
 

第３章 

お役立ち施設情報 



  市民活動ガイドブック 

 

 

 

東金文化会館         東金図書館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               東金市児童館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●所在 東金市八坂台 1-2107-3 
●電話番号 0475-55-6211 
●施設内容 大ホール（1,215名収

容車椅子スペース有）/小ホール
（340名収容）/こども科学館/展
示室/会議室/和室/練習室/喫茶
室 

●利用時間 午前９時～午後９時 30 分 
(申込受付は午前９時～午後５時） 
●休館日 月曜日（月曜日が祝日

の場合は水曜日）、祝日の翌日、
年末年始 

●申込み 直接お問い合わせ下さ
い。 

※文化会館の催し物については、
「広報とうがね」、ホームページ
などでお知らせしています。 

●所在 東金市東岩崎 1-1 
●電話番号 0475-50-1190 
●施設内容 児童室/閲覧室/郷土

資料室/インターネットを利用
できるパソコン 

●利用時間 午前９時～午後５時 
※６～８月及び毎週火曜日は 
午前９時～午後７時 

●休館日 毎週月曜日（月曜日が
祝日の場合は翌日）、年末年始、
毎月第３木曜日（館内整理日） 

●所在 東金市東岩崎 1-20 
●電話番号 0475-50-1235 
●施設内容 プレイルーム/図書

室/創作室/多目的室/集会室/の
びのびハウス 

●利用時間 午前９時～午後５時 
●休館日 月曜日（月曜日が祝日

の場合は翌日も休館）、祝日、年
末年始 
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東金アリーナ 

 

 

 

 

 

 

東金青年の森公園       東金市トレーニングセンター 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

東金市民スポーツ広場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●所在 東金市堀上 1361-1 
●電話番号 0475-50-1715 
●利用時間 午前９時～午後９時 
●休場日 月曜日（月曜日が祝日

の場合は水曜日）、年末年始 
●申込み 直接お問い合わせ下

さい。 

●施設内容 
メインアリーナ（車いすスペー
ス有/サブアリーナ/武道場/ト
レーニングルーム/大小会議室/
陸上競技場（車いすスペース有）

●所在 東金市松之郷 186 
●電話番号 0475-54-0610 
●施設内容 野球場（１面）/テニ

スコート（４面） 
●利用時間 午前９時～午後５時 
●休場日 火曜日（火曜日が祝日

の場合は水曜日）年末年始 
●申込み 東金アリーナへお問

い合わせ下さい。 

●所在 東金市家徳 260-1 
●電話番号 0475-55-6235 
●施設内容 多目的グラウンド

（１面）/テニスコート（４面） 
●利用時間 午前９時～午後９時 
●休場日 月曜日（月曜日が祝日

の場合は水曜日）、年末年始 
●申込み 東金アリーナへお問

い合わせ下さい。 

●所在 東金市南上宿 40-10 
●電話番号 0475-55-8720 
●施設内容 トレーニング器具/

体力測定器/温水シャワー 
●利用時間 午前９時～午後９時
●休館日 月曜日（月曜日が祝日

の場合は水曜日）、年末年始 
●申込み 直接お問い合わせ下さ

い。 
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中央公民館（併東金公民館）  正気公民館 

 

 

 

 

 

 

公平公民館          豊成公民館 

 

 

 

 

 

丘山公民館          福岡公民館 

 

 
 

 

大和公民館          源公民館 

  

 

 

 

  

●所在 東金市東岩崎 1-20 
●電話番号 0475-50-1191 
●施設内容 講堂/会議室/調理室/

研修室/和室など 
●利用時間 午前 9 時～午後 9 時 30 分 
●休館日 年末年始 

●所在 東金市家之子 885-3 
●電話番号 0475-52-1440 
●施設内容 ホール/和室/調理室
●使用料 無料 
●利用時間 午前 9 時～午後 9 時 30 分 

●所在 東金市小野 101-4 
●電話番号 0475-54-1770 
●施設内容 ホール/和室/調理室 
●使用料 無料 
●利用時間 午前 9 時～午後 9 時 30 分 

●所在 東金市田中 784-1 
●電話番号 0475-54-1330 
●施設内容 ホール/和室/調理室 
●使用料 無料 
●利用時間 午前 9 時～午後 9 時 30 分 

●所在 東金市広瀬 482-6 
●電話番号 0475-58-5046 
●施設内容 ホール/和室/調理室 
●使用料 無料 
●利用時間 午前 9 時～午後 9 時 30 分 

●所在 東金市関内 564-3 
●電話番号 0475-58-3905 
●施設内容 ホール/和室/調理室 
●使用料 無料 
●利用時間 午前 9 時～午後 9 時 30 分 

●所在 東金市砂古瀬 426 ｰ 1 
●電話番号 0475-52-5360 
●施設内容 ホール/和室/調理

室/会議室/多目的室 
●使用料 無料 
●利用時間 午前 9 時～午後 9 時 30 分

●所在 東金市上布田 22-1 
●電話番号 0475-55-9100 
●施設内容 ホール/和室/調理室 
●使用料 無料 
●利用時間 午前 9 時～午後 9 時 30 分 

-59-



第３章 お役立ち施設情報   

 

 

 

●東金市老人福祉センター 

東金市東金 1717-1 

TEL 0475-52-2920 

 

●山武健康福祉センター（山武保健所） 

東金市東金 907-1 

TEL 0475-54-0611 

 

●東金市シルバー人材センター 

東金市道庭 1193-80 

TEL 0475-58-1888 

 

●東金市社会福祉協議会 

東金市田間 3-9-1(ふれあいセンター) 

TEL 0475-52-5198 

 

●東金市簡易マザーズホーム 

東金市田間 3-9-1(ふれあいセンター) 

TEL 0475-54-1197 

 

●東金市福祉作業所 

東金市田間 3-9-1(ふれあいセンター) 

TEL 0475-52-2155 

-60-


