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１．ようこそ！

へ！
 小さなお子さまも、障害のある方も、みんなで一緒に音楽を楽しむコンサー

トです。からだを揺らしたり、自然に声がでてもOKです。

 通常のコンサートとはすこし異なる会場の雰囲気になることが予想されます。

本イベントの趣旨をご理解いただき、周りの人への配慮をお願いいたします。
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２．日時のこと

 8月28日（日）に開催します。

 「午前の部」と「午後の部」があります。

 自分がどちらに当選しているか、必ず確認してください。

開場・受付開始 開演 終演

午前の部 10：15 11：00 11：45

開場・受付開始 開演 終演

午後の部 13：45 14：30 15：15

公演時間は

45分。

休憩なし。
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建物名：日立システムズホール仙台

住所：仙台市青葉区旭ヶ丘3-27-5

アクセス：地下鉄、バス、お車

※くわしいアクセス方法は６,７,８をご覧ください

３．会場のこと

会場：交流ホール

場所：２階

エレベーターと階段で2階に行くことができます

天井が高くて、広いお部屋です
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４．入場のながれ

① 検温・手指の消毒をする

② 受付で「招待状・招待メール」を提示

もしくは申込した方の名前を伝える

③ 座席指定券を受け取る

④ 会場に入る、指定の座席に座る

開場する時刻から入場ができます。

（午前の部は10：15）

（午後の部は13：45）
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５．公演中のこと

 会場内に段差・スロープはありません。

 トイレは会場のすぐそばにあります。

 多目的トイレは1階と2階にあります。

 上演中の休憩が必要になった場合は、

会場外のスペースや休憩用のお部屋を

ご利用いただけます。
お気軽に

スタッフに

おたずねください

▲会場の外は開放的でベンチもあります。

▼座席図

緑のTシャツ

が目印です
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地下鉄利用の場合：

地下鉄南北線「旭ヶ丘駅」下車、

改札口を背にして正面へ進み、

左へ曲がるとエレベーターおよび

東1番出口（階段）があります。

地上に出てから徒歩3分ほどで建物に着きます。

（途中で横断歩道をわたります）

６．地下鉄・バスでのアクセス

市営バス利用の場合：

バス停「旭ヶ丘駅」下車、徒歩2分

ターミナルの外に出てから、横断歩道をわたり、

徒歩2分ほどで建物に着きます。

あさひがおか

かいさつぐち せ しょうめん すす

ひだり ま

ひがし ばん でぐち かいだん

ちじょう で とほ ふん たてもの つ

おうだんほどう

あさひがおか

ばあい

ばあい

りよう

りよう

とほ ふん たてもの つ



駐車料金：1時間まで100円、以降30分毎50円

出入り口：台原森林公園側の道路沿いにあります

※障害者割引はありません。ご了承ください。

駐車スペース：全92台

車いす専用駐車スペース：3台

ゆずりあい駐車スペース：2台
※ゆずりあい駐車スペースをご利用の際は、車内に利用者証

を掲示してください

※駐車スペースには限りがあります。もし満車となった場合

は最寄りのコインパーキングをご利用ください。くわしく

は、８「お車でご来場の方②」をご覧ください。

７．お車でのアクセス① 日立システムズホール仙台の地下駐車場
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 駐車場は地下1階、地下2階にありますが、

地下2階にはエレベーターがないため、

階段を使用する必要があります。

 そのため当日は地下1階に車寄せスペースを

もうけます。どうぞご利用ください。

※車寄せスペースにはイベントスタッフがおります。案内に

従ってください。

※階段を上り下りできない方で、やむをえず地下2階駐車場を

利用することになった場合は、地下2階にいるイベント

スタッフがご案内しますので、おたずねください。

７．お車でのアクセス① 日立システムズホール仙台の地下駐車場
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８．お車でのアクセス② 最寄りのコインパーキングのご案内

フレッシュフードモリヤ旭ヶ丘店（スーパー）

にコインパーキングが併設されています。

駐車料金：60分毎200円

※最大料金は土日祝日：24時間毎 800円
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９．そのほか

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 37.5℃以上の発熱や咳・のどの痛みなどの症状が

ある方、体調に不安のある方はご来場をお控えください。

 3歳以上の方はマスクの着用をお願いします。（特別な理由を除く）

 感染について気になる方は、せんくら事務局までお問い合わせください。

 写真またはビデオの記録撮影を行います。不都合がある方は当日お申し出ください。

使用目的：リラックス・コンサートの魅力を伝えるため

用途：公式ウェブサイトへの写真や映像の掲載

 キャンセルをされる方は、8月23日（火）までに、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
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