SAKURAZA SCHEDULE

1月〜
公演予定

2005年、
甲府中心街活性の意味も含め、
以前文化の中心であった櫻座を75年の時を経て復活。

吾妻光良トリオ+ 1 水谷浩章Monthly Special
1月7日(土)

桜座初登場

吾妻光良(Vo.G)
牧裕( B)
岡地曙裕 (Ds)
早崎詩生(P)

開場17:30開演18:00
前売4,000円当日4,500円別途1DRINK500円LIVE配信2,000円

水谷浩章［コントラバス］ 1月13日(金)
夏秋文彦［ケンハモ,口琴,コンツォフカ,etc.］
ＣＥＯ［ギター］
開場19:00開演19:30
前売3,000円当日3,500円別途Drink500円LIVE配信2,000円

和洋折衷 ぶらり週末長野山梨みじか旅
1月21日(土)

ラ・センカ
（ピアノ&ボーカル）
岩間龍山
（尺八）
根岸哲也
（ギター）

開場18:30開演19:00
前売 3,000円当日 3,500円別途Drink500円LIVE配信2,000円

1月22日(日)

細井徳太郎(gt,vo,etc)
松井宏樹(sax)
あだち麗三郎
(gt,vo,sax,drums,etc)

開場15:30開演16:00
前売2,500円当日3,000円別途Drink500円LIVE配信2,000円

Naked The Live 菊田俊介LIVE
1月28日(土)

都積 輝(Vo G)
丸山智洋(Bass Cho)
辻 伸介(Ds)

開場18:30開演19:00
前売2,500円当日3,000円ドリンク500円別途要

菊田俊介(Vo.G)
津村朋信(G)
加藤ケージ(Key)
Ted新津(B)
古屋テツ(Dr)

2月3日(金)

開場19:00開演19:30
前売3,000円当日3,500円別途Drink500円LIVE配信2,000円

インデコ・ダイスクワイエサ
1月14日(土)

DECO BAND
DICE
ピヨピヨクラブ
タブラクワイエサ

開場18:00開演18:20
前売2,000円当日2,500円別途Drink500円LIVE配信2,000円

桜座JAM SESSION#78
8月3日(水)
1月25日(水)
龍野充(g)
古谷淳(P)
JUNKO(b)
大山勲(ds)

参加自由
参加自由！
！

開場18:00開演18:30
前売1,000円当日1,500円別途Drink500円

EL CARNAVALOW+泉邦宏

2月4日(土)

開場19:00開演19:30
前売3,000円当日3,500円別途Drink500円LIVE配信2,000円

2月18日(土)

あだち麗三郎 OECMZ(美味しい水)
古谷淳 the otherside quartet

開場18:30開演19:30
前売3,000円当日3,500円別途Drink500円LIVE配信2,000円

国 内 外 のアーティストが 続 々と出 演 中！＝ 注 目 の 創 造 表 現スペ ース ＝

西口明宏FOTOS LIVE 森山威男 田中信正DUO 金子マリ＆三宅伸治LIVE
2月24日(金)

西口明宏(sax)
ハクエイキム(keys)
Marty Holoubek (bass)
吉良創太(ds)

開場19:00開演19:30
前売3,500円当日4,000円別途Drink500円

森山威男(Ds)
田中信正(Piano)

3月3日(金)

開場19:00開演19:30
前売4,500円当日5,000円別途Drink500円有観客&LIVE配信2,000円

2月18日(土)

開場17:30開演18:00
料金はホームページにて

別途Drink500円

話題のトップアーティスト続々出演中!
●出演希望の方はお気軽にご相談ください。
※只今、新型コロナ対策のガイドラインに添って営業中の為、
お早目のご予約をお願い致します。
※レンタルスペースとしてご利用可！
桜座TV配信中！協力：甲府商工会議所

金子マリ(Vo)
三宅伸治(Vo,g

3月5日(日)

詳細はお待ち下さい。

KOFU JAZZ STREET 2023
3月18日(土)

板橋 文夫Super Unit

開場17:301ST 18:00 2ST 19:30 3ST 21:00
4会場共通チケット5,000円（2Drink付）

板橋 文夫 (Piano)
纐纈雅代 (Sax)
安東 昇(Bass)
本田珠也(Ds)

主催：甲府商工会議所
055-233-2031 桜座

吾妻光良トリオ+1 新生桜座プロジェクト
1月7日(土)

■ライブ会場の貸出
・ホール・Cafeスペース
■配信業務
・LIVE有料配信・出張配信YouTube
■貸スタジオ
・録画/録音/MV・動画収録/各種撮影
・映画ロケ・各種練習
■物販売スペース / Cafeスペース・他
■クリエイター / 表現の場として活用
■出演者募集 / プロ、
アマチュア問わず

開場15:00開演16:00
前売2,500円当日3,000円別途Drink500円LIVE配信2,000円

水谷浩章Monthly Special Other Side of Water NakamuraEmi突然ONEMAN2023in山梨
2月10日(金)
Pete Drungle [piano]
Nanaco [violin]
Hiroaki Mizutani [contrabass]
Manabu Hashimoto [drums]
guest：MC Mystie [voice&spice]

桜座必見 LIVE 2023

吾妻光良 (Vo.G)
牧裕 (Bass)
岡地曙裕 (Ds)
早崎詩生 (Piano)

開場17:30開演18:00
前売4,000円当日4,500円別途1DRINK500円有観客&LIVE配信2,000円

※お気軽にお問い合わせください
■ イベント企画制作 ■ アーティスト紹介
■ 楽器・音響・照明 レンタル＆オペレーション
■ 舞台制作
TATSUNOPLANNING inc.
■ 映像・CD・配信 等 制作
TEL:055-233-2031
■ LIVE HOUSE コンサルト

■お問い合わせ 桜座事務局
〒400-0032 山梨県甲府市中央1-1-7
（桜座）
TEL:055-233-2031
mail : kofu@sakuraza.jp
https://www.sakuraza.jp/

mail:info@tatsunoplanning.co.jp

桜座

sakuraza

桜座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
令和 2 年 7 月 9 日

桜座
Ⅰ はじめに
本ガイドラインは、山梨県が示した「施設における感染拡大予防ガイドライン
の作成基準」に則り、桜座（甲府市中央 1-1-7）における新型コロナウイルス感
染拡大予防策として遵守すべき事項を整理したものです。
Ⅱ 具体的取組
【３密の回避】
１ 換気設備の設置等（「密閉」の回避）
 換気扇を有する室については、利用時はスイッチを入れるとともに、各室出
入口の扉は、原則として開放し、空気の滞留する場所には扇風機を併用する。
 公演会場の換気設備を常時稼働する（換気排出量 1860m3/h×2＝3720m3/h）。
 公演と公演のあいまに扉窓を開放し換気を行う。
２ 施設内の混雑の緩和（「密集」の回避）
 予約制による滞在時間の管理等により、同時に多数の人が集まらないように
する。
 トイレなどにおいて、過度に人が密集する機会を減らすよう、利用者に周知
し、あわせて表示する。
 公演時間は２時間以内に制限する。
 会場出入り口の足下には入退室の動線矢印を貼り、出入り口での密集を避け
る。
３ 人と人との距離の確保（「密接」の回避）
 客席の対人距離を最低１ｍ（飲食を提供する場合には２ｍ）確保し定員 50
名程にする（通常 150）。ステージからは２ｍの対人距離を確保する。
 使用させない席にマークをする。 配置が決まっていない場合は、１人あた
りの専有面積を最低３㎡確保する。
 受付は、アクリル板などで遮蔽して行う。
 近距離での会話や発声を避けるよう、利用客に周知する。

【その他の感染防止対策】
４ マスクの着用
 マスクの着用を徹底し、公演主催者にもマスク着用を徹底させる。
 入り口にはマスク着用が無い場合の入場制限を表示するとともに、公演主催
者には利用客にマスク着用を周知させ、マスク着用していない利用客の入場
を断る。
５ 手洗い・手指消毒
 業務開始時、他者の接触が多い場所に触れた後、トイレの利用後などに必ず
手指を消毒し、公演主催者にも入場時の他、同様に実施させる。
 公演主催者には、利用客に対して入場時に手指消毒、手洗いを実施させる。
６ 体調チェック
 業務開始前に検温・体調の確認を行い、発熱（平熱より１度以上）、軽度で
あっても風邪症状（せきやのどの痛みなど）、嘔吐・下痢等の症状がある場
合、出勤を禁止する。
 公演主催者には自らの検温と体調確認をさせ、入場者に対しても、発熱（平
熱より１度以上）、軽度であっても風邪症状（せきやのどの痛みなど）、嘔吐・
下痢等の症状があれば入場しないよう周知させ、あわせて入り口にその旨を
表示するとともに、利用客の検温を実施し体調に不安がある場合には、入場
をお断りさせる。
７ トイレの衛生管理
 不特定多数が接触する場所（便座、スイッチ、洗浄レバー、洗面台等）は、
公演の都度（２時間に１回以上）清拭消毒を行う。
 トイレの蓋を閉めて汚物を流すように表示する。
 手洗い場所にはペーパータオルを設置する。
８ 休憩スペースのリスク軽減（控室等）
 可能な範囲で他の公演主催者と休憩する時間又は場所をずらすよう周知す
る。
 ロビーその他の休憩スペースでは、対面での飲食や会話を避けるよう、利用
客に周知する。
 最低１ｍの対人距離を確保できるよう、休憩スペースの椅子等を工夫し、マ
スクを外して利用する場合には２ｍの対人距離を確保する。
 控室を消毒用アルコール等で利用毎に消毒を行う。
 利用後の食器やゴミ類を取り扱う者は、清掃用の手袋を着用する。

９ 喫煙スペースの使用制限
 対人距離が２ｍ確保できるよう利用する人数を制限し、表示する。
10 清掃・消毒
 他人と共用する物品や複数の人の手が触れる場所の消毒を高濃度エタノー
ルや市販の界面活性剤含有の洗浄剤、漂白剤等を用いて、公演の都度（２時
間に１回以上）行い、公演主催者にも実施をさせる。
 各室利用後、利用者が触れた部分を各室備え付けの消毒液及びペーパーで清
拭し、使用済みのペーパーはビニール袋に密閉し、指定の場所に廃棄する。
また、公演主催者にも同様に実施させる。
＜高頻度に接触する部位＞
テーブル、椅子の背もたれ、ドアノブ、窓のハンドル部分、
電気のスイッチ、手すり
 貸出物品は、貸出・返却の都度、消毒する。
 ゴミを回収する者はマスクや手袋を着用し、脱いだ後は石けんで手を洗う。
 公演主催者には、鼻水や唾液などが付いたゴミをビニール袋に密閉した上で、
持ち帰らせる。
11 特に遊興施設における注意点
 公演主催者にはマイクの利用を極力避けさせ、利用する場合もマスクの着用
を徹底させ、マイクの使い回しをさせない。
 利用後のマイクは、他の貸出物品同様、貸出・返却の都度、消毒する。
 公演主催者には不測の事態に備え、公演主催者及び利用客の氏名、連絡先等
を確認させる。
 新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）の利用を促す。
12 チェックリストの確認
 本ガイドラインを遵守していることを確認するため、チェックリストを作成
する。

