
神戸新開地・喜楽館神戸新開地・喜楽館神戸新開地・喜楽館神戸新開地・喜楽館    利用規定利用規定利用規定利用規定    

 

2018 年 4 月 24 日現在 

文化・芸術活動及び地域振興の場として、喜楽館をお使い頂けます。 

要領は下記の通りです。 

 

＜＜＜＜利用利用利用利用可能可能可能可能時間時間時間時間＞＞＞＞    

17 時から 22 時（準備、片付け及び退館の時間を含む） 

※22 時を超えた場合、別途超過料金が発生します。15 分毎に 5,000 円を申し受けます。 

 

＜＜＜＜利用料金利用料金利用料金利用料金＞＞＞＞    

○基本使用料 平日 8 万円、土曜・日曜・祝祭日 10 万円（税別） 

料金には基本の音響、照明を含みます。それ以外は追加料金が発生します。 

（別項をご参照ください） 

※この料金には、舞台・音響・照明の 2 名分、ロビースタッフ 1 名分の人件費を含みます。

特別な演出等をされる場合、別途費用が発生する場合があります。 

※当館のロビースタッフはお客様との間で原則現金を扱いませんので、受付の方を必ず 

ご用意ください。 

※チケットぴあで前売りをされる場合、当館で手続きを代行いたします。 

 販売手数料として、チケットぴあでの売り上げ（喜楽館窓口での販売分は除く）の 10％

＋チケット用紙代 12 円/枚及び、喜楽館窓口販売分のチケット用紙代 12 円/枚がかかりま

す。また、当館のオリジナルチケット（当日券用）を 5 円/枚でお使いいただけます。 

（例）2,500 円の前売り券をチケットぴあで 100 枚、喜楽館で 30 枚販売した際の手数料 

    2,500 円×100 枚×10％＋12 円×100 枚+12 円×30 枚＝26,560 円 

※ 喜楽館チケット窓口でチケットをお預かりして、販売を代行することも可能です。手数

料としてチケット代の 10％を頂きます。 

チケット窓口受付時間：毎日 11：00～19：00 

 

＜お＜お＜お＜お申し込み方法申し込み方法申し込み方法申し込み方法＞＞＞＞    

利用希望日の半年前の 1 日に決定いたします。 

お申し込みは 7 ヶ月前の 20 日から 25 日まで受け付けます。ホームページより申込書をダ

ウンロードの上、20 日から 25 日までにメール、ファクス、もしくは郵送ください。 

（例：（例：（例：（例：2019201920192019 年年年年 3333 月月月月 10101010 日の利用を希望する場合、日の利用を希望する場合、日の利用を希望する場合、日の利用を希望する場合、2018201820182018 年年年年 8888 月月月月 20202020 日～日～日～日～25252525 日までに申込書を日までに申込書を日までに申込書を日までに申込書を

お送りください。お送りください。お送りください。お送りください。9999 月月月月 1111 日に利用日に利用日に利用日に利用のののの可否のお返事をさしあげます）可否のお返事をさしあげます）可否のお返事をさしあげます）可否のお返事をさしあげます）    



※複数の団体で希望日が重なった場合は抽選とします。 

上記の申込受付以降は、先着順の受付となります。最新の空き状況をお問い合わせくださ

い。 

※当館の主催公演などもありますため、ご希望にそえられない場合があります。予めご了

承ください。 

※年に 5 回以上の使用をお考えの場合は別途ご相談ください。 

2018201820182018 年年年年 8888 月～月～月～月～11111111 月月月月利用利用利用利用分のお申込みについて分のお申込みについて分のお申込みについて分のお申込みについて    

8888 月利用分より一般の貸し出しを開始いたします。月利用分より一般の貸し出しを開始いたします。月利用分より一般の貸し出しを開始いたします。月利用分より一般の貸し出しを開始いたします。    

8888 月～月～月～月～11111111 月利用分については、月利用分については、月利用分については、月利用分については、4444 月月月月 25252525 日～日～日～日～4444 月月月月 29292929 日日日日の間にの間にの間にの間にお申し込みください。お申し込みください。お申し込みください。お申し込みください。5555 月月月月 8888

日日日日以降以降以降以降、順次ご連絡を差し上げます。、順次ご連絡を差し上げます。、順次ご連絡を差し上げます。、順次ご連絡を差し上げます。    

なお、当方にチケットぴあの販売の委託をされる場合は、売り出し日はシステムの都合上、なお、当方にチケットぴあの販売の委託をされる場合は、売り出し日はシステムの都合上、なお、当方にチケットぴあの販売の委託をされる場合は、売り出し日はシステムの都合上、なお、当方にチケットぴあの販売の委託をされる場合は、売り出し日はシステムの都合上、

6666 月月月月 2222 日日日日以降となりますので、あらかじめご了承ください。以降となりますので、あらかじめご了承ください。以降となりますので、あらかじめご了承ください。以降となりますので、あらかじめご了承ください。    

    

＜利用料の納入＞＜利用料の納入＞＜利用料の納入＞＜利用料の納入＞    

基本使用料については、利用決定のご連絡を入れてから 10 日以内にお納めください。 

備品等、追加の料金は当日までにお納めください。 

    

＜キャンセル料＞＜キャンセル料＞＜キャンセル料＞＜キャンセル料＞    

90 日前まではかかりません。 

以後 60 日前までは利用料の 50%、30 日前までは利用料の 70%、それ以降は 

基本使用料の 100%を頂きます。 

 

＜＜＜＜打ち合わせ打ち合わせ打ち合わせ打ち合わせ＞＞＞＞    

開催日の１ヶ月前までにはご来館いただき、担当者と打ち合わせをお願いします。なお、

お打ち合わせが出来ない場合は、利用をお断りする場合があります。 

打ち合わせは、プログラム、進行表、台本などをお持ちください。 

    

＜＜＜＜使用者の責任について使用者の責任について使用者の責任について使用者の責任について＞＞＞＞    

館を使用する方は主催者として、各種法令を遵守し、事故などの責任を負うものとします。

設備などに損害を与えた場合は補償し、退館時には備品などを元通りにしてください。 

    

＜館＜館＜館＜館をお貸しするにあたっての条件をお貸しするにあたっての条件をお貸しするにあたっての条件をお貸しするにあたっての条件＞＞＞＞    

以下の項目に当たる時は、お申し込み後でも使用をお断りすることがあります。 

① 催しの内容が、混乱を招いたり、地域の皆さんなどにご迷惑をかける恐れがあると予想

される場合。 



② 大きな音量を伴うもの。 

③ 喜楽館のイメージを損なうような内容。 

④ 申込書に虚偽があった場合。 

⑤ 当規約を守れない方。 

⑥ その他、館が不適当と判断した場合。 

※撮影・録音などについては事前にお届けください。 

 

＜基本使用料に含まれる備品及び人件費＞＜基本使用料に含まれる備品及び人件費＞＜基本使用料に含まれる備品及び人件費＞＜基本使用料に含まれる備品及び人件費＞    

センターマイク 1 本・下座用マイク 2 本・鳴り物一式・座布団等、 

昼席で使用している備品については基本料金に含みます。  

照明・音響スタッフ 2 名 

ロビースタッフ 1 名 

昼席と同じ仕様でお使いの場合、別途費用はかかりません。    

    

＜喜楽館の概要＞＜喜楽館の概要＞＜喜楽館の概要＞＜喜楽館の概要＞    

客席数 1 階 148 席（他に車いす席 2 席）、2 階 62 席 

 計 210 席（他に車いす席 2 席） 

舞台の仕様 

大きさ 6,35m×3,55m 

 

【舞台平図面】 

 

檜板張り（土足厳禁）。公演内容により、上にカーペット等をはります。 



【客席図面】 

 

[1 F] 

 

※車椅子、その他機材設置のため、J 列と K列は取り外し可能取り外し可能取り外し可能取り外し可能。 

 

[2 F] 

 

 



【舞台吊物機構】 

 

 

 

【舞台照明装置】 

 

 

 

 

 



【舞台音響装置】 

 

    

＜附属設備の使用について＞＜附属設備の使用について＞＜附属設備の使用について＞＜附属設備の使用について＞    

下記の備品は別途使用料を頂きます（別途消費税がかかります）。 

シャワー室 500 円 

ダイナミックマイク 1,000 円（スピーカー代込み） 

プロジェクター用スクリーン 3,000 円（本体は持ち込み） 

CD/MD/カセット プレーヤー 1,200 円（スピーカー代込み） 

リノリウムシート 6,200 円 

パンチカーペット（黒・グレー）5,000 円  

緋毛せん サイズにかかわらず 1 枚 500 円 

 

    

＜その他＞＜その他＞＜その他＞＜その他＞    

○舞台設営については、舞台管理者の指示に従ってください。また、備品を使用される際

は、舞台管理者に許可を得てください。 



○舞台上で火気の使用はできません。演出上やむをえず使用する場合は、あらかじめ消防

署への届け出が必要となりますので、必ずお申し出下さい。 

○楽屋は 1 階・2 階にございますが、1 階は昼席専用としますので、夜の貸し館時は 2 階の

楽屋をご使用ください。 

利用後は設備・備品を原状に戻してください。 

○館内は禁煙、客席内は飲食禁止です。 

○ロビーでのみ物品販売をしていただけます。その場合、売り上げの 10%を場所代として

館へお納めください。 

○施設や附属設備を使用する権利を他人に譲渡したり、転貸ししたりすることはできませ

ん。 

○公演チラシを作る際には、ぜひ当館のロゴと地図を入れてください。 

 

＜助成について＞ 

助成① 

○一定の条件を満たした場合、下記のとおり、基本使用料を割引きます。 

平日 80,000 円→40,000 円  土日祝日 100,000 円→50,000 円 （税別） 

○助成を受ける条件 

貸館利用者が、新開地周辺地区まちづくり協議会内の店舗等を利用し、次に掲げる要件

のいずれかに適合した場合、貸館基本料の 2 分の 1 を予算の範囲内で助成します。 

① 貸館利用者が行う公演内容が「演芸」であること。 

② 貸館利用者の代表者、または構成員の半数以上が 35 歳以下であること。 

③ 新開地まちづくり NPO 理事長が特別に認める場合。 

打ち合わせや公演終了後の打ち上げ、印刷物の発注等に新開地界隈のお店を利用された

際の領収書をご提出いただきます。 

 

助成② 

兵庫県在住の大学、短期大学、専門学校、高校の学生が落語公演を行う場合、下記の   

とおり、基本使用料を割引きます。 

 平日 80,000 円→20,000 円 

土日祝日 100,000 円→25,000 円 

① は神戸市、②は兵庫県神戸県民センターの補助を受けて実施するものです。 

予算には限度がございますので、割引を受けられない場合がございます。 

詳細はお気軽にお問い合わせください。 

                       お問い合わせ先 

     新開地まちづくり NPO 078-576-1218 


