールを除く施設では、２日前から利用当日までの施設予

約は電話または直接窓口にて申込みください。 

6. 利用時間帯には、準備・後片付け・清掃等の時間も含まれます。ご利用後は机・椅子などを原状に戻してください。また、

延長はできませんので、時間を厳守ください。 

7. 各施設は、定員を超えての入場はできません。（消防署へ提出定員内） 

8. キャンセル・遅刻の場合は、必ずご連絡ください。施設使用料の返金については施設使用料金還付制度に基づくもの

とします。また、キャンセルの場合１回に限り振替ができますので、ご利用日の１日前までに振替先を予約し、申請手続

きにご来館ください。※振替には、必ず領収書原本をお持ちください。 

9. 利用権の譲渡・転貸はできません。 

10. 入場料を徴収する場合は、その額に応じて増使用料を加算させていただきます。 

11. 施設における火気類の使用は、一切お断りします。 

12. 施設内は禁煙および禁酒となっております。また、飲食を目的とする場合（パーティ・懇親会等）にはご利用できません。

飲食の際には所定の場所でお願いします。 

（ただし、水分補給のためにペットボトルや水筒のみ持ち込むことは可能です。） 

13. ゴミはすべて必ず各自でお持ち帰りください。 

14. 施設・附帯設備を破損または滅失された場合、その損害を賠償していただくことがあります。ただちに受付にお知らせ

ください。 

15. 許可なく施設内においての寄付の募集、物品の販売、広告物の提示等はできません。 

16. 偽りその他、不正な手段により許可を受けた場合は、利用許可を取り消すことがあります。 

17. 営利目的での商行為には、ご利用できません。 

18. 貴重品の管理は、各自の責任において厳重に行ってください。 

19. 公序良俗に反すると認めた場合は、退館していただく場合もあります。 

20. 台車等での荷物搬入は、搬入用（非常用）エレベーターをご利用ください。一般用エレベーターでの荷物搬入はご遠

慮ください。 

21. 各室とも他施設に影響する振動を伴う太鼓類の演奏はできません。 

22. 社交ダンス等のヒールの付いた靴でのご利用の際には、必ずヒールカバーの使用をお願いします。 

23. 第１０集会室（IT 研修室）および音楽室においては、専門性を有する附帯設備が設置されていますので、機器の操作

方法が解かる方を同伴ください。 

24. 第１０集会室はパソコンの配線が床に施されているため机や椅子のレイアウト変更はできません。また、飲食禁止とな

っておりますので、水分補給は廊下でお願いします。 



25. 共有部分に机を出しての受付等は禁止となっております。 

26. チラシ類を作成される場合は会場名を「武蔵浦和コミュニティセンター○○室（サウスピア○階）」等と表記してくださ

い。また、主催者の連絡先を必ず入れてください。武蔵浦和コミュニティセンターの電話番号の記載はご遠慮ください。 

 

【多目的ホール等】 

1. 多目的ホールを申し込まれた方は、ご希望があればご利用 1 ヶ月前頃に打合わせを行うことができます。 

打合わせにつきましては、当館に事前に連絡をいただき、日程を調整していただきます。 

2. 打合わせの際は、プログラムなどの資料をお持ちください。 

3. 多目的ホール・音楽室 1～5は飲食禁止となっております。 

ただし、機材・楽器等から離れた場所での水分補給は可能です。（ペットボトルや水筒のみ）。 

        ※その他ご不明な点は、施設スタッフにおたずねください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

さいたま市武蔵浦和コミュニティセンター 

   〒336-0021 
   さいたま市南区別所 7丁目 20番 1号 サウスピア 8・9F   （武蔵浦和駅西口直結徒歩２分） 

   TEL 048-844-7215  FAX 048-844-7216 

駐車場・駐輪場のご案内 

駐車場：サウスピアの 1ブロック隣に専用駐車   

  場があります。（５９台） 【３０分１００円】   

※ただし、施設利用による駐車場の割引はありません。  

《カーナビに専用駐車場を登録される場合は  

     さいたま市南区別所７-１５-１   です》  

           

駐輪場：サウスピア正面・南側・地下にあります 

     （４２２台） 【自転車１回１５０円 / 

    原動機付自転車・小型自動二輪車１回   

    ２７０円 / 自動二輪車１回４１０円 

※ただし、駐輪場については、施設利用の認証を受け 
  た場合、３時間まで無料 

 

※多目的ホールを利用して開催されるコンサート等は、コミュニティ施設の設置目的と合致した健全な利用

目的を事前に把握させていただくために、予約申込み時において、簡易的な審査を実施させていただく場合

があります。ご理解、ご協力をお願いいたします。 

 利用時間 8:00～22:00 

２０２２年３月５日改訂 



武蔵浦和コミュニティセンター 

多目的ホールご利用案内 
 

 

 

 

① 予約をする 

・利用希望日の属する月の 6 ヶ月前の月の１日から利用日の 15 日前までに、直接来館してお申し込みくだ

さい。6 ヶ月前の月の１日が土・日・祝日の場合は繰り越した平日が利用申込受付開始日（抽選日）とな

り、9：30 よりホールで抽選会が行われます。窓口での受付開始は抽選日翌日となります。窓口受付開始

日に申込み団体が複数いる場合には抽選を行う場合がございます。 

② 使用料のお支払い 

・フリー予約の支払いは、予約申請日となります。 

・抽選で当選した予約の支払いは、同月 25 日までとなり、25 日を過ぎても支払いされなかった場合は 

キャンセル扱いとさせていただきます。 

③ 利用キャンセルについて 

・使用料をお支払いいただいてからキャンセルをした場合、使用料の還付率は以下の通りです。 

 

 

 

  ・変更については、１回のみお受けいたします。但し申込内容によっては変更できない場合もございます。  
※詳細は、受付までお問い合わせください 

④ 事前打合せ（舞台装置などを使用する場合） 

・舞台や客席、照明等の舞台装置などをご利用の場合は、事前打ち合わせが必要です。利用日の１ヶ月前ま

でに武蔵浦和コミュニティセンターへ連絡のうえ、打ち合わせ日の調整を行ってください。 

  ※ホールの見学、下見が必要な場合は、早めのご連絡をお願いします。 

⑤ 当日のホール利用上の注意 

・多目的ホール内は飲食禁止となっております。ホワイエや控室では飲み物、軽食をとることができます。

また、客席等を使用しない平土間での使用に限って、ペットボトルや水筒のみ可能です。 

・共有部分（ホワイエや廊下等）に机等の備品を出すことはおやめください。また、共有部分 

 でのダンスや、音楽などの練習もご遠慮願います。 

・社交ダンス等ヒールの付いた靴での利用の際は、必ずヒールカバーの使用をお願いします。 

・舞台装置以外の備品類（机、椅子、講演台等）は利用者の皆さんご自身で設置をお願いいたします。また、

使用後は原状復帰をお願いいたします。 

 

・抽選会の日程、持ち物について 

・抽選会は利用希望日の属する月の 6 ヶ月前の１日（土曜・日曜・祝日の場合は繰り越した平日）に開催し 

ます。抽選会の受付時間は 9：00～9：30 です。 

代表者は登録カードの原本、本人の身分証を持ち、必ず受付時間内にご来場ください。 

※代表者以外の方が参加される場合（市内在住の方に限る）は委任状(多目的ホール予約抽選会)をお持ち 

 ください。 

・抽選月の先行予約利用状況を HP でお知らせしています 

・抽選月の前月 25 日前後に、武蔵浦和コミュニティセンターのホームページ 

（https://musashiurawa-sp.info/）にてお知らせします。ご確認の上、ご来場ください。 

さいたま市武蔵浦和コミュニティセンター   電話 ０４８－８４４－７２１５                            

  利用日から下記の期間内で還付申請した場合… 

期 間 ６ヶ月～４ヶ月前の同一日 ４ヶ月～２ヶ月前の同一日 ２ヶ月～利用日 

還付率 100% 50% なし 

 
利用の６ヵ月前～ 

予約受付 

 
利用の１ヶ月前まで 

打合せ 



○ホール概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○施設使用料 

 

 

 

 

 

○貸出備品一覧 

 

面積 231㎡ 

定員 194名（車椅子 4台含） 

ロールバックチェア座席数 
（移動式観覧席） 

150席（1列 15席×10列） 

電動格納ステージ  サイズ W8,680×D4,980×H615ｃｍ 

控室 2室 

 
午前 

（9:00～12:00） 

午後 
（13:00～17:00） 

夜間 
（18:00～21:30） 

午前～午後 午後～夜間 全日 

平日 3,000円 3.880円 5,480円 6,880円 9,180円 12,130円 

土日祝 3,610円 4.670円 6,580円 8,280円 11,030円 14,570円 

 備品名 使用料 備品名 使用料 

舞
台
設
備 

講演台（花台付き） 200円 司会者用演台 100円 

指揮者用譜面台（台付き） 200円 譜面台 50円 

ステージデッキ（8台） 

（脚高 20cm 6台分、40cm 4台分） 
100円 金屏風（１双） 100円 

セミコンサートグランドピアノ 

（ホール用、ヤマハ CF6） 
2,930円 

  

音
響 

設
備 

音響装置(AV ワゴン） 

（CD、MD、DVD、カセット、マイク） 
530円   

照
明
設
備 

ボーダーライト 530円 アッパーホリゾントライト 200円 

サスペンションライト 230円 ロアーホリゾントライト 200円 

シーリングライト 530円 センターピンスポットライト 530円 

フロントサイドライト 530円   

映
像 

設
備 

ＤＬＰプロジェクター 1,040円 データプロジェクター 570円 

書画カメラ（OHC） 530円   

そ
の
他 

 

展示パネル（1回） 100円 パソコン 100円 

囲碁 100円 将棋 100円 

持込電気器具（１台の電源使用機器の電気代） 40円 カセットデッキ（電気使用料が 40円） 40円 

スクリーン（舞台全面/300 インチ） - 運搬台車（中・小） - 

移動式スクリーン（100 インチ） - 長机（180*45ｃｍ）6台 - 

プロジェクターワゴン - 椅子（パイプ椅子）60脚 - 

看板枠（6ｍ×80cm） - ホワイトボード - 

マイクスタンド（卓上、床上） - ホワイトボードマーカーセット - 

ピアノ補助椅子（背つき 2，背なし 1） - オーケストラチェア（27脚）  - 

ピアノ補助ペダル - 賞状盆 - 

例）ステージ、ロールバックチェア・反響板、ピアノを設置 
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