
藤野芸術の家 利用案内 
 

（施設の名称及び所在地） 

当施設の名称及び所在地、事業主体は以下のとおりです。  

名称       藤野芸術の家（仮称） 

所在地     神奈川県相模原市緑区牧野４８１９番地 

事業主体   一般社団法人かながわ青少年協会 

（営業時間） 

当施設の営業時間は、午前９時から午後９時までです。各施設の利用時間等は下

記のとおりです。 

（休館日） 

１  火曜日を休館とします。火曜日が国民の祝日に当る場合は、翌日となります。 

夏休み、春休み、ゴールデンウィーク等繁忙期は開館します。 

   ２  年末年始（１２月２８日～１月４日） 

（貸出施設利用案内） 

当施設の貸出施設、利用定員、利用時間等は次のとおりです。 

貸出施設 
利用 

定員等 
利用時間等 

宿泊施設 宿泊室 
１８室 

１０３名 

チェックイン、チェックアウト  

１５：００～翌１０：００ 

※連続して宿泊する場合におい

ては、到着日及び出発日を除

き、終日使用することができます 

宿泊施設にかかるフロント業務

（受付） ８：３０～２１：００ 

レストラン ８：００～２０：００ 

野外施設 

テント宿泊 ２０張 

チェックイン、チェックアウト  

１５：００～翌１０：００ 

※キャンプサイトの利用期間 

 ４月～10 月 

デーキャンプ 

１００名 

（ テ ン ト

泊 の 人

数含む） 

１０：００～２１：００  

（昼の部１０：００～１５：００、夜の

部１５：００～２１：００） 

※デーキャンプの利用期間  

４月～10 月 

活動施設 

クリエーションホ

ール 

２２５席 

３００名 

９：００～２１：００ 

※事前の準備、事後の片付け等

の時間を含みます。 

※会議室はＡ・Ｂつなげての利

用もできます。 

音楽スタジオＡ ６０名 

音楽スタジオＢ １５名 

音楽スタジオＣ １５名 

会議室Ａ ３０名 

会議室Ｂ ２０名 

音のプロムナード － ９：００～２１：００ 

※前項の利用時間は、必要に応じ又は臨時に変更することがあります。その場合

には、当施設が適当と認める方法によりお知らせします。 

（工房利用案内） 

１  工房の利用は予約不要です。ただし、10 名以上のグループは予約可能で

す。 

２  体験時間 午前９時～午後５時 （受付時間 午前９時～午後３時） 

３  10 名以上での予約方法、体験料金等は、ホームページ又は当施設の備付け

パンフレット、掲示等でご案内します。 

（貸出備品） 

当施設は、当施設が保有する備品を有料にて貸し出すことができます。貸出備

品は、藤野芸術の家 利用案内 設備料金表に定める備品、料金とし、活動施設の

申込みの際に利用申込みを受け付けます。 

（宿泊日数） 

当施設の宿泊日数は、原則２泊３日までとします。ただし、当施設が利用に際し

て支障がないと認められるときは、この限りではありません。 

（申し込み方法） 

当施設の申し込みは、お電話又は受付窓口（夏季期間は往復ハガキ）にて受付

します。利用予約開始時期・予約受付時間は以下の通りです。 

（利用予約開始時期・予約受付時間） 

各利用区分における、利用予約開始時期・予約受付時間は以下のとおりです。  

利用区分 利用予約開始時期・予約受付時間 

一般利用（宿泊１０人未満） 

利用日の６箇月前の日の属する月の初日を含

む７日前の９時から初日の１５時まで。 

受付時間  開館日の９時から２１時 

一般利用（宿泊１０人以上） 

利用日の１２箇月前の日の属する月の初日を含

む７日前の９時から初日の１５時まで。ただし、

宿泊は水・木曜日、クリエーションホール・音楽

スタジオ・会議室等貸出施設の利用は、水から

金曜日の平日の利用に限ります。 

受付時間  開館日の９時から２１時 

一般夏季利用（７月、８月） 

７月と８月の夏季利用期間は、前年の１２月１０

日（必着）までに往復ハガキにて申し込みいた

だきます。 

 

 

 

利用区分 利用予約開始時期・予約受付時間 

クリエーションホール、音楽

スタジオ、会議室の有料公

演等 

利用日の１２箇月前の日の属する月の初日を含

む７日前の９時から初日の１５時まで。 

受付時間 開館日の９時から２１時（夏季利用期

間除く） 

市町村の機関、または公共

的団体 

随時受付 

受付時間  開館日の９時から２１時 

学校が教育課程に基づく教

育活動の一環として利用。

（遠足、修学旅行、特別活

動、部活等含む） 

随時受付 

受付時間  開館日の９時から２１時 

（利用の抽選・決定方法等） 

利用の申し込みは６箇月前、又は１２箇月前の初日に抽選を行い、抽選日当日に

申込者に当否の結果を連絡します。２日目以降は、先着順で利用日の当日までに

申し込みを受付けます（７月と８月の夏季利用期間を除く。夏季利用期間は往復は

がきでの申込み。）。 

利用予約申込みに係る申込者は、同一団体の同一利用目的につき代表者名で 1

名とします。 上記により予約受付が受理された状態を予約とします。 

なお、予約について、当施設は電話等により利用予約申し込みの内容等につい

て確認をさせていただく場合があります。その後、当施設より予約内容を記載した書

類、利用申込書等をご送付又はお渡しいたします。   

当施設が指定する日までに、予約内容を記載した書類をご確認いただき、利用

申込書を当施設にご返送いただくとともに、当施設が指定する期日、方法にて申込

金及び利用料金をお支払いいただきます。 

（利用予約開始時期の特約） 

宿泊やクリエーションホール・音楽スタジオ等貸出施設を複数又は数日利用する

場合等において、当施設の運営に支障がないと認められるときは、通常予約の予

約開始時期前より申し込みに応じる場合があります。 

（料金表） 

○ 宿泊料金表（１室２名様以上の利用）            （単位：円 消費税込） 

区 分 通常期 繁忙期 閑散期 

１泊２食付 
大人（高校生以上） 6,400～ 6,900～ 6,000～ 

子供（小・中学生） 4,400～ 4,700～ 4,100～ 

１泊夕食付 
大人（高校生以上） 5,900～ 6,400～ 5,500～ 

子供（小・中学生） 3,900～ 4,200～ 3,600～ 

１泊朝食付 
大人（高校生以上） 4,600～ 5,100～ 4,200～ 

子供（小・中学生） 2,600～ 2,900～ 2,300～ 

素泊まり 

大人（高校生以上） 4,000 4,500 3,600 

子供（小・中学生） 2,000 2,300 1,700 

幼児（３歳以上） 800 1,000 700 

・通常期   

土曜日及び祝前日を除く、３月１日～７月 19 日及び９月１日～11 月 30 日の間 

・繁忙期 

土曜日、祝前日（該当日が平日の場合を除く）、７月 20 日～８月 31 日の間 

・閑散期 

土曜日、祝前日（該当日が平日の場合を除く）を除く 12 月１日～２月末日の間 

※寝具を使用しない３才未満のお子様は無料です。 

（大人一人につきお子様一人） 

※食事の内容等プランにより宿泊料金が異なります。 

 

○ １部屋１名様での利用料金 

上記宿泊料金に 2,000 円増し 

※１人１部屋利用の割増料金は、同伴のドライバー様等の１人利用等も含まれます。 

 

○ キャンプステーション料金表                 （単位：円 消費税込） 

区 分 単 位 料 金 

テント宿泊 
テント持込 １張り１泊 3,000 

テント貸出 １張り１泊 10,000 

デーキャンプ 

－ 
昼の部、夜の部 

１名様、各１回 
500 

バーベキューセット 

（タープ、バーベキュー 

コンロ等貸出） 

昼の部、夜の部 

各１回 
4,000 

※テント区画 縦幅７ｍ、横幅 4.5ｍ 

※テントサイトの「１張」とは、宿泊定員５名を標準とし、おおむねＪＩＳ規格６人用の

大きさ（3.60m×3.85m）を限度とします。これを超えるものにあっては２張以上の

利用料金が必要です。 

※テント宿泊のテント貸出とデーキャンプでのバーベキューセットの貸出は数に限

りがあります。また、期間によりご利用できない場合があります。 

 

 



○ クリエーションホール料金表                 （単位：円 消費税込） 

区 分 
9 時～ 

    21 時 

9 時～ 

   13 時 

13 時～ 

    17 時 

17 時～ 

   21 時 

通 常 

料金徴収無し 28,000 7,500 10,000 13,000 

料金徴収有り 56,000 15,000 20,000 26,000 

繁忙期 

料金徴収無し 30,000 8,000 11,000 14,500 

料金徴収有り 60,000 16,000 22,000 29,000 

※繁忙期とは   

土曜日、日曜日、祝日、夏休み（7/20～8/31）、春休み（3/25～4/5） 

※料金徴収有りとは ホールの利用者が公演等で入場料金を徴収する場合や商

業宣伝・営業またはこれらに類する目的をもって利用する場合。 

 

○ 音楽スタジオ料金表                      （単位：円 消費税込） 

区 分 
基本料金

（１時間） 

４時間割引

料金 

一日料金 

（９時～21 時） 

音楽スタジオＡ 
料金徴収無し 1,300  5,000  14,000 

料金徴収有り 2,600  10,000  28,000 

音楽スタジオ

Ｂ、Ｃ 

料金徴収無し 1,000  3,800  11,000 

料金徴収有り 2,000  7,600  22,000 

※最初の利用は２時間からとなります。 

※継続して４時間のご利用ごとに割引料金を適用します。 

例）スタジオＡを７時間ご利用の場合。 

４時間割引料金 5,000 円＋基本料金（１時間） 1,300 円×３時間＝8,900 円 

※料金徴収有りとは スタジオの利用者が公演等で入場料金を徴収する場合や商

業宣伝・営業またはこれらに類する目的をもって利用する場合。 

 

○ 会議室料金表                              （単位：円 消費税込） 

区 分 
利用料金の額 

（１時間） 
４時間割引料金 

会議室Ａ 

料金徴収無し 700 2,500 

料金徴収有り 1,500 5,800 

会議室Ｂ 

料金徴収無し 500   1,800 

料金徴収有り 1,000 3,800 

※最初の利用は１時間からとなります。 

※継続して４時間の利用毎に割引料金が適用されます。 

※料金徴収有りとは 会議室の利用者が講演等で入場料金を徴収する場合や

商業宣伝・営業またはこれらに類する目的をもって利用する場合。 

※相模原市緑区内の団体や在住の方は半額。 

 

○ 設備料金表                            （単位：円 消費税込） 

設備の種別 品   名 単位 料金 

ホール照明 

ホール基本照明セット（ボーダー1 回

路、客電 500w16 灯、水銀灯） 
１回 4,500  

ホール追加照明 5Kw まで １回 1,500  

ホール音響 

ホール音響セット（アンプ、スピーカー、

ミキサー、調整室設置機材） 
１回 4,500  

ワイヤレスマイク ※ホール音響セット利

用時のみ 
１本１回 1,000  

インカムセットセット（調整室２台、ホー

ル内３台保有） 
１回 1,000  

舞台設備 

音響反射板 （舞台上部用、舞台袖用） １回 3,000  

金びょうぶ（２隻保有） １隻１回 1,000  

指揮者台（譜面台付） １台１回 500  

平台 １枚１回 300  

箱足 １個１回 100  

講演台 １台１回 500  

司会者台 １台１回 500  

譜面灯 １台１回 500  

センターピンスポットライト １台１回 2,000  

ミラーボール １台１回 500  

スモークマシン ※スモーク液別 １台１回 500  

ストロボライト（２台保有） １台１回 500  

リノリューム １枚１回 500  

 

設備の種別 品   名 単位 料金 

楽 器 

グランドピアノ（クリエーションホール利

用時のみ） 
１台１回 4,000  

ティンパニー（3 台１組） １組１回 1,000  

マリンバ １台１回 1,000  

ビブラフォン １台１回 1,000  

バスドラム １台１回 1,000  

長胴太鼓 １台１回 1,000  

シンセサイザー １台１回 500  

キーボード １台１回 500  

ドラムセット ※スタジオＣで使用する場

合を除く 
１台１回 500  

コンガ（２台保有） １台１回 500  

ボンゴ １台１回 500  

ツリーチャイム １台１回 500  

どら １台１回 1,000  

琴 １面１回 600  

その他の 

音響設備 

音楽スタジオ A 調整室 １回 3,000  

アンプ（ギター、ベース、キーボード） １台１回 500  

音響ラック（パワードミキサー、スピーカ

ー、CD、カセット） 

※スタジオＣで使用する場合を除く 

１台１回 500  

ヘッドフォンアンプ １台１回 400  

マイクロフォン（ダイナミック型） １本１回 300  

マイクロフォン（コンデンサー型） １本１回 500  

ダイレクトボックス １台１回 500  

携帯用録音再生装置（ラジカセ、ＭＴ

Ｒ、ＭＤ） 
１台１回 300  

ワイヤレス拡声装置（ワイヤレスマイク 1

本付） 
１台１回 500  

映像設備 
書画カメラ １台１回 500  

ＯＨＰ １台１回 500  

室内活動 

設備 

展示パネル（３枚１組） １組１回 500  

畳 １枚１回 200  

持込器具電気使用料（1kw） １回 300  

※１回とは、ひとつの利用日における同一施設での継続的な利用をいいます。 

   ※表示消費電力が 1kw に満たないとき又は、1kw 未満の端数の表示消費電力を

1kw とします。 

※持込器具を複数持ち込む場合は、各器具の表示消費電力を合計して持込使用

電力料を計算します。 


