あかがねミュージアム あかがね座 よくある質問集
利用申込 ・ 利用料について
電話やメールで、 予約 ( 仮予約 ) はできますか？
残念ですが、 できません。
施設予約は 【申請書】 と 【企画書】 の提出でのみ、 受け付けています。
電話やメールで、 施設の空き状況の確認はできますか？
できます。
【電話 ： 0897-31-0305】 【メール ： info@akaganemuseum.jp】
まで、 お問い合わせください。
ただし、 先着順にて予約を承っている施設については
【お電話でお答えした時点 ・ メールを返送した時点】 での空き状況となります。
ホームページの【施設予約状況 http://www.akaganemuseum.jp/availability/ 】にて、
予約状況を確認いただくことをおすすめします。
※HP 更新作業の都合、 最新の予約状況が反映されるまでに若干のタイムラグが
生じる場合があります。 ご了承ください。
申込みをした後のキャンセルは可能ですか？
キャンセル料はかかりますか？
随時、 ご利用のキャンセルは可能です。 キャンセル料は設定していません。
ただし、 多目的ホールは 【施設利用料】 を前払いでいただいており、
キャンセルの場合でも、 【施設利用料】 の返金は行いません。 ご注意ください。
【施設利用料】 のほかに、マイクや照明をご利用いただいた際の 【備品使用料】 も、
使用状況に応じて発生します。
こちらは事後支払い ( 本番終了後に現金支払い ) も可能です。
空調使用料はかかりますか？
かかりません。 施設利用料に含まれています。

客席形態について
舞台から客席に降りる階段はありますか？
階段や平台を組み合わせて設置できます。
有料 ( 片側 400 円 ) です。
右写真のようになります。

車いすのお客様が来るかもしれないのですが…
車いす席が 2 席あります。 それ以上になりそうな場合は、 3 列平土間 【200 席】
形態でのイベント実施をお勧めします。
また、 地下駐車場に優先駐車場が 4 台あります。 車いすの貸出 (5 台 ) もあり、
事前予約も可能です。
客席は、 何席ありますか？
客席は、 250 席 ( 車いす用 2 席含む )、 200 席 ( 車いす用 2 席含む )、 0 席 ( 客
席なし ) の 3 つの形態にすることができます。 別途、 パイプいす ( 無料 ) が 40 脚
あります。 パイプいすを外部業者などから手配して持ち込むことも可能です。
( 持ち込みの場合、 床面養生などをお願いする場合があります )
248 席から席を増やすことはできますか？
車いす席部分に 4 脚ほど、 パイプいすを臨時に置くことは可能です。
その他の場所 ( 通路など ) には、 防災 ・ 安全面から、 いすの増設は行えません。
会場内で飲食 ・ 喫煙はできますか？
当館は、 敷地内全域が禁煙です。
また、 ホール内は飲食禁止となっております。
スタッフの方は楽屋などで、 一般の方はホールの外で、 飲食をお願いします。

駐車場について
3 時間駐車無料サービスは、 どうやったら受けられますか？
貸館利用開始時に、 施設の南北駐車場で使える 3 時間無料サービス券を
まとめてお渡しします。 ホール受付など適当なタイミングで来場者にお渡しください。
( 通常の駐車料金は、 最初の 1 時間は 100 円、 以後 30 分ごとに 100 円です )
なお、 駅南駐車場は 3 時間まで無料、 施設北西にある第 2 駐車場は
終日無料でお使いいただけます。

舞台設営について
ピアノ発表会で一般的なホール形態は、 どんな感じですか。
客席は【250 席】形態が大半です。 客席前方に発表を行う子どもたちを着席させ、
発表順が近づいたら、 舞台脇を通って待機させる形態が多いです。
講演会で一般的なホール形態は、 どんな感じですか。
記念講演など、 形式を重んじる場合は 【250 席】 形態、 講師との距離が近い
和やかな雰囲気を希望される方は 【200 席】 形態が多いです。

舞台上に看板の設置はできますか？
できます。 舞台上方にある自動昇降式パイプ ( 昇降バトン ) に設置できます。
ただし、 看板枠はありません。 設置については、 主催者さまにてお願いしています。
看板製作業者をお探しの際には、 例えば愛媛県のホームページに
看板などを製作する 「屋外広告業」 を営む業者の登録一覧があります。
http://www.pref.ehime.jp/h40800/okugaikoukoku/okuaitourokubo.html
ひな壇の設置はできますか？
できます。 備品の平台 (1 枚 100 円 ) や箱馬 ( 無料 ) を組み合わせてお使いください。
机やパイプいすはありますか？
机については舞台袖に 2 台、 楽屋に 8 台の計 10 台が使用できます。
パイプいすは 40 脚 ( 無料 ) あります。
机やパイプいすを外部業者などに依頼して持ち込む場合は、
床が傷つかないよう、 接地面や床の養生をお願いする場合があります。
イベントの途中で、 演台や机など、 大きな備品を
舞台から片付けたいのですが…
舞台側面には、 可動式の壁が４枚ずつあります。
舞台袖の目隠しや反響板の代わりとなる一方、 すべての壁を設置すると、
人がひとり通れるほどのドアが、舞台から舞台袖に退出する唯一のルートとなります。
大きな舞台備品を舞台袖まで片付けたい場合は、
可動壁の状態を 【３枚】 にしておくことをお勧めします。
緞帳 ( どんちょう ) はありますか？
舞台下手 ( 舞台向かって左手 ) で手動開閉できる、 左右開きの幕があります。

映像の投影について
パソコンから、 スライドなどの映像を映したいのですが…
できます。 HDMI 端子のあるパソコンと、 パソコンを置きたい場所から舞台袖までの
長さの HDMI ケーブルをご用意ください。
HDMI 端子は、 最近のパソコンにはほとんど搭載されています。
古いパソコンにある、 ピンがたくさん出ている端子 【D-sub 15 ピン】 は、 当館では
お使いいただけません。

パソコンから動画を流したいのですが…
できます。 音量調整も、 音響操作スペースで行えます。
DVD やブルーレイは流せますか？
舞台袖に、 家庭用の DVD プレイヤー ( ブルーレイ対応 ) が 1 台あります。

音響機材について
アナウンス用のマイクはありますか？
あります。 マイクは 1 本 300 円でご使用いただけます。
ワイヤレス型、 ヘッドセット型、 ピン型、 有線マイクなど、 用途により様々あります。
カセットテープは使えますか？
ホール設備のみでは、 使えません。 イヤホンジャックがついているカセットデッキを持
参いただければ、 ホールの音響設備に接続することは可能です。
ホール設備の範囲内で使えるのは、 CD、 MD、 スマホ、 パソコンなどです。

モニタースピーカーを出したいのですが…
あります。 ４台あり、 ２台１セットで 200 円です。

照明について
照明は、 外部業者を頼んだ方がいいですか？
発表会や講演会などの一般的なイベントのために、 見栄えがして、 誰でも簡単に
操作できる有料の 「照明プラン」 を準備しています。 プラン内容がイベント実施に
十分なようでしたら、 外部業者は必要ありません。
プロの演奏家を呼んでコンサートを行う場合など、 凝った照明演出を行う場合は
外部業者にお願いした方がよいかもしれません。
スポットライトはありますか？
有料プランの種類によりますが、 プランの中に２～３個の固定型スポットライトが
含まれています。
ただし、 出演者の移動に合わせて動かす 「フォローピン」 が必要な場合は、
外部業者にご依頼ください。

会場運営 ・ 事前準備など
出演者やスタッフが、 楽屋と客席、 ロビーを行き来したいのですが…
楽屋スペースに入るためのドアはすべて、 オートロック式となっています。
オートロックを解除するための 【セキュリティカード】 は、
必要に応じて最大 7 枚まで当日無料貸し出しを行っています。
ゲスト用に、 お茶などの用意はありますか？
茶器やポット、 水差しの用意はありません。 ポット等を持ち込んでいただき、
楽屋横にある給湯室をご利用下さい。
館内の 「Cu カフェ」 から、 コーヒーなどを注文して楽屋に持ってくることもできます。
詳しくは、 カフェ店頭にてお聞き下さい。
運営 ・ 裏方スタッフは、 何人ぐらい必要ですか？
館内の道案内役に１～２名、 受付 ・ 場内整理に１～２名、 音響 ・ 照明操作
に１～２名は最低必要です。 加えて、 舞台上に物の出し入れがある場合は舞
台転換人員２～３名、 大勢の来客が予想される場合は駐車場案内係１～２
名などが必要かもしれません。

花やプレゼントを贈りたいのですが…
プレゼントの受付カウンターを、 当日主催者さまが設置する場合もあります。
まずは、 イベントの主催者さまにお問い合わせください。
その上で、 やむを得ず事前に会場宛にプレゼントを送付する場合は、 事前に当
館までご連絡いただき、 イベント名 ( 宛先 ) を明記して荷物をご発送ください。
本番当日、 当館担当者が主催責任者にお渡しします。 なお、 当館担当者が
出演者に直接荷物を渡したり、 お渡しの際に特別な演出をすることはありません。
また、 荷物は当日まで当館事務所で室温にて保管します。 いかなる場合でも、
荷物の破損などの責任は負いません。 ご了承ください。
なお、 高価なもの、 室温保管に適さないもの、 冷蔵保管が必要なものなどは
お預かりしかねます。 ご了承ください。

広報などについて
あかがねミュージアムでやってもらえる広報はありますか？
ご希望があれば、
①当館ホームページの 【イベントカレンダー】 部分に、 詳細な情報を掲載します。
②当館 【Facebook】 に、 イベント紹介記事を掲載します。
③当館総合受付、 当館カフェスペース、 新居浜市役所 1 階に設置している
【大型サイネージ ( 液晶ビジョン )】、 詳細な情報を掲載します。
④当館総合受付周辺に、 お客様にて制作した 【チラシを設置】 できます。
⑤チケット制の場合、 当館にて 【チケットの委託販売】 を承ります。
①～④については無料で行え、⑤のチケット委託販売については当館でのチケット
売上の 5％を手数料として徴収いたします。
会場で物販を行いたいのですが…
基本的には可能です。
ただし、 販売総額の 10％を手数料として徴収いたします。
また、 食べ物や飲み物などで、 その場で調理したものを販売 ・ 配布することは
できません。 お菓子などの販売を行う際には、 ホール内が飲食禁止である旨、
来場者に周知いただきますようお願いします。

