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分野 団体名

詳細情報 https://www.osm.ca/en/coronavirus/

詳細情報 https://calgaryherald.com/entertainment/local-arts/calgary-philharmonic-to-temporarily-lay-off-entire-orchestra/

詳細情報 https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/winnipeg-symphony-orchestra-layoffs-covid19-1.5502480

詳細情報 https://wso.ca/coronavirus-covid-19-update/

流行に伴い38のコンサートを中止とした。これによる収入減の影響を最小限にするため、残念ながらスタッフと楽団員

の一部について減給や解雇をせざるを得なくなった。この措置が一時的なものにとどまることを私たちは心から願って

いる。（4/14）

4/8 すべての公演の中止。チケットの払い戻し、寄付への切り替え。

5/13 オンラインコンサート等の実施。また、数週間、公衆衛生当局の指示を尊重し、ソーシャルディスタンスに配慮し

たパブリックなコンサート再開のための完全な戦略の開発に取り組んできた。このトピックに関するディスカッション

は、パートナーである the Places de Arts と the Maison symphoniqueとの間で進行中である。

公演中止に伴い、66人の楽団員を含む総勢84人の従業員全員を一時的に解雇。CEOのPaul Dornianはこの措置が数週間の

一時的なものに留めたいと述べた。

Dornian はまた、公演中止に伴い200万CDの減収が生じたとした。（3/19）

創設72年になる楽団は、3/29、公演中止に伴い、楽団員67人、運営スタッフ30人、音楽教室講師14人の合わせて111人

を解雇せざるを得なくなった。

現在、マニトバ州では、50人を超えるすべてのイベントのキャンセルするように奨励されており、5月までの公演はす

べて中止、その後の公演も中止・リスケジュールされた。

概要

モントリオール交響楽団

Orchestre Symphonique de Montréal

カルガリー・フィルハーモニー

管弦楽団

Calgary Philharmonic Orchestra

ウィニペグ交響楽団

Winnipeg Symphony Orchestra

新型コロナウイルス感染症におけるカナダの芸術団体の状況

音楽
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詳細情報 https://www.tso.ca/covid19

詳細情報
https://www.cbc.ca/music/watch-members-of-the-toronto-symphony-orchestra-come-together-for-virtual-

performance-1.5506515

詳細情報 https://www.coc.ca/COC-news1?EntryID=21093

詳細情報 https://www.vancouveropera.ca/2020/03/13/press-release-2019-2020-season-cancellation/

詳細情報 https://national.ballet.ca/Customer-Message

詳細情報 https://national.ballet.ca/Dancer-Update

公演は中止になったが、楽団員は在宅でオンラインコンサート、SNSへの投稿などを行っている。

3/22には楽団メンバーがビデオ会議を使ってオンラインコンサートを実施した。

公演の中止＆ホールの閉鎖

チケットについては払戻し、寄付への転換が可能

公演の中止＆ホールの閉鎖

チケットについては払戻し、寄付への転換が可能

スタッフはリモートワーク

6月までの公演＆ツアーを中止。今年の秋～翌年にリスケジュール。

チケットについては払戻し、寄付への転換が可能

ダンサーはスタジオでのリハーサルは不可能だが定期的にコミュニケーションをとっている。彼らのために副芸術監督

クリストファー・ストウェルはじめとするスタッフが彼らの心身の健康のために情報やサポートを提供している。

我々が行っていること

・健康チームが傷病や何らかの事情から復帰したダンサーをリモートでサポートできる体制を提供

・カンパニーの身体セラピストであるポール・パプーツァキスが、ダンサーが自宅でもできるエクササイズを毎週考案

・元プリンシパルのシャオ・ナンユが、女性ダンサーがポワントを再開するときのための足を鍛える特別なエクササイ

ズを提供

・カンパニーから、スポーツ心理学の専門的見地からストレス対策の方法に関する情報やサポートを提供

・ダンサー自身も仲間のダンサーの下に赴き、上記のようなサポートの輪を維持している

カナダ国立バレエ

National Ballet of Canada

カナダ・オペラ

Canadian Opera Company

ヴァンクーバー・オペラ

Vancouver Opera

舞踊

トロント交響楽団

Toronto Symphony Orchestra

音楽
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詳細情報 https://www.rwb.org/news/article/our-strategy-to-respond-to-covid-19/

詳細情報 https://www.lakecountrycalendar.com/entertainment/ballet-kelowna-feeling-the-impact-of-covid-19-shutdowns/

詳細情報 https://www.ccdt.org/

詳細情報 https://trishabrowncompany.org/?page=view&nr=609

詳細情報 https://tdt.org/news

5月の芸術監督による公演の延期されることになったが、代わりに夏特別なイベントを実施予定。

3月4月の公演を中止

私たちはこの休止期間にいかなるリスクをとるつもりもない。むしろ団の人々が安全で健康であることに注力する。つ

まり、私たちの劇団員や制作協力者たちがこの期間中に適切な補償を受けられるよう、すべての契約事項を遵守する。

公演の中止＆ホールの閉鎖

ただし事務所機能はリモートで稼働しており、ダンススクールもオンラインで受講可能としている。RWBレジデンスは

機能を最小限に、立ち入りを厳しく制限しながらも開いている。

チケットについては以下の取り扱いが可能

・本年中もしくは翌年の公演への振り替え（20CD分を追加）

・寄付金として扱い（納税証明を交付）

・全額返金

3月公演「マクベス」を中止（今年11月、場合によっては来年に延期の予定）。多くのダンスカンパニーの収益はチ

ケット、寄付金、バレエ教室の収入からなっており、同公演の中止は収益の損失をもたらしている。

CEOのオーランドは団のダンサーが自宅でZoomなどによる無料のレッスンを人々に提供していると述べている。ダン

サーにとっても人々とのつながりが保てるのはよい効果をもたらしているとのことだ。

「私たちの業界はみな助けを必要としています。…向こう半年くらいは緊急の支援策や融資を活かすことができるで

しょう。しかしこの流行がそれ以上先に延びるとしたら、状況はもっともっと深刻になるでしょう」

公演の中止＆デジタルストリーミングの実施

事務スタッフはリモートで勤務

公演の中止。ソーシャルディスタンスを保ちながら、オンラインでのダンスを配信を実施

バレエ・ケロウナ

Ballet Kelowna

カナダ現代ダンス・シアター

CANADIAN CONTEMPORARY DANCE

THEATRE

トリシャ・ブラウン・ダンス

カンパニー

Trisha Brown Dance Company

トロント・ダンス・シアター

TORONTO DANCE THEATRE

カナダ・ロイヤル・ウィニペグ・

バレエ

Canada's Royal Winnipeg Ballet

舞踊
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詳細情報 http://www.obsidiantheatre.com/

詳細情報 https://globalnews.ca/news/6861620/rapid-fire-theatre-edmonton-online-coronavirus-pandemic/

詳細情報 https://rapidfiretheatre.com/about/covid-19-response/

詳細情報 https://www.gctc.ca/covid-19

詳細情報 https://www.alunatheatre.ca/

詳細情報 https://www.alumnaetheatre.com/covid-19-notice.html

情報なし

公演の中止

事務所スタッフはリモートで勤務

4/17 2020年7月1日まで劇場でのすべてのライブ活動を一時停止。

5月までのすべての公演を中止。この間劇団員はオンラインで活動することとなる。

私たちは今回の事態で影響を被るすべての俳優、制作スタッフ、ボランティアに謝意を表する。これらの人々による

様々な面での努力が今シーズン予定通りに行われなかったことを残念に思うとともに、今後のステージに活かされるこ

とを祈る。

※特に解雇などを示唆するものではない様子。

劇場の閉鎖。オンライン配信の実施

即興詩のワークショップをオンラインで展開すると発表（4/23）。

一方財政的な危機を乗り切るため、エドモントンの地元企業のロゴが入った広告Tシャツを市民に売るキャンペーンを

展開している。

公演の中止

グレート・カナディアン・

シアター・カンパニー

Great Canadian Theatre Company

アラナ・シアター

Aluna Theatre

アラムネ・シアター・

カンパニー

Alumnae Theatre Company

オブシディアン・シアター

Obsidian Theatre Company

ラピッド・ファイア・シアター

Rapid Fire Theatre

演劇
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詳細情報 https://jp.reuters.com/article/cirquedusoleil-debt-restructuring-idJPKBN21H01K

詳細情報 https://www.cirquedusoleil.com/press/news/2020/cirque-du-soleil-entertainment-group-announces-50-millions

詳細情報 https://www.cirquedusoleil.com/faq/covid-19

詳細情報 https://luminatofestival.com/Blog/March-2020/Coronavirus-and-COVID-19-Statement-from-Luminato

詳細情報 https://luminatofestival.com/

詳細情報 https://luminatofestival.com/Blog/May-2020-1/A-Message-from-the-CEO-Luminato-Festival-Toronto

WHOと疾病予防管理センター（CDC）の社ソーシャルディスタンスに関する推奨事項を考慮して、グループはコロナウ

イルス（COVID-19）のパンデミックの拡大に対応するため、ショーを一時的に停止。

5/4 団体は既存の株主である TPGキャピタル, ケベック州貯蓄投資公庫 (CDPQ), Fosun（復星国際）からの暫定融資として

5,000万ドルを調達したと発表。 これによりCOVID-19パンデミックによる継続的な混乱の中で、団体は最低限の運営を

続け、再建の道を模索している。

劇団は運営資金の逼迫（ひっぱく）と約９億ドルの負債に対処するため、債務再編に通じたアドバイザーと協力して取

り組みを進めている。

劇団は現在、米ＴＰＧキャピタルが過半数の株式を取得している。関係者によると、ＴＰＧが悪化している財務の処理

をめぐり、アドバイザーを雇っているという。

格付け大手ムーディーズ・インベスターズ・サービスは今月初め、同劇団の信用格付けをジャンク債圏内へと引き下げ

た上で、債務不履行に陥る「高いリスク」があると指摘した。

※ロイター,20/3/29引用

6/11-13の無料のストリーミングによるプログラムを実施予定。

ルミナリオ・フェスティバルはトロントで開かれる、北米でも屈指の国際アートフェスティバル。100の新作が公演さ

れ、40か国15,000人以上のアーティストによる3,600を超えるパフォーマンスが催される。

チケットの取り扱い

・キャンセルされたイベントのチケットを年内に予定される他のイベントのチケットと交換可能。交換手数料は不要

・将来のフェスティバルにおけるギフト券と交換可能

・フェスティバルへの寄付金として扱うことが可能。寄付した場合はHSTを含む納税証明を受け取ることができる。

シルク・ドゥ・ソレイユ

Cirque du Soleil

ルミナリオ・フェスティバル

Luminato Festival Toronto

その他

芸術祭
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詳細情報 https://fringetoronto.com/

https://fringetoronto.com/resources-artists-during-covid-19

https://fringetoronto.com/keep-fringe-spirit-alive-during-covid-19

中止によって参加予定だったアーティストには甚大な影響が及ぶが、私たちは彼らの安全に対し関心を持っている。ま

た、期間中には向けて雇用した150人を超える臨時スタッフは次年度に再びトロント・フリンジを開催するための貴重

な仲間と考えている。が、中止に伴いこうしたスタッフたち―契約スタッフ、事務職員、会場技術者、バーテンダー

等々―も収入の減少に直面する。

そこでトロント・フリンジは2021年に向け以下のことを約束する。

・フェスティバルの基本理念の維持

・20年出演予定だったアーティストへの機会提供

・20年出演予定だったアーティストに対する100%の出演料補償

・独立系アーティストに対する可能な限りのあらゆる支援

20年7月開催予定を中止。開催されれば140のショーが開かれる予定だった。

アーティスト支援のための助成や仕事についての情報を集約し、公開している。

詳細情報

トロント・フリンジ

Fringe of Tronto Theatre Festival
芸術祭

6 / 6 ページ

https://fringetoronto.com/
https://fringetoronto.com/resources-artists-during-covid-19
https://fringetoronto.com/keep-fringe-spirit-alive-during-covid-19

