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いち早く予約をご希望の場合は利用調整会議でお申し込みください。
会議は毎月1日午後6：30よりさくらホールにて行います。
（1月のみ4日が利用調整会議となります。）※筆記用具を持参の上でご出席ください。

年中無休  9：00～22：00
保守点検のため、利用時間を制限する日が月に1・2回あります。
舞台の準備や撤収のため9時以前や22時以降のご利用も可能です。

チケットに関する営業時間　9：00～21：00
チケットの予約販売、プレイガイドの受託は夜9時までとなります。

サービスセンターの営業時間  9：00～22：00
夜10時まで施設の利用受付、お問い合せなどに対応しています。
仕事帰りでも便利にご利用いただけます。

大・中・小ホール‥1年前の月の利用調整会議から申込可能
アートファクトリー‥3ヶ月前の月の利用調整会議から申込可能
※受付開始前に利用が決定している催事もありますので、事前にお問い合せください。

2020年8月の利用調整会議 ※受付時間18：00～18：30（時間厳守）
8月1日（土）18:30から下記の申込の調整を開始します。
●2021年8月の大・中・小ホール　●2020年9月の大・中ホール（時間）
●2020年11月のアートファクトリー・小ホール（時間）、大・中ホール練習利用（区分利用）
状況により、実施方法が変更となる場合があります。お問い合わせください。

　さくらホールの施設利用申込について

さくらホールでの
新型コロナウイルス
感染症対策について

　営業時間・保守点検日のご案内

2020年7月の保守点検日　7月21日（火）9:00～17:00
17：00以降は通常営業となります。詳しくはお問合わせください。

文化芸術活動等応援プロジェクト

・ 発熱や咳などの症状がある方のご入場はご遠慮ください。
・ 入館の際には、マスクをご着用ください。
・ ３密（密閉・密集・密接）回避にご協力ください。
・ 不特定多数でのご利用はご遠慮ください。必ず参加者の連絡先を把握してください。
・ 各部屋に利用推奨人数を設定していますので、ご希望の部屋よりも大きな部屋をお勧め
　する場合があります。

国・県・市の方針に従いながら開館しておりますが、状況が刻々と変わりますので、ホームページでご確認いただくか、電話などでお問い合わ
せください。皆様が安全にご利用いただけるよう、今後も対応してまいります。ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。

コンサートや発表会が中止となり悲しい思いをした地元の子どもたち、
文化芸術愛好家などの活動を応援するため、県内利用者に限り、
ホールの利用料を応援価格にしています。
期間・場所： 令和2年8月31日まで利用の大・中・小ホール
応援価格： 通常料金の約半額
 ※応援価格は会場料のみです。楽屋・付帯設備料金は通常価格です。
入場者数： 大ホール620名以内・中ホール210名以内・小ホール50名以内
 ※大ホールは音響設備改修工事のため、7/31までご利用いただけません。
 （6/26現在　今後の国・県・市の方針により、変動する場合があります。）

さくらホールを利用して、みんなで元気になろう!!

「ゴスペラーズ坂ツアー
2019～2020 〝G25〞」

振替公演中止とチケット払い戻しのご案内
公演日： 2020年8月6日（木） 中止
期　間： 2020年7月31日（金）21:00まで
 ※7/21（火）のみ17:00～21:00までの受付時間となります。
対　象： チケット料金
 さくらホール窓口で購入されたチケットが対象です。
方　法： さくらホール窓口にて現金での返金
持ち物： ①チケット（お手持ちのチケットと引き換えに、
 　さくらホール窓口で払い戻します。）
 ②印鑑（領収印が必要ですので印鑑をご持参ください。）
※さくらホール以外のプレイガイドで購入されたチケットに
　ついては、GIPのHPに払い戻しの情報が掲載されています。

子どもの舞台芸術体験事業「KIDSART」2020
夏休みスペシャル・演劇ワークショップ　

ここは流行り病におかされた国。心がすさみ誰のことも信じられなくなった極悪の王マスキングは、
人びとからマスクを取り上げ、恐怖のどん底におとしいれていた！
そんな極悪王を改心させ、苦しむ人びとを救うため、ひとりの若者が「伝説のマスク」をつけて走り出した！
おそいかかるいくつもの罠！ はたして若者は極悪王の城へたどり着くことはできるのか……！

2020年 7/29（水）～7/31（金） 時間：10:30～15:30　※昼食は参加者各自持参
プログラム

日　　程

１日目 〈考える〉 物語を考えよう
２日目 〈身体をうごかす〉 言葉と身体をつかって演じてみよう
３日目 〈おもしろくする〉 表現を工夫しよう

講　　師 演劇作家　小堀陽平（こぼりようへい）

対　　象 年長児（満５歳）～小学校６年生　

募集人数 定員25人（先着順）

参加料金 1,500円（１人３日間）

持ち物 昼食、水筒、筆記用具、マスク、ハンカチ、ティッシュ

申し込み締切
「申し込み書」をFAX、メール、窓口にて提出してください。
申込書は窓口とホームページに用意しています。

安全に楽しく

7月10日（金）必着

マスク着用・手指の消毒、ヘルスチェックシートなど
コロナウィルス感染防止対策はホームページをご覧ください。

あらすじ

「極悪王マスキングの罠」
ごく　あく　おう わな

極悪王ってどんな人？　どんな罠だろう？　「伝説のマスク」の能力は？
そんなことをみんなで考えてからだをつかって表現します。

東京都出身。日本大学芸術
学部演劇学科卒、同大大学
院芸術学研究科舞台芸術専
攻博士前期課程修了。2017
年より西和賀町文化創造館
アートコーディネーターに
着任。町民劇事業「銀河ホー

ル演劇部」、演出力を競う日本唯一の高校演劇
大会「いわて銀河ホール高校演劇アワード」を
企画・実施。2019年、NPO芸術工房の一員と
して岩手県文化芸術コーディネーターを担当。
岩手県立千厩高等学校部活指導員として演劇
部の指導にあたる。

小堀陽平（こぼりようへい）
講 師

ストリートピアノ実施中ストリートピアノ実施中



営業時間／9：00～22：00（年中無休）
保守点検のため、利用時間を制限する場合がございます。
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●Art cafe桜都

TEL：0197-65-5255
営業時間：10:30～20:30　定休日：月曜日

桜都
お　　　と

Art cafe

さくらホール館内レストラン

さくらホールは新型コロナウイルス感染症対
策の緊急事態宣言を受け、4/22から5/7ま
での16日間、臨時休館しました。この間に
行ったメンテナンス作業の一部をご紹介し
ます。

さくらホール
メンテナンス日誌

２階の広いスペースを活用し、音響スタッフが
汗だくになりながら作業しました。

ドラムのメンテナンス

音響
スタッフ

テーブル・ホワイトボードなど
各種備品のメンテナンス
専用の洗剤を使用してテーブルを磨いたり、
緩んだネジを締めたり、備品の状態を整えました。

受付
スタッフ

フリースペースの椅子カバーの刷新
布製から、ビニルレザー製へ。ガラス張りの
館内なので、太陽光に強い素材にしました。
※写真は通常時の状態です。現在は感染症
対策で１テーブルにつきイス1台となっています。

施設管理
スタッフ

「アマビエ」を描いて厄除け
疫病を防ぐと言われている妖怪「アマビエ」。
館内各所に掲示し、施設の案内をしています。

掲示物
作成
スタッフ

他にもいろいろなところがパワーアップ！
きれいになった施設を、ぜひご利用ください。

　基本的な感染対策に加え、ホール客席では一席間隔での着席をお願いしています。そのためのさくらホールから
の提案の一つが、観客のお1人お1人に協力してもらい、右隣を「思いやりの指定席」にすること。
　出演者にとってもステージ上からみえる景色に嬉しくなって緊張感がほぐれたり、観客にとっても妙に距離感が
あって落ち着かない空間よりも、思いやりがあって楽しくなるような工夫いっぱいの雰囲気だと、公演鑑賞の楽し
みを倍増してくれます。
　また、付き添いが必要な方や幼児連れの親子など、隣に着席が
必要な方もいらっしゃるため、フレキシブルな対応も求められます。
その場合は、スタッフにお声がけください。
　「この状況で不安だったけど、一緒に観ることができて良かった
ね。」と思っていただけるように。一席間隔の指定席ですと、他のお
客様との距離が確保できます。
　ホール内の空間を共有するお客様にお互いに安心して集ってもら
うために、一緒にコロナ時代の劇場空間を創っていきませんか？

右隣は、思いやりの指定席！
～客席内のソーシャルディスタンス～

主催者の皆さまへ
・ ステージ上の演者からの飛沫防止のため、1列目の使用はお控え
ください。

・ 座席の適切な間隔を保つため、指定席でのチケット販売及び整理
券配布をお願いします。
 また、自由席ですと先着順となり、入場待ちの整列時に密集状態
が生じる恐れがあります。距離をとった整列スペースの確保が難し
い等の観点からもご協力をお願いします。

1列目
2列目
3列目
4列目
5列目
6列目

舞台

客席

イメージ図
●＝演者・観客

各ホールの収容人数（定員の約49％）

※1列目を使用せず、２列目以降、前後左右席を離し着席する想定の
　人数設定です。

大ホール＝約620名・中ホール＝約210名

ご提案その①
・ぬいぐるみやスカーフ、風呂敷などをお客様ご自
身が持参し、座った右隣席をKEEPすると、 客席が
どんな様子になるか、実際に再現してみました。

ご提案その②
・公演当日に配布予定のソーシャルディスタンスをと
るためのペーパー。
山折り線に沿って、三つ折りにすると、座面に収ま
ります。

みんなのサロンみんなのサロン
誰でも参加できます。

新型コロナ感染防止対策のため、予め予約をお願いします。

●クラシックサロン
お題：朝ドラ『エール』と古関裕而　7/12（日）14:00～15:30
場所：ミュージックルーム1　参加料：500円、定員：12名
※番組で使用された曲を軸に、古関裕而にまつわる作品
　（CD）を良質の音響で楽しみます。

●オカリナ体験サロン
7/13,27（月）15:30～17:00　場所：トレーニングルーム
参加料：400円、定員：8名　持ち物：オカリナ（体験用有り）
※みんなで簡単な曲を合奏します。

●カラオケ体験サロン
7/13,27（月）18:00～20:00　場所：トレーニングルーム
参加料500円、定員8名　※良質な音響でヒット曲を歌います。　

主催・申込み：ＮＰＯ法人芸術工房
電話：0197-64-7567　メール：info@g-kobo.net

予告

大ホール新スピーカーの
お披露目会を８月に企画中！
詳細は７月下旬にホームページ、および
月刊誌８月号で発表します。

ただいま更新工事中です


