
酒田市公益研修センター多目的ホール

利用案内
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□利用申込先
　東北公益文科大学地域共創センター
　 〒 ：９９８－８５８０
　住所：酒田市飯森山三丁目5番地の1(公益研修センター多目的ホール2階)
　電話/FAX：０２３４－４１－１０６５

□申込受付時間
　平日：9時00分～17時00分

□貸出エリア
　ホール、中研修室1･2、小研修室1･2･3、練習室

□予約方法
　① 地域共創センター(貸出窓口)に施設の空き状況を確認する。(電話でも結構です。)
　② 施設が空いている場合は、利用申請書に所定の項目を記載し提出する。(利用が許可され
　るまでは仮予約となります。)(FAXでも結構です)
　③ 申請に対し、許可、不許可を記した申請書をFAX等で返送します。なお、許可の場合は
　利用料金が記入されます。
　※ ホールを利用される場合で、舞台照明等の操作を要する場合は、事前にご相談ください。
　(業者による対応が必要な場合があります)

1階平面図　1:500

申し込む
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1.中央口／main entrance
2.カフェコーナー／cafe corner
3.ギャラリー／gallery
4.練習室1／practice room 1
5.練習室2／practice room 2
6.北口／north entrance
7.中研修室1／seminar room 1
8.多目的トイレ
9.1F男子トイレ
10.1F女子トイレ
11.南口／south entrance
12.ホール／multipurpose hall
13.袖舞台／side stage
14.ピアノ庫／piano storage
15.搬入口／ loading door
16.控室1／dressing room 1
17.控室2／dressing room 2
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2階平面図　1:500

□利用日当日
　① 利用開始時間に合わせ開錠いたします。(鍵の受渡しはありません)
　② 施設内の備品を移動した場合は、必ず原状復帰してください。
　③ 地域共創センター窓口は平日9時から17時まで対応いたします。それ以外の時間で使用中に緊急を要す　
　る事項が発生しましたら中央監視室の警備員にご連絡ください。(内線｢1199｣に電話してください。内線
　電話は各室に設置されています。なお、外線番号は｢0234－41－1199｣です。)
　④ 利用が終了されましたら地域共創センター窓口(平日17時以降及び土・日・祝日は中央監視警備員｢内線
　1199｣)に連絡してください。施錠いたします。

□料金のお支払い方法（利用料金については8ページの一覧表をご覧下さい。）
　基本的には銀行振込みとなります。流れは、
　① 使用された月の翌月初旬に請求書を送付します。
　② 指定の口座に納入期限(請求書着月の末日)までにお振込ください。
　③ 振り込み手数料は利用者の方がご負担ください。
　ただし、利用料金が小額(概ね1,000円未満)の場合は現金払いも可能です。現金払いの場合は、
　① 地域共創センター(貸出窓口)に現金払いを希望する旨を申し出てください。
　② 地域共創センターで現金払込用紙を受け取り大学事務局総務課でお支払いください。
　③ 現金払いの取り扱いは平日9時から17時までとなります。利用日が土、日、祝日の場合は、お手数ですが
　利用日前後の平日にお支払いください。
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1.小研修室１／meeting room 1

7.連絡通路／bridge
6.ラウンジ／lounge

2.小研修室2／meeting room 2

5.2F北ホワイエ／2F north foyer

8.2F南ホワイエ／2F south foyer
9.中研修室2／seminar room 2
10.2F女子トイレ
11.2F男子トイレ

3.小研修室3／meeting room 3
4.地域共創センター



使う
ホール

設備概要
ホール全般
客席
舞台
残響時間
暗転設備
関連施設

客席数536席（内車イス席2席、２階席増設約630席）全席メモ台付き、最前列可動　
幅約14m奥行約7m（約80㎡）　演台・司会者台・花台×2
空席時1.3秒　満席時（推定）1.1秒　　　（秒／500Hz）
ロールスクリーン（袖舞台にて操作）　シャッター（2階ホワイエにて操作）
調整室（音響卓・映像卓有）　控室1（約24㎡）　控室2（約16㎡）　ピアノ庫

舞台機構設備
道具用バトン
スクリーン
旋回扉

背景・書割・看板・道具幕等に使用可能（48.6mm×6.8m　使用荷重200kg以下）
映像・ﾎﾘｿﾞﾝﾄ幕兼用（幅6m　高さ6.3m）
反射面（表）・吸音面（裏）を用途にあわせ選択可能

舞台照明設備
照明設備機器
照明機器類

主幹盤・分岐盤・調光器盤・調光操作卓・袖移動操作卓・持込電源盤（100/200v 100AT）
ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ×44・ｶｯﾀｰｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ×4・ｾﾝﾀｰﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ×1・ﾛｱｰﾎﾘｿﾞﾝﾄﾗｲﾄ×3

舞台音響設備
音響設備機器
映像機器
ITV機器
インターカム設備
難聴支援設備

音響調整卓・盤・ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ架・袖操作卓・各種ﾏｲｸﾛﾌｫﾝ・ｺﾝｾﾝﾄ盤類
DLP方式ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ・ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾒﾗ（OHC）
ｶﾒﾗ(ﾎｰﾙ内)・42型ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(受付)・14型ﾓﾆﾀｰﾃﾚﾋﾞ（控室１・２）
調整室・袖（上下）・袖操作卓・ｷｬｯﾄｳｫｰｸ
音声補聴ｼｽﾃﾑ：赤外線方式　受信機×20・ｼﾙｴｯﾄｲﾝﾀﾞｸﾀｰ×10・ﾈｯｸﾙｰﾌﾟｲﾝﾀﾞｸﾀｰ×10・ﾍｯﾄﾞﾌｫﾝ×20

536人収容のホールは講演会、シンポジウム、音楽発表会、上映会、舞踊、演劇など多目的に利用可能な
スペースです。充実した舞台照明・音響設備とともに舞台上部にはスクリーン、バトンなどが備えられ、
大画面を活用してのプレゼンテーションや映画上映などにも対応できます。また、ホールを取り囲むガラ
スの外側にある２階廊下に椅子を並べて約100席の座席を増設することが可能です。さらに、暗転のため
のロールスクリーンやシャッターがホールガラス窓、ホワイエなどに配備されているので、用途にあわせ
て自由に明るさを調整し、演出効果を高めることができるよう配慮されています。

何ができるか

・旋回扉は常にストッパーを用いて固定し、操作する際は十分に周囲の安全確認を行うようにして下さい。
・スクリーン、バトンについても必ず舞台上を確認しながら操作するようにして下さい。

注意事項
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舞台

ホール

控室2
控室1

袖舞台

ピアノ庫

南口

南通路

袖舞台トイレ

搬入口

south entrance

multipurpose hall

stage

side stage

south corridor

 loading door

dressing room 2
dressing room 1

piano storage

調整室
controll room

キャットウォークへ

トップライト遮光
ロールスクリーン

映写用スクリーン

道具用バトン

プロジェクタ
ピンスポットスペース

舞台用照明
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１２０インチ
ガラススクリーン

天井吊下型 液晶プロジェクター

演台、AV操作卓、書画カメラ卓

中研修室

設備概要
中研修室1
大きさ
座席数
AV設備

暗転設備
その他

幅約9m、奥行約19m（約170㎡）
全席椅子使用時約170席　机椅子使用時約130席
ワイヤレス・有線マイク、DVDプレーヤー、CD/MDプレーヤー、miniDV/VHSデッキ、
PC接続インターフェイス、書画カメラ、二画面制御用ソフト
ロールスクリーン（操作卓タッチパネルまたは入口脇にて操作）
ホワイトボード兼用ガラススクリーン、演台、AV操作卓、書画カメラ操作卓
（演台、操作卓はスクリーン下に収納可能）

中研修室2
大きさ
座席数
AV設備

暗転設備
その他

幅約9m、奥行約15m（約140㎡）
全席椅子使用時約130席　机椅子使用時約110席
ワイヤレス・有線マイク、DVDプレーヤー、CD/MDプレーヤー、miniDV/VHSデッキ、
PC接続インターフェイス、書画カメラ、二画面制御用ソフト
ロールスクリーン（操作卓タッチパネルまたは入口脇にて操作）
ホワイトボード兼用ガラススクリーン、演台、AV操作卓、書画カメラ操作卓
（演台、操作卓はスクリーン下に収納可能）

中研修室は1階最大170席、2階最大130席収容の多目的スペースです。座席を自由に配置することができるので
、講演・講習会、ワークショップ、リハーサルなど様々な用途に使用できます。また、書き込み可能なホワイトボ
ード兼用の120インチスクリーン2画面を備え、ノートパソコン・DVD・ビデオカセット・CDなどを用いたレク
チャーや上映会などにも対応可能です。ホール同様、こちらの部屋にも暗転用ロールスクリーンが設置され用途に
あわせて明るさを調整できます。

何ができるか
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小研修室

練習室

ギャラリー

1Fホワイエに面したホールの壁は展示用のギャラリーとしてお使いいただけます。作品や研究成果の発表
の場としてご活用下さい。

何ができるか

高い防音性能を備えた練習室は楽器や歌の練習、リハーサルに利用できます。特に練習室1はカフェコー
ナーに面した窓があり、外の様子をみながら練習することのできる開放感あふれる空間になっています。

何ができるか

小研修室は少人数での勉強会やサークル活動、打合せなどに使えるスペースです。小研修室2と３の間は
可動式の間仕切りによって区切られているので、用途にあわせて二部屋分のスペースに拡張して利用でき
ます。また、飲食可能な部屋としてホールでのイベント後の懇親会や打ち上げにもご活用下さい。

何ができるか

設備概要（全室共通）
大きさ
机・座席数

幅約3.5m、奥行約4.5m（約16㎡）
折りたたみ机4台　椅子8脚

設備概要（全室共通）
大きさ
座席数

幅約4m、奥行約5m（約20㎡）
折りたたみ椅子6台

設備概要
大きさ
展示器具

幅約10m、高さ約3.5m　×2面
ピクチャーレール（対荷重8kg）　スポットライト8台
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憩う
カフェコーナー

ラウンジ

ホワイエ
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1F北側の中央広場に面したスペースはカフェコーナ
ーとして市民の皆様に常時開放されています。鳥海
山を望み、水盤のそばでくつろぎながら本を読んだ
り、会話を楽しめるようゆったりとしたソファーを
準備しております。また、窓際には電源コンセント
とインターネットに接続できる情報コンセントが設
置され、パソコンなどを持ち込んでの学習スペース
として使うこともできます。

同じく2F北側には眺めの良いラウンジスペースがあ
ります。様々な活動を展開されている市民の皆様や
公益大生の方たちの情報交換や交流の場としてご活
用下さい。また、カフェコーナー同様電源と情報の
コンセントを窓際に設置しております。

ホールを取り囲む2階ホワイエ部分にも椅子と机を
準備しています。ガラス張りになったホールの中の
様子を見ながら、ごくつろぎ下さい。こちらのスペ
ースにも電源と情報のフロアコンセントを設置して
おります。



建築概要

建築構造規模
敷地面積
建築面積
1F床面積
2F床面積
延床面積
工期
発注者
マスタープランナー
設計・監理
建築工事
電気設備工事
空調設備工事
給排水衛生設備工事

鉄筋コンクリート造　一部鉄骨造　地上2階
98,642.21㎡
1,731.30㎡
1,531.93㎡
901.56㎡
2,433.49㎡
2004年9月21日～2006年2月28日
酒田市
池田靖史慶應義塾大学助教授
株式会社IKDS
大場・平尾特定建設工事共同企業体
鶴電工業・三栄電気工業特定建設工事共同企業体
弘栄設備・東和管工設備特定建設工事共同企業体
東北量水器株式会社

「大学づくりはまちづくり」を合い言葉に、門も塀もない大学通りの街並みを形成した東北公益文科大学
酒田キャンパスは、公共文化建築が集積する飯森山周辺を一体化し、地域活性化をテーマにしたユニーク
なアーバンデザイン事例として高い評価を受けています。開学から5年を経てその一角に今度は酒田市が講
演会やシンポジウム、発表会を主な用途にした公益研修センター多目的ホールを建設することで、市民の
生涯学習活動の支援と交流の拠点を作り出しました。ここでは大学と市民の恊働のきっかけとなることに
特に配慮し、広場をはさんで大学校舎と連続したロビー空間を、地域のシンボルである鳥海山を美しく望
む出会いの場として演出しました。そして、そのにぎわいの様子がケヤキ並木の県道「大学通り」からよ
く見えるようにすることで、飯森山周辺に楽しげな雰囲気が溢れ出すように考えられています。
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冷暖房料 照明料 AV機器使用料
9:00～13:00 13:00～17:00 17:00～20:00

ホール 9,240円 9,240円 6,930円 8,820円 1,260円 ―
中研修室 1,440円 1,440円 1,080円 3,000円 ― 10,000円
小研修室･
練習室

9:00～13:00 13:00～17:00 17:00～21:30
ホール 9,240円 9,240円 9,240円 8,820円 1,260円 ―
中研修室 1,440円 1,440円 1,440円 3,000円 ― 10,000円
小研修室･
練習室

9:00～13:00 13:00～17:00
ホール 9,240円 9,240円 8,820円 1,260円 ―
中研修室 1,440円 1,440円 3,000円 ― 10,000円
小研修室･
練習室

1,000円 ― ―

日
曜
・
祝
日 520円 520円

1,000円 ― ―

土
曜
日

520円 520円 520円 1,000円 ― ―

区　　分 使 用 料 金

平
　
日

520円 520円 390円

注1) 入場料(入場料とみなされるものを含む)を徴する使用又は営利を目的とする使用の場合は、使用料(冷暖房料
　　を除く)の5倍の料金となります。
注2) 冷暖房料は、使用時間の区分ごとの料金です。
注3) 照明料は、シーリングライト、スポットライト、サスペンションライト、ホリゾントライトを使用する場合
　　に徴収いたします。
注4) 土曜日と祝日が重なった場合は、祝日とみなします。

利用時間・利用料金一覧



東北公益文科大学事務局　0234-41-1111
地域共創センター　0234-41-1065


