住所
開館時間
9：00～20：00（ブックポストは年末年始を除きご利用いただけます）
休館日

〒１２３－０８６４

足立区鹿浜６－８－１

電話・ＦＡＸ

電 話：０３－３８５７－６５５１
ＦＡＸ：０３－３８５５－３６４９

メールアドレス

shikahamalcc-ys@bb.wakwak.com

公式ＨＰ

http://www.adachi-shikahamacenter.net/

・毎月、センター施設休館日
月末日（土・日・祝日の場合は直前の金曜日）
・年末年始

利用時間

・特別整理期間（年1回全所蔵点検調査）
＊詳しくは「あだち広報」、「ゆめのき」、足立区立図書館HP

休館日

をご覧ください。http://www.lib.adachi.tokyo.jp/
●本を借りるとき
・初めての方は利用登録をしてください（ご登録できる方は「足立区在
住・在勤・在学」「草加市・八潮市・川口市在住」「２２区在住」の方

駐車場
併設施設

受
付 ： ９時～２０時
施設利用 ： ９時～２１時３０分
・毎月１回の館内環境整備日
（原則第２月曜、祝日の場合は翌日）
・年末年始（１２月２８日～１月４日）
・その他機器点検整備などで臨時休館あり

指定管理会社：ヤオキン商事株式会社
～ヤオキン商事は生涯学習を通し、
お客様に心のこもったサービスを提供します～

１８台（障がい者スペース１台）
鹿浜図書館・鹿浜区民事務所・鹿浜住区センター

です）
・氏名・住所を確認できるもの（運転免許証・健康保険証・学生証等）を
提示してください。在勤の方は区内にお勤めになっていることを

証明

できるもの（健康保険証事業所欄・在勤証明書等）もご持参ください。
・貸出カードは、足立区の全図書館で、共通して利用できます。
・本を借りる時は、必ず貸出カードをお持ちください。図書などの資料を
貸出カードと一緒にカウンターへお持ちください。ご本人以外の方の
カードは使えません。
●貸出冊数・貸出期間
・足立区内に在住・在勤・在学の方
本・雑誌等

全館で20冊 2週間

ＣＤ（取り寄せ） 全館で3組

1週間

・上記以外の登録可能地域にお住まいの方
本・雑誌等

全館で10冊 2週間

ＣＤ（取り寄せ） 全館で3組

1週間

●本を返すとき
・ＣＤ、付録のついた資料や区外借受資料はカウンターへお返しください。
・上記以外の本で図書館が閉まっているときはブックポストにお返しくだ
さい。
●インターネット予約
・仮パスワードが必要です。詳しくはお問い合わせください。
鹿浜図書館では毎月楽しいイベントを開催！
皆様のご来館をお待ちしております。
こども向け ●おはなし会 ●スペシャルおはなし会
●こどもえいが会、工作教室
大人向け
●鹿浜読書会 ●声を出してよむ古典
赤ちゃんと一緒に
●赤ちゃんおはなし会＆ほのぼのサロン
●赤ちゃんおはなし会＆パパと一緒に
よちよちサロン

≪交通案内≫
西新井駅西口から
●東武バス 都市農業公園行き
「鹿浜中学校」下車 徒歩３分
●国際興業バス 荒川大橋経由赤羽駅東口行き
「鹿浜中学校」下車 徒歩３分
●東武バス 皿沼循環「鹿浜中学校」下車 徒歩３分
西新井駅東口から
（足立区役所からの便もあり）
●コミュニティバスはるかぜ 都市農業公園行き
「鹿浜センター南」下車 徒歩２分
北千住駅から
●コミュニティバスはるかぜ 鹿浜五丁目団地行き
「終点」下車 徒歩５分
●舎人ライナー・「西新井大師西駅」下車 徒歩１５分

鹿浜地域学習センターでは、地域の集会・サー
クル活動・研修・会議・学習会などに利用でき
る施設の貸出し（団体利用）、個人でできる施
設の開放（個人利用）をしています。
★携帯サイト！
体育館個人利用は毎日更新中です！

★Facebook！
鹿浜地域学習センター
マスコットキャラクター
しかちゃん

情報盛りだくさんで更新中！
あなたの「イイネ！」お待ちしています！

〒１２３－０８６４

足立区鹿浜６－８－１

鹿浜地域学習センター
℡

０３－３８５７－６５５１

℡
よちよちサロン
午前
収容可能
施設名
人数
9：00-12：30
25名
1,100円
第１学習室
25名
1,100円
第２学習室
第１・２学習室 50名
2,200円
1,100円
教養室（和室） 20名

施設名

収容可能
人数

午前

午後
13：00-17：00
1,400円
1,400円
2,800円
1,400円
午後１

夜間
17：30-21：30
1,700円
1,700円
3,400円
1,700円

午後２

第１学習室

０３－３８５７－６５５１

第２学習室
※第１、第２学習室
は サークル活動
や会議・研修・会合
等に最適です。

夜間

9：00-12：00 12：30-15：00 15：30-18：00
18：30-21：30
50名
3,100円
2,100円
2,700円
2,700円
※夜間・全日利用の場合、21：30最終退館となります
午前
午後１
午後２
夜間
施設名
9：00-12：00 12：30-15：00 15：30-18：00
18：30-21：00
全面
4,100円
2,700円
3,500円
3,500円
団体
体育館
利用 半面
2,050円
1,350円
1,750円
1,750円
個人利用
各時間区分 大人 300円／中学生以下 100円
9：00-21：00 フリータイム制（個人利用のみ） １回のご利用につき 300円
トレーニングルーム
中学生以上の方で、事前登録が必要

レクリエーションホール

※中学生以下（１回のご利用につき １００円）の夜間利用は、16才以上の保護者同伴
※毎月第３土曜日、都民の日、体育の日はどなたでも無料（予約不可）
※障がい者および70歳以上の方は無料（足立区内在住・在勤・在学に限る〈要証明書〉）
※障がい者に介助者がつく場合は１名のみ無料（介助者自身がプレーする場合は有料）

▲収容可能人数 ２５名
(広さ) 約２６畳 (備品) 机：１３台 椅子： ３０脚 ホワイト
ボード、
黒板、流し台、教壇
※利用上の注意
第１・第２学習室の間は、パーティションで仕切られています。
仕切って使用する際は、音響設備は使用できません。
パーティションをはずして、１部屋としてもご利用可能です。

体育館

▲収容可能人数 ２５名
広さ 約２６畳
備品 机：１２台 椅子： ２０脚 ホワイトボード

教養室（和室）２１畳

●団体で利用できる施設 ※電話またはセンター窓口にてお申し込みください。
(1) 学習室・教養室（和室）・レクリエーションホール
ご予約は利用日の２ヶ月前の１日（１月は５日）からご利用当日まで
例）１０月３日に利用予定の場合、８月１日から予約可

(2) 体育館
ご予約は利用日の２カ月前の１日（１月は５日）から利用日の８日前まで
例）１０月３日に利用予定の場合、８月１日から９月２５日の間予約可

（１）（２）共通事項
●仮予約・支払いはセンター窓口で可
●施設使用料金支払い前は仮予約扱いになります。
●仮予約から原則３日以内に支払いが無い場合は予約は取消になります。
※体育館個人利用に限り、当日のご利用となります。（予約不可）

【利用の制限】

※詳しくはお問い合わせください。
○政治活動・宗教活動・営利活動を目的とした利用
○貸出施設内での飲食や大音量を発生するようなご利用
○公序良俗に反する利用や施設管理上支障がある場合

▲観覧席（９９席）

【利用当日】

▲水屋

レクリエーションホール

●個人で利用できる施設

体育館・トレーニングルーム
【体育館】

個人利用は３種類です。種目・時間帯などはお問い合わせくだ
さい。
①日時・種目が設定してある個人利用
②団体予約が８日前までに入らなかった場合の個人利用
③スポーツ広場→個人利用感覚で参加できる指導員付きの
【キャンセル】
ファミリーテニス、一輪車
●利用日２日前までの取消申請の場合、支払額の５割を返還致します。
※①、②は利用開始時間１０分前に受付開始となります。
●利用承認を受けた日（入金日）の翌日から３日以内で、かつ利用日の
※①、②、③共通：運動ができる服装（Gパン、キュロット、ス
２日前までに利用の取り消しを申し出た場合は、１０割還付致します。
カート不可）、室内運動靴をご持参ください。
●施設使用承認書兼領収書と、それに記載されている代表者の
※中学生以下の夜間利用は１８歳以上の保護者同伴が必要
印鑑（シャチハタ不可）を窓口にお持ちください。

※施設使用承認書兼領収書を窓口にご提示ください。鍵をお渡しします。
※施設使用承認書兼領収書は再発行できません。
※利用時間は準備・清掃・片づけを含めた時間です。

▲室内全景
備品： 座卓１０台 ホワイトボード 座布団
▲館内全景
設備： 水屋 炉 壁面鏡
備品： 机６台 椅子：２００脚

トレーニングルーム
大人１回 \300、中学生1回 \１００
▼壁面鏡

▲ご利用には登録が必要です。
登録日にご予約ください。
設備：エアロバイク（４台）・ステッパー（１台）・
レッグエクステンション・プルダウン・レッ
グカール・ショルダープレス・ペクトラルマ
シン・ランニングマシン・トレッドミル・レッ
グプレス・エリプティカルウォーター

▲ホール全景
レッスンバーがついてます。
収容可能人数 ５０名
備品： 机：２台 椅子：１３脚 黒板
設備： 放送室 スクリーン 洗面台 壁面鏡 ＣＤラジカセ設置

※その他 男子・女子更衣室 ロッカー、シャワー
ルーム、トイレ、洗面台

