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建設場所　　　山形県鶴岡市馬場町11‐61
規模　　　　　地上３階／地下１階
敷地面積　　　13,096.84㎡
建築面積　　　5,756.35㎡（延床面積7,846.12㎡）
最高高さ　　　29.56ｍ（軒高28.74ｍ）
客席数　　　　固定席1,120席／多目的鑑賞室15席
設計監理　　　妹島・新穂・石川共同体
　　　　　　　　　株式会社妹島和世建築設計事務所（代表）
　　　　　　　　　株式会社新穂建築設計事務所
　　　　　　　　　株式会社石川設計事務所
施工　　　　　竹中工務店・菅原建設・鈴木工務店特定建設　
　　　　　　　工事共同企業体
　　　　　　　　　株式会社竹中工務店（代表）
　　　　　　　　　菅原建設株式会社
　　　　　　　　　株式会社鈴木工務店
音響設計　　　株式会社永田音響設計
本緞
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帳デザイン　千住博『水神』
本緞帳制作　　オリエンタルカーペット株式会社

建　築　概　要

開館時間　　　①10月２日○月～来年３月31日○土
　　　　　　　　…午前９時～午後７時（原則平日）
　　　　　　　②来年４月１日○日以降
　　　　　　　　…午前９時～午後10時
休館日　　　　①催事のない土曜・日曜日、祝日。年末年始
　　　　　　　　（12月29日～１月３日）
　　　　　　　②年末年始
駐車場　　　　153台（うち身体障害者等用４台）
　　　　　　　ほか鶴岡公園周辺の公設駐車場約460台
連絡先　　　　荘銀タクト鶴岡（鶴岡市文化会館）
　　　　　　　〒997‐0035　市内馬場町11‐61
　　　　　　　電話：24‐5188　ファクス：25‐7611

利　用　案　内

鶴岡市文化会館の通称は

荘銀タクト鶴岡【 】

ロゴマーク
（制作：JA印刷山形）

　文化会館の安定的・持続的な
管理運営のためネーミングライ
ツ・パートナー（命名権者）を
募集し、株式会社荘内銀行に決
定しました。
■契約期間
平成29年９月１日～33年３月
31日（３年７か月）
■契約期間　総額
1,300万円（消費税及び地方消
費税除く）

　来年夏までの主な開館記念事業は次の
とおりです。公演の詳細やチケット販売
方法は広報やホームページ等でお知らせ
します。

開館記念事業ラインナップ

▼開館記念事業

◎３月18日○日
　こけら落とし公演
　ＮＨＫ交響楽団公演
◎５月６日○日
　劇団四季公演
◎７月16日○月
　松竹大歌舞伎公演
◎８月25日○土
　海上自衛隊東京音楽隊公演

2

　荘銀タクト鶴岡（鶴岡市文化会館）の本体工事が８月
31日に完了しました。９月４日には事務室が荘銀タク
ト鶴岡へ移転し、来年３月のグランドオープンを目指し
準備を進めています。
　今回の特集では、荘銀タクト鶴岡の建物や館内の紹介、
利用案内や今後の予定などをお知らせします。

TACT「タクト」は

Tsuruoka
Art　　　
Culture
Terrace

鶴岡の芸術文化が集う場所を目指します。

◎問合せ　荘銀タクト鶴岡☎24‐5188

庄内藩校致道館から望む

荘銀タクト鶴岡
（鶴岡市文化会館）

完成

特集

鶴岡
芸術
文化
集う場所

市民サポーター募集
　荘銀タクト鶴岡の自主事業でチケット
もぎりや客席案内などをしていただく
「市民サポーター」を募集します。
　観客を迎える側になって開館記念事業
等に参加してみませんか？
■対象
11月中の休日（予定）に行う接客マナ
ー・ホール職員に関する基礎研修（１日）
に参加できる18歳以上（高校生を除く）
の方30人
■内容
開館プレ事業、こけら落とし公演、開館
記念事業に従事する有償ボランティア
（支給対象外：交通費・研修会参加時間給）
■申込み
荘銀タクト鶴岡
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荘銀タクト鶴岡平面図

■市民が集い、つながる回廊空間。エントランスホール

▲庄内藩校致道館を借景としたエントランスホール。地場産木材
を使用したルーバー天井。ソファーや椅子、机などを配置します。

大ホールを囲む回廊型のエントランスホールは、
公演のない日も開放され、いつでも誰でも気軽
に集うことができる交流の広場となります。ミ
ニコンサートや展示などのイベントも行われ、
にぎわいが生まれるまちの広場を目指します。

鶴岡アートフォーラム側のエントランスホール
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■一体感ある劇場空間。大ホール 固定席：1,120席（１階817席／２階303席）多目的鑑賞室：15席

舞台と客席とができるだけ近く、観客が
大ホールを囲むような生音の響きを大切
にした臨場感ある劇場空間を作りました。
客席は東北では珍しいワインヤード型の
形状を採用。最新の舞台照明を設置し、
コンサート、演劇、講演会など様々な催
しに対応できる音響設計となっています。

「生音の響き」にこだわった音響
大ホールの壁や天井、手すりは全て曲面で
作られ、豊富な反射音を客席に届け、豊か
で柔らかな響きを生みます。また客席の壁
の突起は音の明瞭さを創り出します。

小ホール
大ホールの演技エリア
（14m×14m）と同じ
大きさ。移動式の椅子
を約200席配置するこ
とができ、本番前のリ
ハーサルや小規模の公
演等に利用できます。

アーティストラウンジ
楽屋の近くに演者がゆ
ったりと憩いの時間を
過ごすことができる空
間を設けています。屋
外のテラスもあり内川
の風景も楽しめます。

楽屋１～６
全６室で合計約75人が利
用できます。大きさは定員
ごとに３つに分かれ（約
30人１室、15人２室、５
人３室）、公演の規模に合
わせて使うことができます。

練習室１・２
それぞれ独立した防振遮音
構造の部屋で、大ホールか
ら離れた位置にあります。
ダンス等にも使えるよう、
床は柔らかい木下地のフロ
ーリングを採用しています。

その他の諸室
■会議室（会議室１・会議室２）
　楽屋にも転用可能
■事務室・託児室
　エントランスホールから分かりや
　すい場所に配置。託児室が隣接
■搬出入室
　11tトラック２台収納可能

会議室

本緞帳『水神』
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