
大ホールご利用の主催者の皆様へのお願い （新型コロナウイルス感染防止対策について） 

2020年 8月 1日 

 

〔１〕 施設利用時の感染防止対策 

  利用される際には、以下の対策をとりご利用くださいますようお願いします。 

  ① 咳、発熱など体調がすぐれない方は、来館を控えてください。 

  ② 主催者で大ホール入場前にお客様の検温をしてください。 

   ※３７.５度以上の場合、入場をお断りしてください。 

③ 館内ではマスクを着用してください。 

※マスク忘れの方のために、主催者でマスクの予備をご準備ください。 

  ④ 入館の際は出入口に備え付けのアルコール消毒剤で手指消毒を済ませてお入りください。 

  ⑤ 楽屋等をご利用の際は３０分に１回以上、部屋の窓等を開けて換気をしてください。 

  ⑥ 人との間隔を１～２ｍあけ、密集しないようにしてください。 

  ⑦ １階エントランスホールや２階ロビーで、密になっての会話等はご遠慮ください。 

  ⑧ 対面してのご飲食はご遠慮ください。 

  ⑨ 利用日当日の参加者（出演者、スタッフ、来場者を含む）の氏名、緊急連絡先を記載した 

名簿（参加者一覧表）を作成し、利用終了後に提出してください。 

※「参加者一覧表（氏名、緊急連絡先電話）」の様式は任意ですが、当会館が作成した様式 

「参加者一覧表」をホームページからダウンロードできます。 

提出された一覧表は緊急時には保健所等公的機関へ提供する場合があります。 

 

 

〔２〕 施設利用時間 

  施設利用時間は、準備から消毒、片づけの時間を含めます。 

 

 

〔３〕 主催者に準備していただくもの 

  ① お客様の検温用体温計 

  ② 手指消毒用アルコール消毒剤 

  ③ 備品消毒用アルコール消毒剤（アルコールジェルは不可） 

  ④ 備品消毒用ペーパータオルなど 

  ⑤ ゴミ袋（消毒後のペーパータオルなどの処理用） 

 〔吹奏楽器等をご使用の場合〕 

  ⑥ 管楽器演奏時に出る結露水処理用の吸水シート 

  ⑦ 吸水シート用ゴミ袋 

  ⑧ 指揮者用フェイスシールドまたはアクリルパネル（シート） 

  ⑨ 管楽器、金管楽器演奏者の横と前を仕切るアクリルパネル（シート） 

  ※ 九州吹奏楽連盟がまとめられた別冊「演奏会等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイド 

ライン」を参照願います。 

 



 

〔４〕 参加者（来場者）への感染防止対策の呼びかけ 

  主催者は、参加者（来場者）に次の内容を事前に周知していただきますようお願いします。 

  ① 来館前に各自で検温をお願いします。 

  ② 咳、発熱など体調のすぐれない時はご来館を控えてください。 

  ③ 館内ではマスク着用をお願いします。 

  ④ 入場時のお願い 

   ア．主催者で検温します。３７.５度以上の方のご入場をお断りさせていただきます。 

   イ．お客様のお名前と電話番号を伺います。 

     緊急時には保健所等公的機関へ提出する場合があります。 

   ウ．手指消毒をお願いします。 

  ⑤ 人と人の間隔を十分に確保していただきますようお願いします。 

  ⑥ 対面してのご飲食はご遠慮ください。 

  ⑦ 体調が悪くなった場合には、直ちに主催者にお申し出ください。 

  ⑧ 公演終了後の館内での長時間の滞在はお控えください。 

 

 

〔５〕 物品販売時のお願い 

  ※別紙「物品販売等をされる際のお願い」を参照 



〔６〕 大ホール等のご利用人数、利用後の消毒作業など 

                                                                                   2020年 8月 1日 

区分 利用人数 内容 消毒など 

大ホール 

（客席） 

389 席 

※別途、車椅子スペース２席あり 

・最前列(A 列 7 番から 30 番)は飛沫感染防止の 

ため利用できません。（別紙座席図参照） 

※利用できる座席を指定しております。 

・親子室の利用はできません。 

・車いすスペースは 2 台利用できます。 

・お客様用の手指消毒剤を準備してください。 

・前日及び当日のリハーサル終了後、利用した 

座席（ひじ掛け部分も含む）は主催者が消毒 

してください。 

・本番終了後は、当会館が消毒します。 

（ステージ） ・楽器演奏の場合 

反響板利用＝30 人 

反響板側板なし＝40 人程度 

・1～2ｍの間隔をあけて利用して 

ください。 

・主催者責任により十分な感染予防策をとり 

利用してください。 

・マイク、譜面台、イスなどの備品の共用はでき 

 ません。 

・出演者用手指消毒剤を準備してください。 

・マイク、演台など舞台備品及びステージ床は 

舞台スタッフが消毒します。 

・利用した机、椅子などは主催者が消毒してく 

 ださい。 

・基本的に譜面台は持参してください。 

 ※会館の譜面台を利用の場合、利用後に 

主催者が消毒してください。 

＊消毒後、元の場所に戻してください。 

エントランスロビー 

ホワイエ 

長時間の滞在はできません ・主催者責任により十分な感染予防策をとり 

利用してください。 

・ご利用後は速やかに退館してください。 

 

楽屋第１ 9 人 ・主催者責任により十分な感染予防策をとり 

利用してください。 

・出演者用手指消毒剤を準備してください。 

・化粧台、椅子、ハンガーラック、ハンガー、 

鏡などは主催者が消毒をしてください。 

＊消毒後、元の場所に戻してください。 

楽屋第２ 5 人 ・主催者責任により十分な感染予防策をとり 

利用してください。 

・出演者用手指消毒剤を準備してください。 

・化粧台、椅子、ハンガーラック、ハンガー、 

鏡などは主催者が消毒をしてください。 

＊消毒後、元の場所に戻してください。 

リハーサル室 16 人 ・主催者責任により十分な感染予防策をとり 

利用してください。 

・出演者用手指消毒剤を準備してください。 

・ハンガーラック、ハンガーなどは主催者が 

消毒をしてください。（机、椅子を利用した 

場合は同様） 

＊消毒後、元の場所に戻してください。 

※主催者が楽屋通路等で会館備品（机、椅子など）を利用された場合も主催者が消毒してください。 



 

研修室 21 人 ・主催者責任により十分な感染予防策をとり 

利用してください。 

・部屋の中で手指消毒剤が必要な場合は、 

主催者で準備してください。 

・ご利用後に当会館が消毒します。 

多目的ホール 60 人 ・主催者責任により十分な感染予防策をとり 

利用してください。 

・部屋の中で手指消毒剤が必要な場合は、 

主催者で準備してください。 

・ご利用後に当会館が消毒します。 

和室第１ 6 人 ・主催者責任により十分な感染予防策をとり 

利用してください。 

・部屋の中で手指消毒剤が必要な場合は、 

主催者で準備してください。 

・ご利用後に当会館が消毒します。 

和室第２ 9 人 ・主催者責任により十分な感染予防策をとり 

利用してください。 

・部屋の中で手指消毒剤が必要な場合は、 

主催者で準備してください。 

・ご利用後に当会館が消毒します。 

第２会議室 12 人 ・主催者責任により十分な感染予防策をとり 

利用してください。 

・部屋の中で手指消毒剤が必要な場合は、 

主催者で準備してください。 

・ご利用後に当会館が消毒します。 

第１会議室(隔離室) 体調不良の方とその対応者限定利用 ・体調不良者が出た場合、お申し出ください。  



 

(389 席) 
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席 

不可 

(0 席) 

(2 席) 

計３９１席 

2０２０年８月１日 



物品販売等をされる際のお願い 

                            

                             ２０２０年８月１日 

 

 

１．『大ホールご利用の主催者の皆様へのお願い』の〔１〕施設利用時の感染防止対策 

を順守してください。 

２．お客様同士の間に１～２ｍの間隔を保てるよう、会場内の物品の配置を工夫 

してください。 

３．精算所では、お客様との間を仕切るための透明のシートや自立式パネルを設置 

してください。 

４．設営から撤収まで、関係者のマスクまたはフェイスシールドの着用をお願いし 

ます（熱中症に注意）。 

５．スタッフミーティング等でも「密」を避け、１～２ｍの間隔を保ってください。 

  

   

    ＊感染症の拡大状況により、この「お願い」は内容を変更する場合があります。 

    ご利用日の最新情報は筑紫野市文化会館のホームページでご案内しています。 

別紙 



筑紫野市文化会館をご利用いただきましてありがとうございます 

 ご利用についてのお願い  

皆様に安全に利用していただくため 
新型コロナウイルスの感染拡大防止にご協力ください 

                                  ２０２０年８月１日から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

□ 部屋の定員数が変わりました。※参加者の座る間隔を 1～2ｍあけてください。 

    大ホール：３８９人 楽屋第１：９人 楽屋第２：５人 リハーサル室：１６人 

研修室：２１人   多目的ホール：６０人 

    和室第１：６人   和室第２：９人  第２会議室：１２人 

  □ 部屋のカギの開錠・施錠は職員が行います。 

□ 当会館備品のうち、湯茶セット、食器・台フキンの貸し出しはできません。 

 

  ＊新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、閉館や利用中止等の利用制限を行う 
  ことがあります。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

お問い合わせ先 / 筑紫野市文化会館 ０９２-９２５-４３２１ 

               ホームページ：chikushinoshi-bunka.fukuoka.jp 

①咳、発熱など体調が 

すぐれない方は、来館を 

控えてください。 

 

②館内ではマスクを着用 

してください。 
※マスク忘れの方のために 

主催者でマスクの 

予備をご準備ください。 

③入館の際は出入口に 

備え付けのアルコールで 

手指消毒を済ませて 

お入りください。 

 

④ご利用中は 30分に１回

以上部屋の窓等を開けて 

換気をしてください。 

⑤人との間隔を、1～２ｍ 

あけ、密集しないように 

してください。 

 

⑥１階エントランスホール 

や２階ロビーで、 

密になっての会話等は 

ご遠慮ください。 

 

⑦対面してのご飲食はご遠慮ください。 

 

 

【当日の責任者の方へ】 

➊責任者の方は、初めに１階事務室窓口で「利用報告書」をお受け取りください。 

❷終了後は、「利用報告書」と「参加者一覧表」を事務室窓口に提出してください。 

  「参加者一覧表」は写しをお渡ししますので保管をお願いします。 

     ※「参加者一覧表（氏名、緊急連絡先電話）」の様式は任意ですが、当会館が 

      作成した様式「参加者一覧表」をホームページからダウンロードできます。   

      提出された一覧表は緊急時には保健所等公的機関へ提供する場合があります。 

❸部屋の中で使用される手指消毒液は主催者でご用意ください。 

8 月１日から利用人数を変更しました！ 


