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平成 28年 4月 改訂                       〒286-0048   成田市公津の杜４丁目８番地 

有料駐車場 80 台。2 時間まで

無料。以降 30分ごとに 100円。

8：45～21:15 

〈第 4 月曜・年末年始休〉 

図書館には 9 万冊の蔵書。

広く開放的な雰囲気です。 

なかよしひろばは、乳幼児 

のお子さまと保護者の方を 

対象にした、親子で遊べる 

スペースです。 

公津の杜コミュニティセンターの 

インフォメーション 

学習室は勉強や 

読書に誰でも 

利用できます。 

会議室 A～E。可変移動間仕切

により、連結してご利用いた

だけます。 

ホワイトボート、スクリーン、

プロジェクター等附属設備が

あります。 

ギャラリーMORI×MORI（市民ギャラリー）は絵画展

や写真展などに 29 枚の大型展示パネル（縦 230 ㎝×

横 270 ㎝）を組み合わせて多様にご利用できます。 

MORI×MORI ホール（多目的ホール）は最大 202 名 

収容。収納式移動観覧席、ポータブルステージ、照明・

音響設備、グランドピアノ等により、クラシックはじ

め各種発表会、コンサート等多目的に利用できます。 

わんぱくルームは休日や放課

後の子どもの居場所となるよ

うに、平日/14：00～18：00、 

土日祝/10：00～18：00 の間は

見守りスタッフが常駐。各種

のゲームも用意しています。 
工芸スタジオは木工や手

芸、絵画など多目的な創作

活動に利用できます。 

スタジオ１は、防音性能の

高い音楽スタジオで、ドラ

ムセット、アンプ、シンセ

サイザー、ミキサー等の貸

出もあります。 

 

キッチンスタジオは、ＩＨ調理台が 

４台。料理教室、ケーキ教室等の利用

の他、食事スペースを使った食事会に

も利用できます。 

スタジオ２は鏡貼り

でダンスやヨガ、演劇

の練習等に利用でき

ます。 

エコ設計  

建物全体が省エ

ネ化されており、

外断熱、太陽光発

電(4 階：発電量約

10kw/h）、トイレ

や階段室の人感

センサーによる

照明制御等工夫

がいっぱいです。 
イラスト：ふわふわ。り 

 

自動販売機 

コピーサービス 



  

ご利用の流れ 

ホール・ギャラリー・控室  会議室・スタジオ 
ちば施設予約システムでＩＤを取得後、当施設の利用

者登録を窓口で行う必要があります。 利用者登録 
ちば施設予約システムでＩＤを取得後、当施設の利用

者登録を窓口で行う必要があります。 

 ▼  

お申込は 12カ月前から。 

抽選申込と予約申込の 2 通りあります。 

抽選申込はご利用日の属する月の 12 カ月前の 1～10

日の間に窓口で申込できます。 

予約申込は 12カ月前の 15日以降ご利用日の 30日前ま

で、窓口又はちば施設予約システムから申込できます。 

利用申込 

まだ予約の段階です。 

お申込は４カ月前から。 

抽選申込と予約申込の 2 通りあります。 

抽選申込はご利用日の属する月の４カ月前の 1～10日

の間に窓口で申込できます。 

予約申込は4カ月前の 15日以降に窓口又はちば施設予

約システムから申込できます。 

施設に空きがあれば当日も申込できます。 

 ▼  
予約が取れたら、2週間以内に施設窓口に「コミュニ

ティセンター利用許可申請書」を提出し、提出から 10

日以内に利用料金をお支払い下さい。 
利用料金の支払 

予約が取れたら、2週間以内に施設窓口に「コミュニ

ティセンター利用許可申請書」を提出し、提出から 10

日以内に利用料金をお支払い下さい。 

 ▼  
利用料金支払い後、「コミュニティセンター利用許可

書」を発行します。 利用許可 確定 
利用料金支払い後、「コミュニティセンター利用許可

書」を発行します。 

 ▼  

ご利用の 1か月前までに。利用当日のスケジュール、

舞台設営、附属設備の利用申込、会場整理等の打合せ

を行います。 
事前の打合せ 

会議室の連結利用等は事前にご相談下さい。 

 ▼  

利用許可書を提示してください。使用する附属設備料

金をお支払い下さい。 ご利用当日 
利用許可書を提示してください。使用する附属設備料

金をお支払い下さい。部屋の鍵をお開けいたします。 

利用者登録 

・ちば施設予約システムから利用者ＩＤを取得した後に、本人確認ができるものをご持参の上、施設窓口にお越しに

なり、利用可能施設としての登録をしてください。ＩＤを取得しただけでは利用できませんので、ご注意ください。 

ちば施設予約システム URL:https://www.cm1.eprs.jp/yoyaku-chiba/jw/view/user/homeIndex.html?communitycd=U8 

・利用者登録は、団体登録と個人登録の 2 種類があります。 

・団体登録は、満 16歳以上の方が代表者をしている団体（2人以上）が登録できます。 

・個人登録は、満 16歳以上の方が個人利用する場合、登録できます。 

  ※個人登録による利用申込は、登録者本人が 1人で利用する場合に限ります。 

【利用者登録に必要なもの】 

  ◎本人確認ができるもの 

        □健康保険証 □運転免許証 □パスポート □社員証 □学生証 など 

※団体登録は代理人の方でも可能です。その場合は代理人の方と登録者の方の両方の 

本人確認書類が必要になります。 

※利用者登録の有効期間は、2年間とします。施設窓口で更新手続きを行ってください。 

更新手続きを行わなかった場合、有効期限の翌日から施設予約システムがご利用いた 

だけなくなリます。 

◎ちば施設予約システムのすでに利用者ＩＤをお持ちの方はＩＤ番号 

利用資格 

MORI×MORI ホール（多目的ホール）、控室１・２、 

ギャラリーMORI×MORI（市民ギャラリー） 

団体登録をした方。 
※ただし、市民を対象にした発表会等は個人利用可。 

※市外利用者、入場料を取る場合、営利目的の場合は利用料金が異なります。 

会議室Ａ～Ｅ、 

スタジオ１・２、キッチンスタジオ、工芸スタジオ 
団体登録をした方。スタジオ 1・2 は、個人利用可。 
※市外利用者、入場料を取る場合、営利目的の場合は利用料金が異なります。 

成田市公津の杜コミュニティセンターの貸出施設   

 

↑携帯電話はこちら 

↑スマートフォンは 

こちら 



 

お申込受付期間 
貸出施設の利用申込には、抽選申込と予約申込の 2つの申し込み方法があります。 

MORI×MORI ホール（多目的ホール）、控室１・２、 

ギャラリーMORI×MORI（市民ギャラリー） 

抽選申込 

ご利用日の属する月の 12 ヵ月前の 1 日～10 日の間に 

窓口で申込。該当する 1 ヵ月分をまとめて抽選。 

抽選結果は 14 日以降ちば施設予約システム又は窓口 

にて確認。 

予約申込 
ご利用日の属する月の 12ヵ月前の 15日以降～ご利用日

の 30 日前まで、窓口又はちば施設予約システムで申込。 

会議室Ａ～Ｅ、 

スタジオ１・２、キッチンスタジオ、工芸スタジオ 

抽選申込 

ご利用日の属する月の４ヵ月前の 1 日～10 日の間に 

窓口で申込。該当する 1 ヵ月分をまとめて抽選。 

抽選結果は 14 日以降ちば施設予約システムもしくは 

窓口にて確認。 

予約申込 
ご利用日の属する月の４ヵ月前の15日以降～当日まで、

窓口又はちば施設予約システムで申込。 

抽選申込の上限 

MORI×MORI ホール（多目的ホール）、控室１・２、 

ギャラリーMORI×MORI（市民ギャラリー） 

15 コマ（1 ヵ月あたり・1 コマは 1 施設の１利用区分） 

※全日利用は 3 コマとなります。         ※休館日は除く 

会議室Ａ～Ｅ、 

スタジオ１・２、キッチンスタジオ、工芸スタジオ 

8 コマ（1 ヵ月あたり・1 コマは 1 部屋 2 時間） 

※全日利用は 6 コマとなります。         ※休館日は除く 

利用料金の支払と利用許可 
・予約が取れたら、2 週間以内に施設窓口に「コミュニティセンター利用許可申請書」を提出し、申請書提出後 10 日

以内に利用料金をお支払い下さい。「コミュニティセンター利用許可書」を発行します。（「コミュニティセンター利

用許可申請書」は窓口にて発行しています。） 

 2週間以内に手続きが行われない場合、自動的に予約が取り消されますのでご注意下さい。    

・利用料金は、申請書提出から 10日以内にお支払いください。（指定金融機関へ振り込みも可） 

・利用許可申請書の内容に審査を要する場合には、利用料金のお支払を待っていただく場合があります。審査に要す

る期間は、申請期間の 2週間には含まれません。 

利用の変更（※１）と取消  ※１：変更とは同一の部屋で日時の変更をすることです。 

・利用許可書を受け取った後は、システムから予約の変更・取消はできません。施設窓口で変更・取消申請を行って

ください。申込された方の都合による取消は下表の通り料金を返還します。 

・変更・取消の手続きは、施設窓口で、「コミュニティセンター利用変更・取消許可申請」に記入の上、利用許可書を

添えて提出して下さい。新たに「コミュニティセンター利用変更・取消許可書」を発行します。 

・いったん利用許可書を受け取ったあとに、利用を変更するときは、下記の変更可能期間までは、希望の利用日・施

設に空きがある場合に可能です。 

 MORI×MORI ホール（多目的ホール）、控室１・２、 

ギャラリーMORI×MORI（市民ギャラリー） 

変更可能期間 既に利用許可を受けている日の 30 日前まで 

返還料 
利用予定日の 30 日前までは既納利用料金の 60％を

返還します。この日を過ぎますと返還されません。 

会議室Ａ～Ｅ、 

スタジオ１・２、キッチンスタジオ、工芸スタジオ 

変更可能期間 既に利用許可を受けている日の 7 日前まで 

返還料 
利用予定日の７日前までは既納利用料金の 60％を

返還します。この日を過ぎますと返還されません。 

※当施設の都合または災害、その他利用者の責めに帰することのできない理由で利用不能になった時は、利用料金の

全額を返還します。 

 

 
 

 

 

 

 

成田市公津の杜コミュニティセンターの貸出施設 

 

ご利用の制限（次の場合はご利用のお断りまたは中止させていただくことがあります） 

●公の秩序を害し，又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。● コミュニティセンターの設置の目的に反するとき。●コミュニティセンターの

管理運営上支障が生じるおそれがあるとき。●虚偽の申請、不正な許可の取得をしたとき。●成田市コミュニティセンターの設置及び管理に関

する条例及び規則に違反したとき。 



 

利用料金 （平成 27年 4月 改訂） 

■MORI×MORI ホール(多目的ホール）、控室１・２、ギャラリーMORI×MORI（市民ギャラリー） 

施設名 曜日 
午前 

9：00～12：00 
  

午後 
13：00～16：30 

  
夜間 

17：30～21：00 
全日 

 9:00～21:00 

MORI×MORIホール 
(多目的ホール） 

定員：202 名（248.39 ㎡） 

平日 6,170 円   7,200 円   7,200 円 20,570 円 

土･日･祝 7,400 円   8,640 円   8,640 円 24,680 円 

控室１  
定員：7 名（13.95 ㎡） 

全日 300 円   360 円   360 円 1,020 円 

控室 2   
定員：7 名（15.10 ㎡） 

全日 300 円   360 円   360 円 1,020 円 

ギャラリーMORI×MORI    
(市民ギャラリー） 

全面 定員：60 名（200 ㎡） 

平日 1,290 円   1,500 円   1,500 円 4,290 円 

土･日･祝 1,550 円   1,800 円   1,800 円 5,150 円 

ギャラリーMORI×MORI   
(市民ギャラリー） 

半面 定員：30 名（100 ㎡） 

平日 640 円   750 円   750 円 2,140 円 

土･日･祝 770 円   890 円   890 円 2,550 円 

■会議室Ａ～Ｅ、スタジオ１・２、キッチンスタジオ、工芸スタジオ 

施設名 
午前１ 

9：00～11：00 
午前２ 

11：00～13：00 
午後１ 

13：00～15：00 
午後２ 

15：00～17：00 
夜間１ 

17：00～19：00 
夜間２ 

19：00～21：00 
全日 

 9：00～21：00 

会議室Ａ  定員：24 名（69.67 ㎡） 940 円 940 円 940 円 940 円 940 円 940 円 5,640 円 

会議室Ｂ  定員：18 名（30.38 ㎡） 410 円 410 円 410 円 410 円 410 円 410 円 2,460 円 

会議室Ｃ  定員：18 名（23.46 ㎡） 300 円 300 円 300 円 300 円 300 円 300 円 1,800 円 

会議室Ｄ  定員：33 名（79.55 ㎡） 1,070円 1,070円 1,070円 1,070円 1,070円 1,070円 6,420 円 

会議室Ｅ  定員：18 名（23.54 ㎡） 300 円 300 円 300 円 300 円 300 円 300 円 1,800 円 

スタジオ１ 定員： 8 名（45.10 ㎡） 720 円 720 円 720 円 720 円 720 円 720 円 4,320 円 

スタジオ２ 定員：45 名（77.68 ㎡） 1,250円 1,250円 1,250円 1,250円 1,250円 1,250円 7,500 円 

キッチンスタジオ定員:25名（88.41㎡） 1,440円 1,440円 1,440円 1,440円 1,440円 1,440円 8,640 円 

工芸スタジオ 定員:18 名（64.62 ㎡） 860 円 860 円 860 円 860 円 860 円 860 円 5,160 円 

※市外利用者は上記利用料金の 5割増しとなります。 

※市内利用者とは、団体構成員の２／３以上が成田市在住・在勤・在学者であることが前提となります。 

※有料での催し物は、入場料金により割増料金が変わります。 

 入場料：500円以下/2割増し 501円～1,000円以下/4割増し  1,001円以上/6 割増し 

※物品の販売その他の営利を目的とした利用は上記料金表より 8割増しとなります。 

なお、営利を目的とした利用には制限があります。施設窓口でお確かめ下さい。 
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成田市公津の杜コミュニティセンター 

■電話番号：0476‐27‐5252 

■ＦＡＸ番号：0476‐27‐5353 

■開館時間：9:00～21:00 

■休 館 日：第 4 月曜日 
（第 4 月曜日が祝日に 

あたるときはその翌日） 

年末年始（１２/２９～１/３） 

■ＵＲＬ：http://www.morinpiakozu.jp 

■指定管理者：アクティオ株式会社 

成田市立図書館公津の杜分館  

■電話番号：0476-27-7100 

■ＦＡＸ番号：0476-27-6800 

■開館時間：平日/9:30～19:00  

土・日・祝/9:30～17:00 

■休 館 日：毎週月曜日、 
（祝日が日・月曜日に 

あたるときの次の平日） 

年末年始（１２/２９～１/4） 

その他、館内整理日 

公津の杜なかよしひろば 

■電話番号：0476-27-7300 

■ＦＡＸ番号：0476-27-3344 

■開館時間：9:00～16:30 

第 2 土曜日 9:00～15:00 

■休 館 日：第 4 月曜日 
（第 4 月曜日が祝日に 

あたるときはその翌日） 

年末年始（１２/２９～１/３） 

成田市公津の杜コミュニティセンターの貸出施設 

 


