
平成２８年３月３１日  
 
 アートスペースをご利用の皆さまへ  
 

指定管理者  
公益財団法人愛知県文化振興事業団  

愛 知 県 芸 術 劇 場 館 長  
 

アートスペース（催事室）の休館に伴う利用休止期間 

及び受付再開時期について（お知らせ） 

 
 日頃はアートスペースをご利用いただきありがとうございます。  

愛知芸術文化センター改修工事のため、各施設を順次休館することに伴い、ア

ートスペースの利用を下記のとおり休止します。利用可能時期は休館期間終了後

となります。  
なお、Ｂ２階アートスペースＸ室につきましては、平成 27 年３月 26 日付け文

書「アートスペース（催事室）の休館に伴う利用受付休止について（お知らせ）」

で「Ｘ室は休館せず通常どおり受付を行う」とお伝えしましたが、大ホールの工

事作業のため、下記の期間は休館することとなりました。休館場所が前回の通知

より増えることとなりましたことを、深くお詫び申し上げます。 

ご利用の皆さまには、ご不便をおかけしますが、どうぞご理解とご協力をお願

いします。  
 

記  
１ 休館する施設 

  アートスペースＡ～Ｘ 

 

２ 利用休止期間及び利用可能時期 

（１）利用休止期間 

  ○ アートスペースＡ～Ｈ（12 階） 

   平成 29 年 11 月 28 日（火）から平成 30 年７月 22 日（日）まで 

  ○ アートスペースＸ（Ｂ２階）（大ホールと同期間休館） 

   平成 30 年４月１日（日）から平成 31 年４月 22 日（月）まで 

  ※ Ａ～Ｈ室（12 階）とＸ室（Ｂ２階）は休館期間が異なりますのでご注意

ください。 

（２）利用可能時期 

  ○ アートスペースＡ～Ｈ（12 階） 

平成 29 年４月１日（土）から平成 29 年 11 月 26 日（日）まで 

平成 30 年７月 24 日（火）以降（7/23 は休館日） 

○ アートスペースＸ（Ｂ２階） 

平成 29 年４月１日（土）から平成 30 年３月 31 日（土）まで 

   平成 31 年４月 23 日（火）以降 

※ 別表「各施設の利用休止期間及び受付再開時期」もご参照ください。  
  なお、平成 28 年度中の利用については、通常どおり受付を行っています。 

 

 



３ 受付再開時期 

（１）Ａ室～Ｅ・Ｆ室（講演会・会議等利用） 

① 12 階全室利用希望の場合：平成 29 年７月以降の各月の初日 

（利用希望日の属する月の 12 月前の月の初日から利用希望日の１週間前まで） 

② 通常の申込みの場合：平成 30 年１月以降の各月の初日 

（利用希望日の属する月の６月前の月の初日から利用希望日の１週間前まで） 

※ センター内の他の施設と複合的にアートスペースを利用しようとする

場合、改修工事期間により、他の施設は利用できてもアートスペースは利

用できない場合がありますので、利用日程について御注意ください。 

 

（２）Ｇ・Ｈ・Ｘ室（展示室利用） 

申込みできる期間は次のとおりです。部屋によって申し込み可能期間が異な

りますのでご注意ください。なお、各半期の申込み可能期間の詳細は、利用希

望日の前年の６月と 12 月の一斉受付前に、改めてホームページ等でお知らせ

します。 

受付期間 室名 申込み可能期間 

H28.6.1

～6.20 

ＧＨ

Ｘ 

平成 29 年 

上半期 

利用開始日が平成 29 年１月５日～６月 30 日までの間 

（通常どおり受け付けます）（ 1/4 は搬入作業日） 

H28.12.1

～12.20 

ＧＨ 
平成 29 年 

下半期 

利用開始日が平成 29 年７月１日～11 月 26 日までの間 

（利用の最終日が 11/28 以降となるものは受付できません。）  

Ｘ 
利用開始日が平成 29 年７月１日～12 月 27 日までの間 

（通常どおり受け付けます） 

H29.6.1

～6.20 

ＧＨ 
平成 30 年 

上半期 

申込みできる期間はありません 

（平成 29 年 11 月 28 日～平成 30 年７月 22 日まで休館）  

Ｘ 
利用開始日が平成 30 年１月５日～３月 31 日までの間 

（利用の最終日が 4/1 以降となるものは受付できません。） 

H29.12.1

～12.20 

ＧＨ 
平成 30 年 

下半期 

利用開始日が平成 30 年７月 24 日～12 月 27 日までの間 

（平成 29 年 11 月 28 日～平成 30 年７月 22 日まで休館） 

Ｘ 
申込みできる期間はありません 

（平成 30 年４月１日～平成 31 年４月 22 日まで休館）  

H30.6.1

～6.20 

ＧＨ 
平成 31 年 

上半期 

利用開始日が平成 31 年１月５日～６月 30 日までの間 

（通常どおり受け付けます） 

Ｘ 
利用開始日が平成 31 年４月 23 日～６月 30 日までの間 

（平成 30 年４月１日～平成 31 年４月 22 日まで休館） 

H30.12.1

～12.20 

ＧＨ

Ｘ 

平成 31 年 

下半期 

利用開始日が平成 31 年７月２日～12 月 27 日までの間 

（通常どおり受け付けます） 

平成 32 年分以降、通常どおり受付 

 

４ 改修工事に伴う留意事項 

（１）改修工事中の騒音・振動について 

改修工事中は、他の施設からの作業音・振動発生の影響の可能性があります。 
今後アートスペースをお申込みになる際は、その影響を考慮に入れて申請し

ていただきますようお願いします。なお、その催物に際して作業音や振動発生



により支障が生ずることになりましても、その点につきましては責任を負いか

ねますことを御理解いただきますようお願い申し上げます。  
作業音や振動の発生するような作業を行うのは、午前８時から午後５時３０

分までです。なお、日曜日は工事作業を行わない予定です。 

 

（２）センター内の作業場所の設置について 

   改修工事中は、センター内に作業場所を設置する可能性があります。利用

者や来場者の皆さまの妨げにならないよう、できるだけ配慮いたしますが、

特に搬入口については、工事車両等の出入りが予想されます。今後搬入トラ

ックの駐車等についてご不便をおかけするかもしれませんが、ご理解、ご協

力いただきますようお願いいたします。 

 
５ 質問等の問合せ先 

＜利用受付休止、受付再開に関すること＞  
担 当 （公財）愛知県文化振興事業団事業部 

劇場運営グループ 

電 話 052-971-5609 

ＦＡＸ 052-971-5541 

 
＜施設改修、休館に関すること＞  

担 当 愛知県県民生活部文化芸術課  
振興グループ  

電 話 052-954-6183（直通） 

ＦＡＸ 052-972-6075 

 
 
※ 本文書は、平成 22 年度以降に施設を利用されたことがある方に送付してい

ます。 



（別表）各施設の利用休止期間及び受付再開時期

芸術劇場
施設名 場所 利用可能となる時期

平成28年10月以降の各月の受付初日 利用希望日の属する月の12月前から

平成28年11月以降の各月の受付初日 利用希望日の属する月の11月前から

平成28年４～７月の各月の受付初日 利用希望日の属する月の12月前から

平成28年12月以降の各月の初日
【注意】平成30年11月利用分については平成
28年12月１日を受付初日とします

利用希望日の属する月の24月前から

平成29年11月以降の各月の受付初日 利用希望日の属する月の12月前から

平成28年５月以降の各月の初日
【注意】平成31年４月利用分については平成28
年５月１日を受付初日とします

利用希望日の属する月の36月前から

3日以上連続利
用

平成30年３月以降の各月の受付初日 利用希望日の属する月の13月前から

2日以内利用 平成30年４月以降の各月の受付初日 利用希望日の属する月の12月前から

平成30年10月以降の各月の受付初日 利用希望日の属する月の６月前から

アートスペース（催事室）

施設名 場所 利用可能となる時期

12階全室利用の
場合

平成29年７月以降の各月の初日 利用希望日の属する月の12月前から

上記以外の場合 平成30年１月以降の各月の初日 利用希望日の属する月の６月前から

利用開始が1/4-
6/30までの間

Ｘ室 B２
平成30年４月１日（日）～
平成31年４月22日（月）

13か月 平成31年４月23日（火）以降

平成30年７月24日（火）以降
（7/23は休館日）

8か月

G室、H室

平成29年11月28日（火）～
平成30年７月22日（日）

12F

A室～E・F室

利用受付再開時期

利用開始日の含まれる年の前年の6/1-6/20の間

展示利用
（G・H・X）

利用開始が7/1-
12/27までの間

利用開始日の含まれる年の前年の12/1-12/20の間

講演会・会
議利用

同上

一般申込み

リハーサル室 B２ 同上 同上

※ホール利用者が優先して利用する場合は、一般申込み開始前にホール利用者間で調整

優先申込みは受け付けません

優先申込み

一般申込み

平成30年11月26日（月）以降

平成31年４月23日（火）以降

優先申込み

一般申込み

優先申込み

一般申込み

平成29年４月１日（土）～７月31日（月）
【一般申込みのみ受け付けます】

利用休止期間

13か月
平成30年４月１日（日）～
平成31年４月22日（月）

コンサートホール ４F
平成29年８月１日（火）～
平成30年11月25日（日）

16か月

大ホール ２F

利用受付再開時期

小ホール B１
平成28年11月１日（火）～平

成29年10月13日（金）
11.5か月 平成29年10月14日（土）以降

利用休止期間

2日以内利用

3日以上連続利用



中部芸術文化記者クラブ同日発表   

 

 

 

 

 

 

愛知芸術文化センターの改修工事に伴う休館について 

 

 愛知芸術文化センターの栄施設は、平成４年１０月に開館し、今年で２４年目を迎え

ます。ここ数年、施設設備全般の老朽化が目立つようになり、大規模な改修工事が必要

な状況にあります。 

 そこで、今後とも安全かつ快適なセンター機能を維持するため、下記のとおり休館期

間を設定して改修工事を実施することといたしました。  

 愛知芸術文化センターを御利用いただいている皆様及び主催者の方々には、多大なる

御不便と御迷惑をおかけしますが、何とぞ御理解、御協力をいただきますようお願い申

し上げます。 

 

１ 休館期間 

施設名 休館期間 

芸
術
劇
場 

小ホール 
平成 28 年 11 月 1 日（火） 

～平成 29 年 10 月 13 日（金） 

コンサートホール 
平成 29 年 8 月 1 日（火） 

～平成 30 年 11 月 25 日（日） 

大ホール 

（大・中リハーサル室を含む） 

平成 30 年 4 月 1 日（日） 

～平成 31 年 4 月 22 日（月） 

美
術
館 

8 階 ギャラリー 
平成 29 年 11 月 28 日（火） 

～平成 30 年 11 月 25 日（日） 

10 階 所蔵品・企画展示室 
平成 29 年 11 月 20 日（月） 

～平成 31 年 3 月 31 日（日） 

アートスペースＡ～Ｈ室（12 階） 
平成 29 年 11 月 28 日（火） 

～平成 30 年 7 月 22 日（日） 

  ※大ホールの休館中、アートスペースＸ室（地下 2 階）も同期間休館します。 

 

＜休館スケジュール表＞ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年３月３１日（木） 

愛知県県民生活部文化芸術課振興グループ 

担当 大野・小田・市橋 

電話 052－954－6183（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

内線 2460・2462 

１  

年度

月

小ホール 休館 11.5か月

コンサートホール 休館 16か月

休館 13か月

美術館　8階 休館 12か月

美術館　10階 休館 16.5か月

アートスペース12階 休館 8か月

10

大ホール
（大・中ﾘﾊ室含む）

4 5 6 7 8 910 11 12 1 2 34 5 6 7 8 910 11 12 1 2 34 5 6 7 8 9

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

10 11 12 1 2 3



 

 

 

２ 改修工事の主な内容 

  ・建築工事（天井脱落対策、床・壁修繕、一般客用トイレ洋式化など） 

  ・舞台機構工事（劇場舞台床・吊物機構の改修など） 

  ・防災設備工事（自動火災報知設備の更新など） 

  ・電気設備工事（舞台音響・照明設備及び受変電設備の更新など）  

  ・空調管設備工事（空調設備の更新、配管・ダクト修繕など） 

 

 

３ 問合せ先 

 ＜施設改修、休館に関すること＞ 

   愛知県  県民生活部  文化芸術課 振興グループ 

    電話０５２－９５４－６１８３   ＦＡＸ０５２－９７２－６０７５  

 

 ＜利用受付休止、受付再開に関すること＞ 

   【芸術劇場・アートスペース関係】  

   （公財）愛知県文化振興事業団  事業部  劇場運営グループ  

    電話０５２－９７１－５６０９   ＦＡＸ０５２－９７１－５５４１  

   【美術館関係】 

   愛知県美術館  企画業務課  業務グループ  

    電話０５２－９７１－５５１１（代表）ＦＡＸ０５２－９７１－５６０４ 

 

 

４ 愛知芸術文化センターについて 

 ＜施設概要＞ 

  愛知芸術文化センターの施設概要については、別添リーフレットを御参照ください。 

 

＜開館からの経緯＞ 

平成 ４年１０月  愛知芸術文化センター栄施設 開館 

（愛知県美術館、愛知県芸術劇場、愛知県文化情報センター） 

平成１４年１０月  開館１０周年 栄公園との連絡通路開通 

平成１９年１０月  芸術劇場舞台機構制御装置改修工事により最大４か月休館 

平成２２年 ８月  あいちトリエンナーレ2010開催（8/21～10/31） 

平成２４年１０月  開館２０周年 

平成２５年 ８月  あいちトリエンナーレ 2013 開催（8/10～10/27） 

平成２６年 ４月  芸術劇場の運営等に指定管理者制度を導入 

平成２８年 ８月  

     １１月  

あいちトリエンナーレ 2016 開催予定（8/11～10/23） 

大規模な改修工事に伴う休館開始（芸術劇場小ホールから） 

 

２  


	
	（別表）利用休止期間等


