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「リナシティかのや　芸術文化学習プラザ」をご利用いただき、ありがとうございます。

皆様に安心安全にご利用頂くため、『ホールご利用の手引書』を作成しました。

企画の立て方から利用当日まで、各種催し物を行う上での注意点や、必要な事柄を記載

しておりますので、ご利用の際にお役立てください。

なお、ご不明な点がございましたら下記までお気軽にお問い合わせください。

「リナシティかのや２F 芸術文化学習プラザ総合管理事務室　TEL : 0994-35-1004」

▼はじめに

▼ 重要項目

1. はじめに
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ホール担当者

ホールご利用の際の担当者になります。催事に関して、事前の打合せ等を行います。

ホール担当者は、「催事の進行及び運営に関わるサポート」は原則行いません。

主催者側でスタッフをご用意頂き、その責任に於いて進行・運営を行ってください。

舞台管理技師

当ホールには、「音響・照明・舞台」などの舞台機構に関する安全管理を行う技術者が

おります。お客様が安全にご利用していただく為に、ホール内の付帯設備をご利用の際

には、必ず舞台管理技師の指示・指導に従ってください。

外部業者

催事内容によっては、舞台管理技師とは別に、外部業者が必要になる場合がございます。

詳しくはホール担当者との打ち合わせ段階でご相談ください。

駐車場について

マックスバリュ前駐車場はお買物のお客様専用駐車場です。参加者、来場者の多いことが

事前に判明している場合は、駐車場案内係の配置を義務付ける場合がございますので、

対応をお願いいたします。

安心安全にご利用頂く為、当日トラブルを事前に回避する為、当ホールのご利用前にこの

「ご利用の手引書」を必ずご一読ください。

また、主催者側スタッフの方々とも事前に情報の共有をお願いいたします。

ご利用日当日、自己都合による時間の変更及びキャンセルはできません。

キャンセル時でも利用料金等は全額請求いたします。事前支払い分の返金もございません。



舞台高さ：525（客席床から）
舞台奥行：7200
舞台間口：13070
舞台高さ：7200（舞台からプロセ）舞台平面図　S＝1/100

緞帳
暗転幕
ＢＬ
袖幕

１ＳＵＳ

一文字幕
袖幕

天井反射板

バトン１
一文字幕
引割幕
スクリーン

２ＳＵＳ

バトン２
一文字幕
袖幕
ＵＨＬ

バトン３
バトン４
大黒幕
ホリ幕

180cm
　の
正方形

音響反射板
(ピアノ発表会などで使用します )

袖幕 (見切れ防止 )

看板や横断幕を吊り下げられます

※ます目はイメージです

電動可動式スクリーン

プロセニアム型（額縁舞台） 音響反射板型

主な用途 主な用途

・講演会　

・お遊戯会　

・各種発表会（バレエ・ダンス・舞踊 など）

・演劇

・コンサート

・吹奏楽定期演奏会　

・ピアノ発表会

・合唱コンクール

▼ ホール（舞台）

２. 施設概要

▼ 用途別のホール仕様
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定　　　　員

通 　常　 席 ：390 席

（A列 5～21、B 列 4～22 は移動可能）

：400 席

：7席

：3席

3F 親子鑑賞室

3F 車イス席

２. 施設概要

▼ホール（客席）

※感染症対策等、各種要因により収容人数を制限される場合がございます。
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▲

控室として、楽屋１～３、くつろぎコーナー１～２が利用可能です（有料）

ホール利用者のための部屋ですので、ご利用当日でもお貸しできます。

※楽屋のみを単独でお貸しする事はできません。

※ホール以外の部屋を利用される方へ楽屋をお貸しする事はございません。

２. 施設概要

▼楽屋

楽屋別詳細

info

ホール ( 舞台 )

ホール ( 客席 )

搬入搬出用 EV

部屋名 広さ

楽屋 1 ８ 有

有

有

有

有

１２

１２

８

８

楽屋 2

楽屋 3

くつろぎコーナー 1

くつろぎコーナー 2

３７㎡

３４㎡

３５㎡

１２㎡

３３㎡

定員

カーテン仕切

※楽屋広さの目安

ロッカー １m

１㎡
（１平米）

１m
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午前

９時 ～ 12 時

午後

13 時 ～ 17 時

夜間

18 時 ～ 22 時

３. 利用区分と利用料金

▼ 利用時間

１区分

９ 12 13 17 18 22

１区分

最大３区分

１区分

受入れ準備

■ 利用時間について

■ 利用料金について

■ お申込みについて

ご利用時間には、入館 → 準備 → 本番 → 片付け → 退館までの施設利用に要する全ての

時間を含みます。

ご利用時間が超過した場合は、追加料金が発生します。但し、当日の利用状況によっては時間

の超過ができない場合もございますので、無理のない時間設定を行ってください。

当ホールのお申し込みは、利用予定日の１年前の月の１日・午前９時より、リナシティ２階総合

管理事務室の窓口にて受付を開始いたします。午前９時 15 分からは電話での受付もいたします。

例１：令和５年 10 月 09 日利用希望の場合　→　予約は令和４年 10 月 01 日より受付開始

例２：令和６年 01 月 15 日利用希望の場合　→　年始第１営業日の 01 月 04 日より受付開始

ご利用時間の区分における利用料金は、別紙「芸術文化学習プラザ利用料金」をご覧く

ださい。尚、ホール内の設備を利用する場合は、別途利用料金が発生いたします（当日支払い）。

冷暖房をご利用の際も別途利用料金が発生いたします。

※注※

５００円未満の入場料を徴収する場合、もしくは入場料を徴収しない場合でも利用目的が企業

や団体の宣伝及び勧誘・説明等の場合、利用料金が倍額になりますのでご注意ください。

受入れ準備 閉館
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３. 利用区分と利用料金

▼ 練習利用における利用料金

▼ 減額措置

本番利用前の準備や練習で当ホールを利用する場合、下記の利用料金となります。

　　　　　準備：利用料金の額に４０％を乗じて得た金額

        練習：利用料金の額に５０％を乗じて得た金額

対象期間は

本番利用日の１ヶ月前の日から、本番利用日直前の時間区分までとなります。

なお、通常利用する際の区分施設利用料金を算定基準とします。

　

　・準備とは、舞台上等を本番に向けての用意のみに使用する日のこと

　・練習とは、準備が終わり本番に向けての練習・リハーサル等を行う日のこと

　・練習と同じ日に本番を実施する場合、練習料金の適用はございません

　・準備と練習は原則、舞台面のみを利用する場合のみ適用されます

　・客席内への立入がある場合、準備・練習料金の適用はございません

　　　→ 指導者のみ客席への出入りは可

　　　→ 保護者などが鑑賞や撮影等を目的とした客席の立入りは不可

■ 減額措置対象者

全額免除：鹿屋市もしくは市の機関が主催又は共催して行う行事等の場合

　　　　：災害発生時等に応急収容施設として使用する場合

半額免除：鹿屋市もしくは市の機関が後援して行う催事の場合

　　　　：鹿屋市内の小学校、中学校、高等学校の児童または生徒の為の催事の場合

　　　　　（国立・県立・公立のみ、私立の学校は含まず）

　　　　：国または他の地方公共団体等が公用、公共用又は公益事業に使用する場合

その他相当額免除：上記の他、鹿屋市長が認めた場合

尚、「鹿屋市市民交流センター利用許可申請書」を提出する際に

「鹿屋市市民交流センター利用料免除申請書」と鹿屋市発行の「承認通知書 ( 共催、後援 )」

を一緒にご提出ください。
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４. 利用の流れ

仮予約

本申込

お支払い

□ 窓口での受付

   利用予定日の 1年前の月の 1日、午前 9時より

□ お電話

   同日午後 9時 15 分より

一度納付された利用料金は返金不可

施設休館になった場合、その限りではありません

利用日から１週間を切っている場合

日程の変更はできません

ホール担当者と

催事の詳細について打合せを行います

利用料金につきましては、

「芸術文化学習プラザ利用料金」

をご覧ください。

「減額措置対象の場合」

◯ 利用許可申請書

◯ 利用免除申請書

◯ 承認通知書（共催・後援）

この 3点を提出ください。

「付属設備利用料」

当日使用された

付属設備等の利用総数を確定します

etc...

◇ 空調設備（冷暖房）

◇ 付属設備

　  → 音響機器

　  → 照明機器

　  → 楽器

　  → 反射板

　  → ホール備品

◇楽屋等の利用料

申し込みの〆切は原則、利用日の 1週間前まで

この時点で、キャンセルされたい場合は

他の利用者の申込みもありますので必ず

ご連絡をお願いします。

1週間以内

1週間以内

▼ 利用の流れ

  「利用許可申請書」を提出ください

利用料金（ホール）

利用許可

事前打合せ

利用当日

利用料確定

お支払い

退館

「打合せ時の確認事項」

◯ 利用日の確認

◯ 担当者名

◯ 団体名

◯ 催物内容

◯ タイムスケジュール

　　→ 会場入り時間

　　→ 来場予定数

　　→ 開場時間

　　→ 関係者数

　　→ 開演 ～ 終演時間

　　→ チェックシートの有無

　

◯ 当ホール注意事項説明

◯ 付属設備利用品目の種類

◯ 空調 (冷暖房 ) 利用の有無
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▲

５. 利用上の注意とお願い

ご利用に当たっての諸注意

■ 受付について

■ お支払いについて

■ 利用許可の範囲について

以下の場合、申請を許可されません。

　・マルチ商法やマルチまがいの活動を目的とした利用の場合

　・施設における秩序又は風紀を乱す恐れがある場合

　・施設（設備、備品を含む）を損傷する恐れがある場合

　・その他、施設管理上支障がある場合

以下の場合、許可を取り消す事がございます（利用当日の場合、即時使用中止を執行）

　・「利用許可申請書」の内容に虚偽があった場合

　・ポスターやチラシに記載された主催団体名と申込主催者名に相違が認められた場合

　・施設（設備、備品を含む）を損傷する恐れがある場合

　・公の施設に関する条例に反した場合

　・利用の許可条件に違反した場合（許可なく物販の販売、マルチまがいの利用等）

　・災害その他緊急のやむを得ない理由により、施設が利用できなくなった場合

　・その他管理運営上、支障がある場合

希望日時が重複した場合、当事者同士での話し合い、又は抽選等で決定いたします。

尚、先着順ではありませんので、朝早くからの来館はお控えください。

１月以外は原則、毎月１日に受付いたしますが、１日が休館になった場合、休館明けの第１

営業日に受付を行います。

受付開始前であっても、鹿屋市関連事業等で先に使用が決まっている場合もございますので、

ご了承ください。

原則、お申し込みが完了してから 1週間以内に「鹿屋市市民交流センター利用許可申請書」

をリナシティかのや２階総合管理事務室へご提出いただきます。

その後、１週間以内に「利用料金」のご入金をお願いいたします。

※注※

一度納付された「利用料金」はご返金できませんので予めご了承ください。

利用料金以外の付属設備の利用料は、利用当日の退館までにご清算ください。

なお、施設や付属設備を損傷・減失した際には、損害を賠償していただく場合がございます。

その場合、必ず退館前にご申告ください。
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５. 利用上の注意とお願い

▼ ご利用に当たっての諸注意

■ 変更・取り消し

施設利用の権利を譲渡、又は転貸する事はできません。

　・複数名で利用する場合、申込は代表者（統括責任者）１名のみとなります。

　　代表者の方は、当日の利用時間中は入館から退館まで必ずお立合いください。

■ 制作物

■ 物販などの販売

鹿屋市若しくは市の機関が主催・共催・後援する催事以外は原則、物販の販売を行う

事ができませんので、ご了承ください。

■ 届け出

●消防所への届出

　　催事の内容で、スモークマシーン・火器等をご利用する際は、利用者、若しくは

　　外部業者から所轄の消防本部へ届出が必要となりますので、届出後にコピーをご

　　提出ください。

●著作権協会への届出

　　催事で音楽等を利用する場合、著作権に関する利用手続きが必要な場合がありま

　　すので各自、ご確認をお願いいたします。

　　　　　日本音楽著作権協会　https://www.jasrac.or.jp/index.html

ポスター・チラシ・入場券などを作成する際、主催者の名前（団体名等）と連絡先を

明記してください。それらに当ホール名が記載される場合は事前に確認を行いますの

で、設置や掲載前に必ずご提出ください。原則、当館電話番号の記載はお断りします。

（当館 3 階売店にてチケットの委託販売を依頼する場合を除く）

なお、ポスターやチラシに記載された主催名と、申込み時の主催者名に相違が認めら

れた場合、利用をお断りしますのでご注意ください。

利用内容（日時、申請者、責任者、利用区分、入場料、開演時間等）についての変更

や、やむを得ず利用を取り消される場合、利用日の１週間前までに「変更・取消申請

書」を提出して頂きます。

ご利用まで１週間を切っている場合の変更は出来ません。

施設をご利用されなくても料金は発生致しますので、ご注意ください。

■ 利用料の返還

原則、一度納付された利用料金はご返金できません。

但し、鹿屋市からの要請で休館となった場合のみ還付対象となります。

後日「鹿屋市市民交流センター利用料金還付申請書」をご提出いただいた後、返金対

応をさせて頂きます。
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５. 利用上の注意とお願い

▼ 担当者の設置と役割分担

▼ ご協力のお願い

当日の進行をスムーズに進める為、事前に各責任者や担当者を決めてください。

□客席
　・客席での飲食は禁止しております。３階ホワイエ、屋外ベンチをご利用ください。

　　なお、楽屋１～３、くつろぎコーナー１・２での飲食は可能です。

　・避難通路確保の為、客席内の通路部分に荷物やカメラを置かないでください。

　・怪我人や急病人が発生した場合は、速やかにホール担当者へお知らせください。

　・利用当日、ホール・楽屋・駐車場等で窃盗や事故が発生した場合、当ホールの過失

　　によるものであるのが明らかな場合を除き、一切の責任を負いません。

□館内
　・ゴミは各自お持ち帰りください。

　・客席内を含め、不特定多数のお客様が利用する場所は全て禁煙です。

　・当ホールでは、障がい者の方による盲導犬・介助犬・聴導犬など補助犬の入場や同

　　伴を認めております。ご理解ご協力をお願いいたします。

　　その他のペットの持ち込みはお断りいたします。

■ 統括責任者 関連する担当者

■ 舞台責任者

■ 会場責任者

・当日の催しにおける全ての責任を負う方

・非常時等に続行か中止かを判断

・当ホール担当者との事前打ち合わせを行う

舞台設営係（複数人）

舞台進行係

場内放送係

会場設営係（複数人）

受付係（複数人）

会場内外の整理係

楽屋周り担当係

・舞台の設営・進行を統括される方

・当ホール舞台管理技師との事前打ち合わせを行う

・会場（フロント）の運営を統括される方

・非常時等に避難誘導をホール担当者と共に行う

・当ホールへの支払いを行う ( 付帯設備の利用料金）
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５. 利用上の注意とお願い

▼ 消耗品について

会場の設営・ホールの設備機材を使用する際に必要な消耗品については、全て利用者の

方でご用意ください。

※テープをご利用の際は必ずホール担当者にお声かけ下さい。

■ 舞台設備機材関連 ■ 舞台上・客席

■ 3F 受付入口 ■ 楽屋

ビニールテープ各色

養生テープ マスキングテープ

ゴミ袋

ウエットティッシュ

検温器
（貸出可） 消毒用アルコール

使い捨てマスク ( 予備用 )

スモークマシーン
専用液

リノリウム利用時のみ
リノリウムテープ

ガムテープ

スモークマシーン利用時のみ

ガムテープ
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※新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに基づき、検温・手指消毒・マスク着用

確認等を受付係に担当して頂いております。

※ホール舞台の平面図や座席表は「リナシティかのや」ホームページよりダウンロード

　が可能です。

※空調は冷房 & 暖房が使用できる期間が決まっています。

　期間内の冷暖房の切替はできません。

６. 事前打ち合わせ

▼ ホール担当者との打合せについて

▼ コロナ感染拡大予防について

▼ 打合せ事項

当日の催しを円滑に進行させるため、利用日の 2 週間～1 ヶ月前に打合せを行います。

打合せの日程に関しては、ホール担当者からご連絡いたします。

時間は通常約 30 分位、ホール内や入口付近を下見した場合は約１時間を要します。

事前にご連絡頂き下見が可能かをご確認ください。

※打合せ希望日にホールを利用中の場合、下見はできませんのでご了承下さい。

リナシティ　ホール

■ 打合せ時、予めご準備ください

　・催事内容

　・舞台の利用、設営

　・設備、備品、楽器などの利用

　・3F ホワイエの利用

　・空調の利用

　・楽屋の利用

　・タイムスケジュール

　・各責任者や担当者の配置

　・搬入搬出車両の乗り入れ

　・駐車場や利用認証について

　・チェックシートについて　など

■ 必要書類

　・舞台進行表（タイムスケジュール）

　・プログラムやチラシ

　・仕込図面（舞台・音響・照明）
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７. 舞台運営と役割

9:00 　開館

9:30～ ピアノ調律

受付で手続き後、楽屋入り

反射板の稼働中は、舞台上立入禁止

反射板の稼働中は、舞台上立入禁止

ピアノ調律をご希望の場合のみ
※調律技師は主催者様側で依頼

舞台進行は主催者様側でお願いします。

付帯設備利用料金の精算

11:30～  調律終わり次第音出し可 

12:00～ 昼休憩

13:00　 生徒集合・注意説明

13:30～ 開場

14:00　 開演（第 1 部）

14:50～ 休憩・換気
15:00　 開演（第 2 部）

16:00　 終演

17:00　 完全退館

　　 　反射板、ピアノ設置

　　 　反射板、ピアノ片付け

片付け、精算

▼ タイムスケジュール例①

■ ピアノ発表会（９時～17 時 (２区分 ) ご利用の場合）

９

10

11

12

13

14

15

16

17

おおよそ 2時間 主催者様側の準備項目

　・利用に必要なホール備品の設置

　・受付、客席準備

　・舞台アナウンス

舞台管理側の役割　

　・音響、照明確認と基本操作

　・反射板の設置

　・ピアノの設置

　・開演ベル

　・緞帳幕の昇降

　・舞台上の安全管理
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７. 舞台運営と役割

17:00　 完全退館

▼ タイムスケジュール例②

9:00　　開館

10:00～ 開場

10:30～ 開演①

受付で手続き後、楽屋入り

舞台準備

開演ベル

舞台進行は利用者様側でお願いします。

付帯設備利用料金の精算

12:00～ 昼休憩

13:00　 開演②

14:30～ 休憩
14:40～ 開演③

16:00　 終演
片付け、精算

■ 講演会（９時～17 時 (２区分 ) ご利用の場合）

９

10

11

12

13

14

15

16

17

利用者様側の準備項目

　・横断幕及び懸垂幕の設営

　　横断幕：720cm×90cm

　　懸垂幕：90cm×360cm

　・プロジェクター設置

　・PC 動作確認

　・受付、客席準備

　・演台、司会台の設置

　・舞台アナウンス

　・上記に関わるホール備品の設置

舞台管理側の役割　

　・音響、照明確認と基本操作

　・スクリーン、袖幕昇降

　・プロジェクター調整

　・開演ベル

　・緞帳幕の昇降

　・舞台上の安全管理
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８. 駐車場について

▼ 周辺の利用可能な駐車場

▼ 各駐車場の詳細と注意点

イベント広場駐車場

駐車場
詳細

台数 料金

有料 3 時間 30 分無料認証有
8 時～18 時迄入庫すると＋30 分無料有

4 時間無料認証有
8 時～18 時迄入庫すると＋60 分無料有

土日・祝日のみ開放

土日・祝日のみ開放

有料

有料

無料

無料

認証その他

まちなかパーク駐車場

ピット 88 駐車場

城山公園駐車場

ハローワーク駐車場

40
55

71
140
120

※１ 駐車券は各階プラザの受付にて（ホールに来場した旨を伝えると）認証致します。
※２ 駐車券は紛失されないようご注意ください。
※３ 駐車券は折り曲げたり、濡らしたりされますと機械が故障する原因となるため、取扱にご注意ください
※４ スタッフの方は極力、上記無料駐車場に停めて頂き、有料駐車場を来場者優先でご利用ください。

※注 1 マックスバリュ前駐車場はお買物のお客様専用駐車場の為、利用できません。
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