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ホール・集会施設

市民会館 �21-9121 FAX. 21-6973

あおいホール（1,100 席）、甲山会館（定員 300 人）、リハーサル室（3 室）、

集会室（6 室）などがあります。音楽、演劇、会議、研修などに利用できます。

【場 所】六供町出崎 15 番地 1

【利用時間】９時～21 時 30 分

【休 館 日】第１・３月曜日、年末年始（12 月 29 日～１月３日）

甲山閣 �23-5083 FAX 25-0211

８畳から 1５畳までの和室が７室あります。茶会、各種会合に利用できます。

【場 所】六供町甲越 6 番地 21

【利用時間】９時～21 時 30 分

【休 館 日】第１・３月曜日、年末年始（12 月 29 日～１月３日）

シビックセンター �72-5111 FAX 72-5110

コンサートホール「コロネット」（421 席）、リハーサル室（２室）、集会室、

カフェレストランなどがあります。音楽発表会、音楽練習、会議、研修などに

利用できます。

【場 所】羽根町貴登野 15 番地

【利用時間】９時～22 時（施設によって異なります）

【休 館 日】年末年始（12 月 29 日～１月３日）

図書館交流プラザ・Ｌｉｂｒａ（りぶら） �23-3100 FAX 23-3165

図書館を核とした生涯学習複合施設で、中央図書館のほか、貸出施設である

可動式客席使用時最大 292 席のホール、スタジオ（６室）、会議室（7 室）な

どがあります。

【場 所】康生通西 4 丁目 71 番地

【開館時間】９時～21 時

【休 館 日】水曜日（祝日の場合は開館）、年末年始（12 月 29 日～１月３日）
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せきれいホール �25-0511 FAX 25-0512

ホール（500 席）、集会室（５室）があります。音楽・舞踏・会議・研修な

どに利用できます。

【場 所】朝日町 3 丁目 36 番地 5

【利用時間】９時～21 時 30 分

【休 館 日】第 2・第 4 月曜日、年末年始（12 月 29 日～１月３日）

竜美丘会館 �24-3951 FAX 24-3998

多目的ホール（定員 1,008 人）、集会室（９室、うち和室３室）、レストラン

があります。展示会、講演会などに利用できます。

【場 所】東明大寺町 5 番地 1

【利用時間】９時～21 時 30 分

【休 館 日】年末年始（12 月 29 日～１月３日）

岡崎公園茶室「葵松庵・城南亭」 �・FAX26-1939

本格茶室「葵松庵」、和風集会施設「城南亭」の２棟。茶会、各種会合などに

利用できます。

【利用時間】９時～21 時

【休 館 日】第２・４月曜日（１月は除く）、年末年始（12 月 28 日～１

月３日）

岡崎城二の丸能楽堂 �24-2204 FAX 24-2247

客席 300 席完備の野外能楽堂。能や古典芸能のほか、踊りや音楽の発表の場

として利用できます。

【利用時間】９時～21 時（予約は 17 時まで）

【休 館 日】年末年始（12 月 29 日～１月１日）

岡崎公園巽閣 �22-2122 FAX 22-2201

40 畳の大広間、控え室、湯沸かし所などを完備。各種会合に利用できます。

【利用時間】９時～21 時（予約は 17 時まで）

【休 館 日】年末年始（12 月 29 日～１月１日）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スポーツ施設
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岡崎中央総合公園 �25-7887 FAX 25-5815

野球場・総合体育館・球技場・テニスコート・弓道場・アーチェリー場・多

目的広場・運動広場・相撲場があります。また、健康の森散策路を利用したハ

イキングやウォーキングを楽しむことができます。利用方法についてはお問合

せください。

【場 所】高隆寺町字峠 1 番地

【開館時間】９時～２１時（季節・施設によって異なります）

【休 館 日】月曜日（祝日を除く）、年末年始（12 月 2９日～１月３日）

【利用料金】施設・時間によって異なります。

岡崎市体育館 �53-1811 FAX 54-7097

バレーボール４面、バスケットボール３面、ハンドボール 1 面、テニス３面、

バドミントン１２面、卓球３０台、トレーニング室、柔剣道場があります。利

用方法についてはお問合せを。

【場 所】六名本町 7

【開館時間】９時～２１時

【休 館 日】火曜日（祝日の場合はその翌平日）、年末年始（12 月 2９日～

１月３日）

【利用料金】施設・時間によって異なります。

龍北総合運動場 �46-3261 FAX 46-3285

陸上競技場、アーチェリー場、テニスコート、野球場、サッカー・ラグビ

ー場などがあります。利用方法についてはお問い合わせを。

【場 所】真伝町字亀山 12-2

【開館時間】９時～２１時（施設によって異なります）

【休 館 日】水曜日（祝日の場合はその翌日）、年末年始（12 月 2９日～

１月３日）

【利用料金】施設・時間によって異なります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

自然・アウトドア施設

施設名 問い合わせ
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大門公園キャンプ場（大門３丁目） 公園緑地課

�23-6250 FAX 23-6559大谷公園キャンプ場（上地３丁目）

桑谷キャンプ場（桑谷町）
観光推進課

�23-6216 FAX 23-6731

岡崎中央総合公園

バーベキュー広場（高隆寺町）

総合体育館

�25-7887 FAX 25-5815

くらがり渓谷コテージ・キャンプ場・デイキ

ャンプ場（石原町）

くらがりキャンプセンター

�83-2057 FAX 83-2233

岡崎市鳳来教育林

シャクナゲの里・デイキャンプ場（新城市）

森林課

�82-4123 FAX 82-4124

少年自然の家（須淵町）
少年自然の家

�47-2357 FAX 47-3536

森の駅情報コーナー（樫山町）
中山間政策課 �23-6206 FAX 23-8970

額田センター �82-3101

ホタル学校（鳥川町）
ホタル学校

�82-3027 FAX 82-3689

わんパーク（淡渕町） わんパーク �・FAX 82-3511

おかざき自然体験の森（八ツ木町）
おかざき自然体験の森

�45-5544 FAX 45-5891


