
（資料１） 

「花みどり文化センター」貸出施設のご案内  【講座運営事業者公募用】 

「花みどり文化センター」は、「みどりの文化ゾーン」における「緑の文化」に関連した行催事等の

活動拠点として整備したものです。 

館内では、公園が企画し実施する行催事の他、以下の条件に合う場合は一般の方でも所定の手続きに

より利用頂くことができます。 

1）「緑の文化」に関連した行催事 

2）地域振興に資する行催事で、国、地方公共団体、公益法人等が主催、共催、または後援するもの 

3）国営昭和記念公園の利用増進に資するもの 

  
施設利用料  
 
以下の施設について、屋内外を利用した各種展示、イベント、活動発表、講習会、シンポジウム等の

場としてご利用いただけます。  
使用料          単位 円 貸出し施設と面積 

午前（9:30
～12:30） 

午後（13:30
～16:30） 

全日（9:30
～16:30） 

備考 

ギャラリー1（186 ㎡） 4,400 4,400 10,400 
作品展示、20名程度の小講座、
集会等向き 

ギャラリー2（110 ㎡） 2,600 2,600 6,100 
作品展示、20名程度の小講座、
集会等向き 

ギャラリー3（95 ㎡） 2,200 2,200 5,300 
作品展示等向き 
 

ギャラリー4（112 ㎡） 2,600 2,600 6,200 
作品展示等向き 
 

ギャラリー5（160 ㎡） 3,800 3,800 8,900 
作品展示等向き 
 

ギャラリー１～５の一括利用
（通路 a,b,c を含む）（1192 ㎡） 

28,600 28,600 66,700 
展示会、企画展、イベント向
き 

ギャラリー３～５の一括利用
（通路 a,b を含む）（587 ㎡） 

14,000 14,000 32,800 
展示会、企画展、イベント向
き 

ギャラリー３～５の一括利用
（通路 aを含む）（475 ㎡） 

11,400 11,400 26,600 
展示会、企画展、イベント向
き 

ギャラリー４～５の一括利用
（通路 aを含む）（380 ㎡） 

9,100 9,100 21,200 
展示会、企画展、イベント向
き 

講義室 a（149 ㎡） 
 

4,400 4,400 10,400 
100 名程度※までの講習会等
座学イベント向き 

講義室 b（22 ㎡）    600  600 1,500 講義室 aの付属部屋 

研修室（64㎡） 
 

1,900 1,900 4,400 
40 名程度で水道、ガスを使う
教室等の講習会向き 

屋外テラス１ 
（309 ㎡） 

1,500 1,500 3,600 
ガス・水道・電気設備あり。
屋外作業・体験講座向き 

屋外テラス２ 
（163 ㎡） 

 800   800 1,900 
ガス・水道・電気設備あり。
屋外作業・体験講座向き 

屋外テラス３ 
（152 ㎡） 

 700   700 1,800 
テラス３との一体利用可 

・使用料金は変動することがあります。 

・上記施設と、花みどり文化センターの前面にある「ゆめひろば」を一体的に使用することも可能です。 

・光熱水費は上記に含まれます。但し、通常の利用を超える場合は、別に申し受ける場合があります。 

・11 月 1日～2月末日の期間は、午後 13:00～16:00、全日 9:30～16:00 となります。 

※定員 100 名程度はメモ台付きチェア（単座）使用時。会議テーブル使用時は 60 名程度 



【参考】 

○ゆめひろば 

 「花みどり文化センター」の前面に広がる、大規模な屋外イベントの会場として整備した芝生広場で、

25,000 ㎡の面積があります。広場内には、電気・給排水などイベント実施に当たり必要な設備を整えて

います。 

実施可能なイベントは、「花みどり文化センター」と同様で、使用にあたっては有料となります。 

（１㎡当たり約 20 円） 

  

○付属備品の使用について 

施設の利用にあたっては、以下の付属備品が無料で利用できます。 

ゆめひろば     ：仮設フェンス、イベント用屋外変電設備など 

花みどり文化センター：展示パネル、展示台、プロジェクター（講義室のみ）、 

床壁映像展示システム（ギャラリーのみ）、机・椅子、結界、 

ＤＶＤプレーヤー、液晶ディスプレイなど 

 
貸出手続き  
 
施設の利用に当たっては、「花みどり文化センター」の受付にて利用申請をしていただきます。 

 



花みどり文化センター平面図と区分 

 



主な貸し出し施設 
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国営昭和記念公園 利用案内 

 
■開園時間 

３月１日～１０月３１日  9：30～17：00 （但し、プール開設期間・催し物等によって変

更する場合があります） 

１１月１日～ ２月 末日  9：30～16：30 

 
■休園日 

年末年始（12 月 31 日・1月 1日）、および 2月第 4月曜日とその翌日 

 
■入園料と駐車料金 

入園料 一般 団体 

 

年間パスポート 

大人（15 歳以上） 400 円 280 円 4,000 円

小人（小･中学生） 80 円 50 円 800 円

・小学生未満のお子様は無料です。 

・団体は有料入園者の方、小学生以上の方 20 人以上からです。 

・身体障害者手帳・療育手帳及び精神障害者手帳の交付を受けている方は本人のみ無料となります。 

・詳しくは係員、または昭和管理センターまでお問い合わせ下さい。 

駐車料金 

車種 料金 収容台数 

大型（1 回） 1,780 円 
83 台(立川口) 

10 台（砂川口） 

普通（1 回） 820 円 

1,775 台 (立川口) 

345 台 (西立川口) 

431 台（砂川口） 

原付・自動二輪（1 回） 250 円 

70 台 (立川口) 

40 台 (西立川口) 

18 台（砂川口） 

・身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けている方が同乗されている場合無料となります。 

・観光バス等で西立川口駐車場をご利用の際は、西立川口で乗客の方に降車していただき立川口駐車場及

び砂川口駐車場へ回送してください。（同様に西立川口での乗車も可能です。） 

 

 ※ 「みどりの文化ゾーン」について、入園は無料です。開園時間及び休園日は、原則として上記と

同様に運営します。 







平成２０年４月期　主な講座実例

講座内容 開催場所

フラダンス 講義室

公園スケッチ 野外

ウクレレ入門 講義室

紅茶を楽しむ 研修室

デジカメ入門 講義室

フラワーアレンジメント 研修室

あみあみ草履 講義室

おとなの絵日記 研修室

マラソン完走 研修室

絵てがみ 研修室

風景を撮る 講義室

ハワイアン・ロミロミ 講義室

アロマ検定 研修室

刺しゅう 講義室

四季の水彩画 研修室

ハーブを楽しむ 研修室

ハーバルオイル 講義室

楽しいおし花 研修室

シェイプアップウォーキング 研修室

(資料３）




