
【利用可能施設例一覧】

施設名 所在区 住所 電話番号 主な貸室 定員 面積 URL QRコ－ド

大ホ－ル 2000人（車いす最大18席）

主舞台：間口18.0m × 奥行※22.0m ×

高さ9.0~12.5m

(プロセニアム形式)

※ 舞台前からホリゾント幕まで

上手舞台：間口15.9m × 奥行23.8m

下手舞台：間口7.2m × 奥行23.8m

後舞台：間口20.0m × 奥行9.3m

※リアプロジェクションスペ-ス有り

小ホ－ル 312人（車いす4席）

間口12.2m×奥行※1 9.6m×高さ

5.4~9.0m

(ワンボックスタイプ)

※1 舞台前からホリゾント幕まで

屋上庭園 － －

交流・創作ガレリア － －

文化交流室
約160人（※3室利用時）

約24人（※1室利用時）

A：69㎡

B：93㎡

C：69㎡

多目的室 120人 166㎡（たて16.9m×よこ9.8m）

大スタジオ 220人 287㎡(17.6m×16.3m)

小スタジオA 6人 18㎡

小スタジオB 12人 36㎡

小スタジオC 20人 63㎡

ホ－ル
798人（車いす用スペース４席含

む）別途、親子室あり
1124㎡

リハ－サル室 60人 122㎡

ギャラリ－ － 314㎡

クッキングル－ム 28人 93㎡

茶華道室 15人 65㎡

視聴覚室 30人 61㎡

和室 30人 59㎡（24畳）

研修室1 93人 133㎡

研修室2 90人 124㎡

研修室3 72人 110㎡

アトリエ 20人 64㎡

器楽練習室 8人 19㎡

工芸室 28人 61㎡

ミュ－ジックル－ム 30人 71㎡

https://www.feniceｰ

sacay.jp/

http://www.sofiaｰ

sakai.jp/

フェニ－チェ堺

（堺市民芸術文化

ホール）

堺区
〒590－0061

堺区翁橋町2－1－1
232－1400

中文化会館 中区
〒599－8273

中区深井清水町1426
270－8110
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施設名 所在区 住所 電話番号 主な貸室 定員 面積 URL QRコ－ド

メインホ－ル 401人（別途車いす5席） －

フラットホ－ル － 223.7㎡

リハ－サル室 － 91.3㎡

ギャラリ－ － 500.5㎡

練習室1 － 37.8㎡

練習室2 － 23.6㎡

練習室3 － 13.6㎡

練習室4 － 25.3㎡

練習室5 － 24㎡

和室 24人 10畳、12畳

工芸室 37人 88㎡

料理室 35人 106㎡

講座室1 33人 48㎡

講座室2 25人 53㎡

研修室 110人 132㎡

プレイル－ム － －

ホ－ル
540人

（車いす5席、親子鑑賞席4人）
－

ギャラリ－ － 94㎡

ミュ－ジックスタジオ1 14人 30㎡

ミュ－ジックスタジオ2 14人 26㎡

レッスンル－ム 80人 115㎡

会議室 14人 33㎡

講座室（アトリエ） 30人 59㎡

創作室 24～36人 84㎡

焼窯・作業室 5人 17㎡

セミナ－ル－ム（多目的室） 100人 170㎡

AVル－ム 30人 59㎡

教養室 21人 39㎡

茶華道室 20人 10畳と8畳の続き間

クッキングル－ム 24～30人 95㎡

ダイニングル－ム 25人 28㎡

プレイル－ム － －

http://www.westyｰ

ogbc.jp/

https://www.sakaiｰ

bunshin.com/facilitie

s/east/about/

堺市立西文化会館 西区
〒593－8324

西区鳳東町6丁600
275－0120

○文化ホ－ル

〒599－8123

東区北野田1084－136

○文化ホ－ル

230－0134

○生涯学習施設

234－5691

○生涯学習施設

〒599－8123

東区北野田1077－301

アミナス北野田3階

堺市立東文化会館 東区
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施設名 所在区 住所 電話番号 主な貸室 定員 面積 URL QRコ－ド

ホ－ル 709人（車いす5席） 1739㎡

講座室1 120人 211㎡

講座室2 45人 87㎡

講座室3 24人 42㎡

講座室4 24人 42㎡

研修室 63人 110㎡

第1会議室 36人 87㎡

第2会議室 15人 60㎡

視聴覚室 60人 99㎡

音楽室 40人 99㎡

料理室 48人 110㎡

陶芸室 48人 104㎡

和室1 20人 10畳

和室2 20人 12畳

ホ－ル 536人（車いす5席、親子室4席） 726㎡

リハ－サル室 70人 90㎡

音楽室1 50人 75㎡

音楽室2 20人 41㎡

工芸室 38人 91㎡

乾燥作業室 － 33㎡

和室 24人 10畳と10畳の続き間

講座室1 36人 86㎡

講座室2 26人 68㎡

プレイル－ム － 27㎡

料理室 38人 108㎡

視聴覚室 53人 83㎡

研修室（5室）

※1室として利用可
140人（28人×5室） 220㎡（44㎡×5室）

つつじ1 － 58.73㎡

つつじ2 － 58.73㎡

しょうぶ1 － 41.78㎡

しょうぶ2 － 83.56㎡

もず1 － 74.07㎡

もず2 － 74.07㎡

やなぎ1 － 50.03㎡

やなぎ2 － 50.03㎡

https://www.sakaiｰ

bunshin.com/facilitie

s/bunka/about/

http://www.miharaｰ

hall.jp/index.html

222－5533

〒590－0141

南区桃山台2－1－2
296－0015

https://www.sakaiｰ

bunshin.com/facilitie

s/toga/about/

堺市立文化館

堺市立美原文化会館 美原区
〒587－0002

美原区黒山167－1
363－6868

〒590－0014

堺区田出井町1－2－200

（ベルマ－ジュ堺弐番館

内）

堺区

堺市立栂文化会館 南区
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施設名 所在区 住所 電話番号 主な貸室 定員 面積 URL QRコ－ド

茶室

（西江軒/風露軒/得知軒）
－ 8畳×3間

講座室
60人（全室利用時）

30人（半室利用時）

55.36㎡（全室利用時）

27.10㎡（半室利用時）

企画展示室 －
155.83㎡（全室利用時）

75.43㎡（半室利用時）

堺市茶室　伸庵 堺区

〒590－0802

堺区百舌鳥夕雲町2丁(大

仙公園内)

233－5258

（堺観光コンベン

ション協会）

247－1447

（堺市茶室）

茶室 － －

https://www.sakaiｰ

tcb.or.jp/spot/detail/

107

ホ－ル 496人 －

大研修室 144人 255㎡

第1会議室 45人 72㎡

第2会議室 45人 78㎡

第3会議室 54人 82㎡

第4会議室 24人 51㎡

第5会議室 24人 53㎡

和室 32人 30㎡

ホ-ル 400人（車いす5席） 438㎡

リハ-サル室 - 91㎡

第1会議室 108人 174㎡

第2会議室 30人 111㎡

第3会議室 27人 56㎡

第4会議室 24人 51㎡

第5会議室（ギャラリー） 54人 114㎡

研修室1 36人 88㎡

研修室2 42人 88㎡

工芸実習室 37人 105㎡

料理実習室 37人 105㎡

教養文化室（和室） 33人（12畳：9名/22畳：24名） 合室34畳

多目的ホール 624人（ホール利用時） 684㎡

https://www.nemｰ

shiteikanri.jp/shisetsu

/sunsquare/index.ht

ml

https://www.sakaiｰ

syakyo.net/contents/f

ukushikaikan/

サンスクエア堺

（堺市立勤労者総合

福祉センター）

堺区
〒590－0014

堺区田出井町2－1
222－3561

さかい利晶の杜 堺区
〒590－0958

堺区宿院町西2丁1番1号
260－4386

https://www.sakaiｰ

rishonomori.com/

堺市総合福祉会館 堺区
〒590－0078

堺区南瓦町2－1
222－7500
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施設名 所在区 住所 電話番号 主な貸室 定員 面積 URL QRコ－ド

第1集会室 50人 44畳

第2集会室 48人 －

第3集会室 60人 －

学習室 54人 －

プレイル－ム 100人 －

クラフトル－ム 32人 －

第1研修室 26人 －

第2研修室 24人 －

第3研修室 24人 －

第4研修室 12人 －

茶華道室 24人 12畳

視聴覚室 30人 －

第1音楽室 26人 －

第2音楽室 24人 －

ホ－ル（フロ－リング） 60人 －

プレイホ－ル 150人

学習室 60人 －

活動室 30人 －

第1研修室 20人 －

第2研修室 42人 －

第3研修室 20人 －

工芸室 43人 －

美術室 48人 －

茶華道室 30人 －

第1音楽室 30人 －

第2音楽室 20人 －

第3音楽室 20人 －

自炊場 30人 敷地400㎡（一部屋根あり）

グラウンド － －

体育室

（※2022年4月オープン予定）
－ －

https://osakaymca.or.

jp/community/youth

center/index.html

https://www.osakaym

ca.or.jp/community/y

outhie/index.html

堺市立青少年の家 南区
〒590－0121

南区片蔵32番地
292－0010

堺市立青少年

センタ－
堺区

〒590－0930

堺区柳之町西1－3－19
229－5120
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施設名 所在区 住所 電話番号 主な貸室 定員 面積 URL QRコ－ド

イベントホ－ル 846人（ホ－ル形式） 1047㎡（展示会形式）

コンベンションホ－ル 70人 156㎡

会議室1 90人 168㎡

会議室1-1（会議室1の半室利用） 45人 84㎡

会議室1-2（会議室1の半室利用） 45人 84㎡

会議室3 36人 74㎡

会議室4 24人 61㎡

会議室5 30人 84㎡

セミナ－室1 45人 78㎡

セミナ－室2 63人 110㎡

セミナ－室3 36人 59㎡

セミナ－室4 108人 158㎡

セミナ－室5 90人 141㎡

ミ－ティングル－ム 30人 58㎡

小ホ－ル － 158㎡

みはら歴史博物館

（M・Cみはら）
美原区

〒587－0002

美原区黒山281番地
362－2736 附属ホ－ル

260人（車いす1席につき2席減。

車いす席2席）
－

http://www.mcｰ

mihara.jp/

※本一覧は利用可能なホール、会議室等を備えている本市所管施設の一部を掲載しています。

※本一覧に掲載していない堺市内の施設で実施する場合も、補助金の要件に該当する場合は補助対象になります。

※施設の詳細、空き状況、利用に係る注意事項等については、各施設のホームページをご参照ください。

※緊急事態宣言の発令等によって、収容人数の制限や感染防止対策へのご協力をお願いすることがあります。

堺市産業振興

センタ－
北区

〒591－8025

北区長曽根町183番地5

255－0111

（貸会場申込・

問合せ）

https://sakaiｰ

ipc.jp/about/access.h

tml
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