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	 	 	 	 	 	 幕 内 瓦 版  第弐拾弐号 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    発行 日本劇場技術者連盟 

幕内：劇場の幕内側のことで、演者・大道具・小道具・衣装・照明・音響など、舞台を創造するものの総称	 	 

	 

◇回り舞台 ~連盟会員のご紹介~ 
 隈元 理之さん （くまもと まさゆき） 
 都城まちづくり株式会社 

 1973年 10月５日生まれ 業界歴 20 年 

 宮崎県都城市在住 鹿児島県出身 

□この業界に入ったきっかけ 

 大学時代に

入った学園祭

の実行委員会。

工学系の大学

だったことも

あり、企画だ

けで無く舞台

の設営から、

音響・照明の

設営・オペレ

ート、果ては

模擬店舗への

電力供給と夜間警備（２４時間営業の学園祭

でした）まで行う、何でもありの実行委員会

でした。学園祭で使用する機材は業者さんか

ら借りてくる訳ですが、「こいつらなら貸して

も大丈夫！」と思わせるために、バイトに入

って信頼関係を…と思い片足を突っ込んだと
ころ、両足だけでなく肩までどっぷりと業界

に浸かっていました。 
□照明さんでした！？ 

 数カ所の業者さんでアルバイトをしている

うちに照明の面白さに惹かれ、外回りをメイ

ンにしている前の職場に就職。野外イベント

からお芝居まで、様々なジャンルの仕事に携

われたことはとても良い経験となりました。

また、オペラ・バレエなどの舞台監督業もさ

せていただく機会に恵まれたことは、今の業

務にとても生かされていると思います。その

後、たまたま実家の近くでホール管理技術者

を探していた現在の会社に転職。当初は募集

通りの舞台技術者としての業務についていま

したが、いつの間にかホール事業の制作をす

ることに・・・	 同じ裏方とはいえ、技術と

制作では全く違う環境ですが、今までとは違

う視点から事業に関われることはとても良い

経験です。 
□どこに進んでいくのでしょう？ 

 今私が所属している会社は、その名前から

「（つるはしとか持って）まち作ってるの？」

とよく聞かれますが、中心市街地活性化の目

的で設立された会社で、その一環でマチナカ

にあるホールを管理しています。町の活性化

を目的としている会社なので、事業には舞台

系のイベントだけでなく「ボンパク（都城盆

地博覧会）」という地域に焦点をあてたものも

実施しています。（私とは別のスタッフが担当

しています。「ボンパク」で検索してみてくだ

さい。市内各所で行われる体験型イベントで

す。）現在、ホールでの事業は全面的に『マチ

ナカ』を押し出した企画が無い現状ですが、

今後は町と連動した企画も作っていかなけれ

ばと考えています。ますます舞台から遠ざか

っていきそうな予感がしますが、今までの経

験を活かしてマチナカに楽しいステージを作

っていければ・・・と日々「妄想中」です。 
 

◇連盟会友のご案内 
トランスサウンドテクノロジー株式会社 

代表取締役 松本明 

東京都北区田端新町 3-2-11-1F 

URL http://www.trans-tech.jp/ 

□特徴あるスタッフ構成 

	 弊社は音響技術支援が専門でスタートした
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会社です。まだ設立４年足らずですが、現在

では舞台業界の様々な部門のスタッフが集っ

て２０名程で構成するに至る事ができました。	 

	 弊社の特徴は、このようにいろいろな業種

の会社に所属していた仲間同士が呼び集まっ

た組織であることです。その影響もあり、垣

根の無い営業スタイルとなり、多くのお取引

先様と関わらせて頂いている事が強みです。	 

	 一方、弊社のみでは対応出来ないイベント

に際し、お取引先様のご協力を得て現場に取

り組むというスタイルが多く、他社さんと一

緒に仕事をし、またその機会に出会う事で、

スタッフ間の交流も広がるというメリットを

感じている次第です。	 

□スキルアップには積極的 

	 近年、火災など有事の際には、その専門性

や会社の体制などが問われる事が多いと感じ

ています。そこで専門分野のみならず、必要

とされる防災の面でも資格取得を推進してお

ります。具体的には、下記の通りです。	 

	 大規模施設管理者の自衛消防技術試験（東

京都認定）：２名取得、救命講習１名取得、電

気工事士２種：２名取得、舞台機構調整技能

士２級：１名取得、日本音響家協会２級：１

名取得、日本照明家協会認定１級技能士：３

名取得、同２級：６名取得。	 

	 今後もお客様への安心を提供すべくスタッ

フのさらなるスキルアップを推進します。	 

□創造性ある提案と実行 

	 昨今、舞台管理に求められることは、堅実

性・効率性・省エネ性の向上に加え、コスト・

パフォーマンスに優れた演出などであります。

弊社は、これらの要望に、現場経験豊かなス

タッフが、創造性と迅速性をもって、実現性

のあるご提案でお応えします。	 

たとえば、弊社の「システム・ラボ」は、

さまざまな設備機器の確実なメンテナンスと

同時に、省エネなどのご提案も行い、お客様

から高い評価をいただいております。	 

	 今後も、お客様にさらなる満足をいただけ

るようなサービスを提供できるように、スタ

ッフ一丸となり取り組んでまいります。 

■第1種、第3種劇場技術者検定講座 

（宮城県）【報告】	 宮城県	 小松	 正俊 
2013 年 8月 31日（土）~9 月 1日（日）    
@宮城県中新田バッハホール 

	 中新田バッハホールを会場としての検定講

座は、2010年、2012年に続き3回目の開催とな

りました。2010年の開催以降、一般町民（市

民）の方々で劇場の裏方業務に興味を示され

る方が増加し劇場主催の裏方セミナーの受講

者も年々増えていることもあり、今回の日程

も一般町民（市民）を対象とし、土・日の開

催としました。 

	 今年度、劇場主催の裏方セミナーを受講し

ていた方々も検定講座を楽しみにし、合格を

夢みていたのですが、あいにく検定日と町民

運動会が重なってしまい、運動会に出場のた

めに残念ながら今回の検定講座を受講するこ

とが出来ない方が出てしまいました。 

	 結果的には、第1種（簡素なホールの技術者

対象）が1名、第3種（劇場運営を支援する市

民を対象）が4名という非常に少人数での開催

となりましたが、少人数ならでは、の今まで

にない充実した検定講座となり、受講者一同

大変喜んでおられた反面、残念ながら受講出

来なかった方々は大変悔しがっておられまし

た。また、初日の午前中、八板会長が講義を

している間に手伝いに来ていた連盟会員3名

は照明担当の千田講師より仕込みを兼ねて特

別レクチャーを受けていました。こちらの、

特別レクチャーも大変好評で、このような会
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員限定の特別セミナーを行っても良いのでは

ないかと思いました。 

	 今回初めての試みとして、事前に教科書を

送付して事前勉強をしていただき、最終の試

験では教科書を見ないで挑戦していただきま

したが、結果的には今まで以上に皆さん高得

点をとっていました。また、事前に教科書を

送付していただいたことにより講義の内容が

理解出来たと大変好評でした。 

	 検定後、今回第3種を受講した4名を中心に、

今までの受講生数名が定期的に劇場に集まり

勉強会を行い、仕込みやバラシ等を積極的に

手伝ってくれるなど、劇場にとっては非常に

強力な戦力であり、大変貴重な存在になりつ

つあります。 

	 さて、今回の検定講座を通して感じたこと

は、東北では、国家試験には興味を示します

がその他に関しては一切興味を示さない方が

多いのが現状ですので、東北で第１種受講者

を集めるのはかなり難しいのではないかと思

います。今後は、東北以外の劇場（首都圏や

北関東）で検定講座を開催し、東北に刺激を

与えられればと願っています。 

 ………………………………………………… 

□参加者の声 

	 とても楽しい二日間でした。当初は、最近

ようやく上手・下手を覚えたばかりのど素人

が受講して大丈夫だろうかと不安でしたが、

講師の先生方の説明が丁寧でわかりやすく、

初心者でも納得しながら受けることができま

した。また、少人数なのも大変よかったです。

受講生、先生方・スタッフの方、全員の顔と

名前を覚えて話ができたことは非常に有意義

だったと思います。2日目の演習に反映された

のではないでしょうか。 

	 縁あって文化センターに入り、いつまで勤

務できるかわかりませんが、今後も何らかの

形で劇場の仕事に関わることがきたら、と思

います。 

	 『劇場の価値は、そこで働く人の人間性で

ある。』との言葉を胸に、様々な舞台を見て

勉強し、吸収していこうと思います。 
	 	 	 	 （第3種受講者	 宮城県	 今野芙美） 

 
■劇場技術者寺子屋「歌舞伎の照明」【報告】	  
	 	 	 	 	 	  	 	 	 群馬県	 平野  克明  
2013 年 10月 22日（火）15：00~16：30 
＠東京都 新宿文化センター 

	 池田智哉氏は、

松竹株式会社に

1968年に入社し、

以来45年、ひとす

じに歌舞伎照明

の仕事に携わっ

てこられた。今回

の講座では、その

経験を通して磨

かれた照明技術

と取り組みの姿勢について多くのことを語っ

ていただいた。	 

	 池田氏が歌舞伎照明の世界に足を踏み入れ

た頃は、いわゆる封建的な風土があり、入社

した当初の仕事は、先輩へのお茶くみと座	 

布団だしなどであった。それから、色切り（フ

ィルターを準備する作業）、ケーブル直しな

どを経て、かなり時間が経ってから、スポッ

トライトに触れることができたそうだ。しか

し、このような作業を経験することによって、

歌舞伎の世界の礼儀・作法が身につき、その

世界に自然に入れたとのこと。こういったこ

とは、今の社会では、なかなか受け入れられ

ないが、実際はどの分野の仕事でも必要なこ

とであると強く思う。	 

	 さて、歌舞伎の照明の基本は、影のない均

一な明るい舞台を作ることである。そのため

に最も適しているのが、ボーダーライトであ

る。その理由は、レンズを使用していないの

で、柔らかな明かりで、影が出にくいからで

ある。したがって、レンズスポットを極力使

わない明かりを心がけている。また、ハロゲ

ンよりも白熱電球の方が、色味はよかったそ

うだ。したがって、ハロゲンの場合は、白味

を抑えるためゲージをかけ柔らかみを出すよ

講師の池田智哉氏 
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うに工夫している。また、それにより、光量

が不足する場合は、A3やA5などの色変換フィ

ルターをかけて、ゲージを上げるような工夫

をしている。 
	 このお話から、単なる作業灯として捉えて

いたボーダーライトが、芝居の演出に果たす

その役割の大きさに、認識を改めることとな

った。	 

	 しかし、ボーダーライトだけでは、演出し

きれない場面もあり、実際の舞台、「妹背山

女庭訓（いもせやまおんなていきん）」の画

像を用いて、どのような灯体をどこに当てて、

影を消しているか、反射を抑えて錦絵のよう

な舞台を作っているかなどを解説していただ

いた。	 

	 また、歌舞伎独特の演出についての解説も

興味深かった。例えば、「だんまり」。これ

は、暗やみの中で、登場人物が無言で探り合

うようすを様式化したものやその場面のこと

であるが、池田氏は、芝居の流れを勘案して

敢えてゲージを上げて、だんまりの演技をよ

くみせる演出をすることもあるそうだ。また、

「チョンパ（暗転から柝をきっかけに一気に

明るくする演出）」の間の取り方は、かなり難

しく長い経験と才能が必要なようだ。	 

	 このような多くの工夫と技量を必要とする

歌舞伎照明の作業の中で、池田氏が常に意識

していることは、「芝居をしない照明」であ

る。これは、お客様に役者の演技、芝居全体

の良さを味わってもらうため、照明だけが出

しゃばってしまうようなことをしないという

ことである。45年の経験が言わしめる実に含

蓄のある言葉であると感銘した。そして、こ

のことは、歌舞伎照明だけでなく、われわれ

劇場技術者の行う仕事にも当てはまる。われ

われは、ともすると、自分の担当業務に集中

するあまり、全体の流れを考えずに演出して

しまうことがある。その結果、催事の本来意

図するものを阻害していることがある。これ

は避けねばならないということが、池田氏の

言わんとするところである。	 

	 そのほか、新たに建てなおされた第5期歌舞

伎座の照明設備やLED照明についての池田氏

のお話も実に興味深かった。その中で、客電

までも演出に意味を持たせていることには驚

いたが、LEDを使用しているため、ゲージを調

整するとき綺麗なフェードアウトができない

ので、改良が必要な状況であるそうだ。	 

	 また、本講座には、多くの聴講者が来場さ

れたが、その中に歌舞伎座の照明設備を担当

された丸茂電機株式会社様の若い社員の方々

も見られ、質疑に参加されていたことも印象

的であった。連盟主催のこのような講座が、

ユーザーとメーカーをつなぐことに役立った

のではないかと感慨をあらたにした。	 

	 今回の講座は、歌舞伎照明の技術的なエッ

センスについては、もちろん、有益な事柄を

伝えてもらったが、すべての劇場技術者にと

ってその日常業務に取り組む姿勢についても

大変に重要で参考になることを学ぶことがで

きた。	 

◆交流会 

	 講座後の交流会に講師の池田氏も参加され、

気さくに参加者と懇談されていた。筆者も池

田氏の歌舞伎座でのお仕事の裏表をたっぷり

と聴くことができた。講座では聴くことので

きない深い情報もあり、大変に濃密な時間を

持つことができた。ここで得たものは、自分

の職場にも還元できる貴重なものがあった。

歌舞伎照明の第一人者とこのように贅沢な時

間を過ごせるのも、日本劇場技術者連盟の交

流会の大きなメリットであることを改めて感

じた。	 

 
■JAZZ in FUCHU 音響支援隊の活動報告	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

東京都	 八板 賢二郎 
2013 年 10月 27日（日） @ 東京都府中市内	 

	 日本劇場技術者連盟は、一般社団法人日本

音響家協会とザ・ゴールドエンジン、株式会

社エヌエスイーと合同で、東京都府中市で開

催されたJAZZ in FUCHUの音響を技術支援し

ました。ボランティアスタッフとして応募し
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ていただいた18名で、大国魂神社内に設けた

隣接する2つのステージを担当しました。 

	 ストリート演奏なので地域住民に騒音とし

て捉えられないように生音を主とした音作り

で、ステージ前の観客には心地よく、そして

会場から離れるとスーッと音量が下がり騒々

しくないように設定して、12バンドのSRを行

いました。そのために、SRスピーカをステー

ジ後方に2台設置し、モニタースピーカは使用

せず、電気楽器は自前のアンプで鳴らすだけ

とし、ドラムはSRなし、キーボードはステー

ジ背後のスピーカでSRするだけという手法

でした。 

	 事前に演奏者たちへはこの手法をお知らせ

していたので、演奏者とのトラブルもなく、

また演奏もスムーズで苦情が出ることもあり

ませんでした。それどころか、演奏後にお礼

を言ってお帰りになった演奏者たちが多くい

ました。「演奏者と観客の間に音響家が介在し

て演奏音を破壊しないこと」が私たちの構想

であって、隠密に音響する、つまり「ステル

ス・サウンド」を実行して、音響家が介在し

ていないかのように聞かせました。 

	 しかし、少し離れた余所のステージからベ

ースとバスドラの音が聞こえてきて、私たち

のステージの演奏者たちは困惑していました。

それでも冷静に演奏していました。また、残

念ながら夜に入ってから強烈な音を出すバン

ドの演奏には、近隣住民からクレームがあり、

実行委員から音量を下げるよう指示を出して、

その場を凌ぎました。これは、バンド選定ミ

スでしょう。 

	 そして、急遽、神社のセレモニーが入り雅

楽の演奏をするので、30分の休憩というハプ

ニングもありましたが、音響支援隊は成功裏

に仕事を終えました。	  
 

連盟会員の新鮮便  
■若者に音楽環境を提供「ヤングミュージッ

クフェスティバル」 

	 	 	 富山県高岡文化ホール	 山本	 広志	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 公立文化ホールといえば、自主事業ではク

ラシックを中心に事業展開される傾向があり

ます。また次代を担う青少年の支援事業とし

て、概ね吹奏楽公演やコーラスコンサート、

その種のクリニックを企画する傾向になるの

ではないでしょうか。つまり学校教育に結び

ついた音楽や関係者が納得した企画になって

しまいます。 
当ホールでは、軽音楽を楽しんでいる高校

生大学生にスポットを当てて、ホールでの演

奏機会を提供するために「ヤングミュージッ

クフェスティバル」の企画を立ち上げました。

早速、高校へアプローチ。予想通り大方の学

校が消極的姿勢。楽器店などのネットワーク

を活用してアマチュアバンドを探し、出演依

頼をしなければならない状況から始まりまし

た。その甲斐あって、当日は 7 団体が出演す
ることになりました。ホールの本格的な音響

設備や照明演出の中、若さとパワーのあるス

テージを見せてくれました。出演者から「と

ても気持ちがよかった。」「もっと上手になっ

て来年も出演したい。」という感想を聞かせて

くれました。 
	 今年は初めての企画ということで、改善す

べきこともありましたが、もちろん継続して

いきたいと思います。その改善点のひとつと

して、来年からは舞台の仕込みから学生たち

と一緒に取り組みたいと考えています。 

写真に写っているバンドですが、校則を遵

守して学生服姿で出演するチームがありまし

た。みなさん、どう思いますか？ 
-------------------------------------------------------------------	 
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■これからのデジタル再生・録音機器はどう

なっていくのだろう？	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 北海道	 大澤	 実	 

	 平成25年度公文協北海道ブロック技術職員

研修会が9月25日～26日の日程で帯広市民文

化ホールにて行われました。 

	 私はこの研修会に講師として参加し、今後

のデジタル録再機器について、トークセッシ

ョン形式で話してきました。小屋付きの立場

でこれからの再生や録音はどうなっていくだ

ろう？というテーマに対し、機器の歴史や変

遷とアナログ機器を比べながら紹介していき、

新しく登場してきたものや消えていった機器、

また、消えていった機器はなぜ消えていった

のか？などをホールでの現状を交えながら説

明しました。  

	 この研修会では、ホールとしての立場でい

ろいろ話しましたが、時間の制約により、十

分に伝えられなかったことがあり、例えば、

実際に現場ではどうなのだろうか、というと

ころが話せたらよかったのではと思いました。

会館での業務は、放送局やスタジオなどと違

って利用者（市民）の要求に応えていくこと

が必要で、そのためにどのような機器を用意

するべきか、どんなことが大切かということ

になります。理想としては局やスタジオなど

で使用しているプロ機器、業務用機器を揃え

ていい対応ができた方がいいのでしょうが、

地方のホールでは限られた予算で更新･対応

できるものは多くはありません。録音、再生

機器においても同様でこれからの動向を見極

めて機材購入していく必要があります。ホー

ルの利用者は、いまだにカセットテープの再

生や録音もあり、再生でも録音状態の悪い音

源も結構あり、できる範囲で聞きやすい状態

にして再生しています。 

今後も、当分はカセット、MDが残りつつ、

CD、CD-Rは全盛で、少しずつ他の新しいメ

ディアものにチェンジしていくと思います。

この状況に対応できるよう機材の動向を見極

めていかなくてはならないですね。 

	 講座はセッション方式だったので、受講者

の聞きたいことが伝わったかはわかりません

が、その日の情報交換会での皆さんとの交流

の中、お酒の入った席での話がまた重要な時

間でした。（まあ、大体そういうものです）各

ホールや地域が抱える問題はどこも同じよう

ことであり、ＪＲ北海道での安全体制の不備

に起因する問題は、ホールにも該当すること

なので、行政がしっかり認識して問題を解決

してくれるべきだと思います。 

	 帯広での技術研修会のお話でした。 
------------------------------------------------------------------- 

■ローマ帝国の箱物行政 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 東京都	 滝	 善光 

	 ギリシャのエピダウロス野外劇場は、現存

する最も古い劇場として有名ですが、そこで

行われていたコンテンツはあまり知られてい

ませんね。実は演劇コンクールだったそうで

す。 

	 そのほかの劇場、たとえば、アテーナイの

場合、ディオニソス大祭の3日目には喜劇が上

演され、4日目からは1日に3つの悲劇と1つの

サテュロス劇（風刺劇）が上演され、それが3

日間続き、最終日には優秀作品に賞が贈られ

たそうです。しかも再演禁止なので毎年新作

を作らなければなりませんでした。現存して

いる作品は30弱ですから、全作品のごく一部

ですね。 

	 その後、劇場はグレコローマンをへてロー

マ劇場へと進化していきます。 

	 映画「テルマエ・ロマエ」でわかるとおり、

ローマ人は建築が大好きです。ローマ帝国が
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侵攻した土地には記念碑的な劇場をたくさん

作りました。しかし、肝心の劇作家がいなか

ったので、結局集会場になってしまったと、

さ。 

	 あれ？どっかの国にもそんな劇場をいっぱ

い作った時代があったような・・・・・。 
------------------------------------------------------------------- 
■震災の賜（たまもの） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 群馬県	 平野	 克明	  

	 東日本大震災後、劇場利用者の方々の防災

意識の高まりに感心することがあります。 

	 例えば、催事のリハーサル前に、全員を集

め、地震があったときの対応についてミーテ

ィングを行う団体があります。また、子ども

たちが多く集まる催事では、主催者が、緊急

時の対応をマニュアル化し、私たち劇場職員

にも、その際の動きを確認しておられます。 

	 当然、私たちの劇場も、緊急時の避難誘導

計画書をつくっております。そこでは、催事

ごとに、緊急時の避難誘導要員の配置と動き

を主催者と確認し、非常扉の開け方を現場で

指導するなどしております。また、ホール内

のアナウンス席には、地震時にどのように対

応・放送するかの簡単なマニュアルを置いて

あります。 

	 これらの対策が、実際にどこまで機能する

かは、正直、不安がありますが、非常時への

対策がかなり高いレベルで立てられるように

なったことは、語弊を恐れずに言えば、「震災

の賜（たまもの）」であると痛感します。 

  このようなことが、震災で亡くなられた多

くの方々への「恩返し」であると思いつつ、

新たな犠牲者を出さないために、防災への取

り組みを、より一層進めていきたいと思って

います。 
 

イベントのお知らせ 
■音のゼミナール	 楽器の王様「ピアノ」大
研究 
楽器の王様と言われているピアノの構造と機

能、そして様々なマイキング事例を検証する

ワークショップです。その道の第一人者たち

が素朴な疑問を解き、特異なマイキングを試

し、個性的なマイキングを披露します。 

◇日時：2013年12月5日（木）13：00~16：00  

◇会場：かめありリリオホール	 東京・ＪＲ	 	 

亀有駅南口・イトーヨーカ堂9F 

◇受講料：2,000円（学生1,000円/連盟会員・	 

会友無料） 

◇受講申込先：seas.honbu@gmail.com 

ピアノやマイキングに関するご質問がありま

したら、お申し込み時に書き添えてください。

当日、講師がお答えします。 

◇概要 

第1部「ピアノの構造と機能」 

!講師：三好直樹（みよし	 なおき） 

1972年からロック系のツアースタッフとして

音響の世界に入る。1990年からは東京芸術劇

場大ホールの音響を担当。現在、明治座舞台

株式会社管理営業本部営業部長。楽器につい

て造詣が深い。 

第2部「いろいろなマイキング事例の検証」 

!講師：及川公生（おいかわ	 きみお）	 
1959年からＦＭ東海（現 TOKYO FM）技術

部に勤務。1970年にFM東京を退職してフリー

ランスとなり、武道館における世界歌謡祭、

ねむ・ジャズ・インなどのＳＲを担当。カー

ペンターズ、ミッシェル・ルグランなどのア

ーティストと関わる。 

!講師：昆布佳久（こんぶ	 よしひさ）	 
1977年にNHK大阪放送局に入局。現在は株式

会社綜合舞台に勤務。 Mt.フジ・ジャズ・フ

ェスティバル、東京ジャズ、ニューオリンズ・

ジャズ&ヘリテッジ・ミュージック・フェス

ティバル、矢沢永吉、サンタナ、デビット・

ボウイ、ボブ・ディランなどの収録を担当。 

!ピアノ演奏：浅岡みほり 
ピアノ演奏や作編曲を中心に活動し、ミュー

ジカル公演の歌伴、室内楽・オーケストラの

鍵盤楽器奏者、オペラや合唱、ポップス、シ

ャンソンの伴奏など、その活動は多岐に渡る。

BS-TBS「日本名曲アルバム」に伴奏ピアニス
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トとして出演中。 

◇主催：一般社団法人日本音響家協会 

◇協賛：日本劇場技術者連盟 

◇協力：コモドマッティーナ株式会社、有限

会社ソナリサーチ、ヒビノ株式会社、

オフィス・アール、株式会社エルシー

電機 

…………………………………………………… 
■セミナー「ＬＥＤスポットライトやＤＭＸ
制御機器の仕込みを体験しよう」 
◇開催日：2014年１月21日（火） 

◇時  間：13:00～16:00（開場は12:30） 

◇場	 所：川口総合文化センター・リリア 催	 	 

し広場・JR京浜東北線 川口駅 西口

正面 徒歩１分 

◇講	 師：株式会社伊東洋行	 平島俊征 

◇参加費：無	 料 

◇定	 員：50名（実技講習は、希望者先着順

（16名定員：埼舞協 8名、日本劇

場技術者連盟8名） 

◇交流会：研修会終了後、交流会を開催いた

します。（会費3,000円程度予定） 

◇参加申込先：teec.honbu@gmail.com	 	    
FAX.042-361-8982 

定員に達し次第、参加受付を締め切らせてい

ただきます。なお、埼舞協正会員、日本劇場

技術者連盟会員を優先させて頂きます。 

◇申し込み締切り：2013年12月23日（月） 

◇緊急連絡電話：090-3809-3976	  

 有限会社エフ・リンク	 石山まで                           

◇主催：埼玉県舞台技術協議会 

◇共催：日本劇場技術者連盟 

◇協力：株式会社 伊東洋行 

…………………………………………………… 
■新春イベント 音響効果サミット 2014～匠
たちが‘効果音’の真髄を語る～ 
伝統演劇、映画、テレビ、オペラ、現代演劇、

CMのオーソリティたちが語る音響効果の世

界。 

◇日時：2014年1月27日（月）13:30~17:00 

◇会場：国立能楽堂大講義室・東京・JR総武

線千駄ケ谷駅下車3分 

◇受講料：2000円	 会員無料 

◇主催：一般社団法人日本音響家協会 

◇協賛：日本劇場技術者連盟 
	 

連盟からのお知らせ  
■原稿募集中 
｢幕内瓦版｣では、日本劇場技術者連盟会員と

会友をご紹介する｢回り舞台｣と｢会友のご案

内｣への原稿を募集しています。全国の会員の

方の活動紹介を行っていきます。これにより、

連盟と会員間のつながりを深めてもらいたい

と思います。 

新鮮便への投稿もお待ちしています。 

原稿の送付先は、下記のアドレスです。 
 	 teec.editor@gmail.com 

------------------------------------------------------------------- 
■ホームページもご覧ください! 
日本劇場技術者連盟のホームページには、会

員にとって役立つ情報が満載です。是非ご覧

ください。 
	  http://www.teec-or.org/ 

 
●幕内瓦版 22 号	 	 
発行日:	 	 2013 年 11 月 29 日	 	 	 	 
発行:日本劇場技術者連盟	 	 	 	 
発行人:	 	 齋藤	 	 讓一	 	 	 	 	 	 
編集人:	 	 平野	 	 克明	 	 
編集委員:	 	 阿部喜一・桑原基紘・庄司 	 	 至・	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

増田哲也・山下祐治・米本麻紀子	 	 
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