
　私がお芝居の世界に入った理由の中に「皆で稽古を重ね、大道具や小道具を造り、音

楽や効果音・照明など自分達なりに考え創って行く課程が面白くやり甲斐があった」と

いうことがあります。「どんな仕事をしても苦労がある筈なので、同じ苦労ならやり甲

斐の有る苦労をしたい」と考えた訳です。

　当然沢山の苦労を乗り越えながら今日に至るわけですが、組合が企画する研修会や取

材などを通して「ひとの望む事を慮る事が大切だ」と、様々な方々から学び取れると感

じています。

　そして「情熱を持って携わっていくこと」の大切さを、本号の記事の中にある「偉大

なダンサーはそのテクニックが賞賛されているわけではありません。ダンスにかけたそ

の情熱に、賛辞が送られているのです」という言葉から学び取れると思います。

　自身の満足を主眼とするのではなく「ひとの望む事を、情熱をもって実現していく」

ことを実践していく中で、各個の満足ややり甲斐、ひいては各事業所・組合の発展に繋

がって行く筈だと考えています。

　本誌の購読は無料です。ご希望の方は下記事務局かホームページまでご一報下さい。

ご意見・ご感想もお待ちしております。
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組合発足20年にあたり

京滋舞台芸術事業協同組合　理事長

　当組合も発足以来20周年を迎えました。これもひとえに組合員・賛助会員・

関係各位のご尽力の賜と、感謝申し上げます。

　また、発足当時の理事会や関係各位のご苦労に思いを馳せれば、あらためて

頭の下がる思いがいたします。組合をつくるに当たり、右も左も分からぬ状態

から起ち上げるということは大変なご努力が必要だったろうと拝察します。

　歌舞伎狂言の有名な幕切れに

「十六年はひと昔。夢じゃ、夢じゃ」

という台詞がありますが、20年といえばそれ以上。人間なら成人式にあたりま

す。現在では理事会の顔ぶれも、発足当初とほとんどが入れ替わりました。

　また、その間に組合を取り巻く環境もずいぶん変わりました。経済環境や災

害の影響もあり、各劇場・ホールなどの耐震や経年に伴う大規模改修工事、ま

た労働環境整備などの課題も山積しております。

　当組合は、加盟する組合員ひいてはそこに従事する技術労働者を大事にした

いと思って運営して参りました。これからもそのことを肝に銘じて参ります。

当組合の設立当初からのスローガンである

１．技術者の育成

２．組合員の社会的認知・向上・安定

３．文化芸術の振興のために 

４．経験と技術、創意そしてたゆまぬ努力を続ける舞台芸術のプロ集団として

　　最良の仕事

５．安全と安心の管理運営

６．舞台管理運営のプロ集団として、ホール運営のトータルな業務

を、これからも一層充実させて参る所存です。何卒ご協力、ご指導をよろしく

お願いします。
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城崎国際アートセンター  ＫＩＡＣ  探訪

「城崎国際アートセンター（ＫＩＡＣ）」は、豊岡市にあり、最大1000人収容

の大ホールと６つのスタジオを持ち、宿泊施設も完備した自由な創造空間です。

　アーティスト・イン・レジデンス施設として2014年に発足。2015年度より

平田オリザ氏を芸術監督に迎え、数々の舞台芸術を生み出し、いまや世界各国

のクリエイター達から注目の的となっています。

　今回、雪深き一日ここを訪れ、取材をさせていただきました。

                                                                              （取材日：2018/02/08）

──まずはご経歴からお聞かせください。

田口　僕は豊岡市の出身で、大学から東京にいて、

2011年の震災でこちらに帰ってきた、いわゆるＵ

ターン組です。基本的にはアート畑の人間ではない

し、特にアートマネジメントを勉強したわけでもな

いですし、どこかの劇団の制作をやっていたとかで

もなくて、普通に営業とか広報とか、そういうもの

をやってきました。2015年の４月から城崎国際アー

トセンターの館長として働いています。

　豊岡市というのは、関西ではそれなりに有名な場

所なんですけれども、残念ながら東京のメディアに

はほとんど載ったことがないんです。市長（中貝宗

治氏）も「情報発信が箱根の山を越えられない」と

言ってたもんです。当時のパンフレットや広報の仕

方を見ていると、要は自分たちの魅力に全然気付い

てなくて、変なことばっかりやっていたんですね。

例えば、豊岡の食べ物、めちゃめちゃ美味しいんで

すよ。いい素材がいっぱいあるんですね。但馬牛、

炭、在来種のワサビ、今の季節ですとカニがあった

り、お米も美味しい。なのに町おこしを頑張って

やっている人たちは、素材はＡ級なのにＢ級グルメ

をつくろうとしたりしているんです。自分たちがふ

だん食べてないものを人に出そうとする。自分たち

は炭で牛を焼いて、ワサビと塩か醤油ぐらいで食べ

る。最高に美味しいのに、それが食べられるレスト

ランが一軒もない。なぜかカレーに炭を入れて名物

にしたいとかって頑張ってる。それ、おかしいだろ

うと。そういうことが多々あったんでなんとかした

いなと。要はコミュニケーションの仕方を変えな

きゃいけないんでっていうことをやっていくときに

「おせっかい」っていう名刺を作ったんです。当時、

豊岡市としては、交流人口（宿泊数）を今よりも約

150パーセントアップさせたい。そのためには、広

報の仕方やマーケティングの仕方を変えていかな

きゃいけない。なので「大交流課」っていうのをつ

くったんですけれども、具体的にどういうことを

やっていいか分かんない。そのときに、たまたま僕

が市役所の人に紹介してもらって「豊岡にいいもの

いっぱいあるんだから、コミュニケーションの仕方を変

えたらいいんじゃないですか」ということで、おせっ

かいをやるようになりました。2014年にこのアート

センターができまして、そのときはNPO法人が指定

管理していたんですけれども、おせっかいとして、

ここのPRのお手伝いをしていたんです。その縁も

あって、平田オリザさんともお仕事するようになっ

て、2015年からここの館長をすることになりました。

お話　　田 口 幹 也 城崎国際アートセンター館長兼広報・マーケティングディレクター

　　　　小 林 勇 陽 城崎国際アートセンター技術チーフ

聞き手　中 田 　 節 ・ 大 久 保 　 歩

「おせっかい」という名刺
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　豊岡市は人口が約82,000人、面積は兵庫県の中で

一番広いんです。東京の23区と同じぐらい。人口は

その100分の１ですね。観光地には恵まれています。

神鍋高原、但馬の小京都といわれる出石、そこには

近畿最古の芝居小屋といわれている永楽館（本誌29

号参照）があったり、当然ここ城崎温泉という温泉

街。さらに北側に３キロほど行くともう日本海。竹

野海岸があります。それから豊岡市民の多くが誇り

に思っていることはコウノトリです。コウノトリっ

ていうのは1971年に種として一度絶滅します。けれ

ども、豊岡市はコウノトリの国内最後の生息地とい

うこともあってずっと保護活動を続けていって、よ

うやく卵の孵化に成功し、それから100羽を超えて

きて、2005年にもう一回自然に返すことができたん

です。おそらく世界でも、一度絶滅した鳥をもう一

度復活させて、しかも自然界に返すようなことをし

たっていうのは、非常に珍しい話です。コウノトリ

がなんで絶滅したかというと、この鳥は肉食で、田

んぼのタガメとかナマズとかカエルなどを食べて生

活していたんですけれども、日本の農業の仕方が変

わっていったことによって、どんどん住める場所が

少なくなってきた。それと農薬によって生殖機能を

破壊されて、最終的に絶滅していったんですね。な

ので、豊岡市がもう一回この鳥を野生復帰させよう

とすると、当時コウノトリが住めたような環境を取

り戻さなきゃいけない。そのためには市や県だけで

はなくて、住民、特に農業をやっている方々と一緒

にやっていかなきゃいけない。その中でコウノトリ

が住める環境を田畑に取り戻そうという運動ができ

ていくんですね。無農薬もしくは農薬をなるべく使

わない農法で、さらに、冬でも田に水を張って、生

き物が存在しやすくするような環境というのを、豊

岡市は頑張ってやってきました。それによってコウ

ノトリは野生復帰することができたんです。それを

豊岡市は「コウノトリ“も”住めるまち」というこ

とを言っています。当然そういう環境というのは人

間にもいいだろうと。要はコウノトリというのをひ

とつの象徴として生物多様性の環境を整えていく。

しかも、それを農家さんが積極的にやっていく。結

果としてここで作られたお米が

「コウノトリ米」として付加価

値がつくんですね。今では豊岡

の街の中に100羽以上のコウノ

トリが生息しています。要はそ

れだけ豊かな環境を豊岡市は取

り戻すことができた。その象徴

がコウノトリなんです。

　城崎国際アートセンターの建物自体は「兵庫県立

城崎大会議館」という1983年に建てられた建物です。

当時よく旅館組合や観光協会に「500人ぐらいのシ

ンポジウムを開きたい」「700人ぐらいで組合の大

会を開きたい。そういう場所があれば予約して、さ

らに旅館の手配も」という問い合わせが多く来てい

たんですけれども、残念ながら城崎にはそのころ

100人ぐらいの会議場しかなかったんで「大きなシ

ンポジウムができる、1,000人収容のホールを持つ建

物を」と県に働き掛けました。当時はいわゆる箱物

ができやすい時代だったので、つくってもらったん

です。最初のころはそれなりに稼働率もあったんで

すけれども、1990年の後半、バブルが崩壊して停滞

していくと、企業や団体がそういう催し物をやらな

くなっていく。さらに、城崎の街自身も、大体10部

屋から15部屋の木造３階建ての旅館なので、あんま

り団体客を得意じゃなかったんで、ここを積極的に

営業しなくなった結果、城崎大会議館が全然使われ

なくなっていって、年間20日間ぐらいしか使われな

い、いわゆるどの地方にもある〝お荷物施設〟にな

っていった。大体こういう公共の建物っていうのは

30年で見直しが入りますので、県として、そろそろ

30年だしっていうことで見直しをかけたときに、全

然使われていないと。しかも、城崎の町から頼まれ

たのに、城崎自身がここをもう活用していないとい

うことで、豊岡市に委譲したいという話が2012年に

来て、豊岡市としては引き受けざるを得なくなった。

県が運営しているとき維持管理に年間1,800万ぐらい

掛かっていたんですけれども、今度はそれを豊岡市

が負担しなきゃいけない。なので、豊岡市として、

どうやって1,800万円を捻出しようかということで

「いっそのこと、ここを取り壊して駐車場にしよ

う」という話もあったんですけれども「これだけの

建物を一度壊してしまうと、もうつくることはでき

ないから、もうちょっと何かいいアイデアを」と。

そのころに、市長が「もうここで単体で1,800万もう

けるのは諦めよう。その代わり、豊岡に新しい人の

流れができて、新しい情報発信の拠点ができれば、

1,800万ぐらいは街全体で稼げるんじゃないの」と。

そのときに社会的影響力や情報波及力のある人とい

うことで、アーティストというのが出てくるんです

ね。しかも、1,000人入るホールがあるので、アート

の中でも、絵画とか彫刻ではなくて舞台芸術に特化

したアーティスト・イン・レジデンスにするってい

うのはどうだろうかということを思い付くんです。

豊岡市にそういう舞台芸術に触れる機会っていうの

はあまりにもなかった。公演でそういうのを持って

くるっていうのは非常に難しいんだけれども「アー

ティストに来てもらう」という仕組みができれば、

市民の人たちにも生の芸術に触れる機会っていうの

が増えていくだろう。ここの運営費は、はなから掛

かるのは分かっているんだから、その運営費は市が

負担することにして、ただでアーティストに貸そ

う」そんなことを思い付いたんです。

コウノトリ“も”住めるまち アート・イン・レジデンス

田口幹也氏
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ティストに来てもらう」という仕組みができれば、

市民の人たちにも生の芸術に触れる機会っていうの

が増えていくだろう。ここの運営費は、はなから掛

かるのは分かっているんだから、その運営費は市が

負担することにして、ただでアーティストに貸そ

う」そんなことを思い付いたんです。

　2012年に平田オリザさんが、豊岡市の「市民プラ

ザ」に公演にいらっしゃったときに平田さんがこの

場所を見に来られて「城崎の街とこの場所がうまく

融合するようなことができたら、市長が構想されて

いるアートセンターもうまくいくかもしれませんね。

その代わり、相当頑張んなきゃいけないとは思いま

すよ」みたいなことを、担当者に伝えると「そうか

そうか、平田さんがそう言うんだったら、これはい

ける」ということで、アートセンター構想が一挙に

実現に向かって動きだすんです。予算も付けなきゃ

いけないですし、条例も変えなきゃいけない。オリ

ザさんは「乗りかかった船なんで」ということで、

ここができる前から、いわゆるアドバイザーとして

どういう制度設計をしていくかというのも含めて、

ボードメンバーに入っていただくことになりました。

そんなことがあって、2014年４月にここがオープン

しました。施設としては、１つのホール、６つのス

タジオ、22名が宿泊可能なレジデンス施設で構成さ

れていまして、カフェテリアと隣にキッチンがあっ

て、アーティストはここで滞在制作を自由にするこ

とができます。最短で３日間、最長で３カ月間、滞

在が可能でして、その間の施設の利用料、宿泊費、

ホール、スタジオの使用料はすべて無料となってい

ます。逆にいうと、ここまでの交通費とか、作品制

作に掛かる予算、それから、ここでの生活費という

ものはすべてアーティスト側の負担となっています。

基本的には公募でアーティストを募集していまして、

大体４月の終わりから６月の中旬にかけて公募、そ

の中から選考された方々がここに滞在されるという

ことになっています。選考委員は、今芸術監督に

なっていらっしゃる平田オリザさん、JCDNの佐東

範一さん、木ノ下智恵子さん、相馬千秋さん、僕と

ここのプログラムディレクターの吉田雄一郎の６名

で選考に当たっております。初年度はNPO法人プ

ラッツさんが指定管理者として運営していましたが、

ふたを開けてみると想定外の成功だったんですね。

そうなると、当初予算が全然合わなくなっちゃった。

追加予算でお金を取っていかなければ、維持管理で

きないという状態になって、議会でも大問題になっ

ていく。豊岡市としてはあまりにも早く成功し過ぎ

たがゆえに、初年度から立ちゆかなくなっていく。

そんなことが起こってくるんですね。市長としては

「豊岡市としては、何か今までとは違うすごいもの

をつくった」という手応えはある。ちょうど2014年

に国が重点課題に挙げたのが地方創生。それによっ

て、国のほうから予算も来ることになった。そのタ

イミングでここは市の直営になります。そのときに

僕は「館長をやれ」といわれ、平田オリザさんが芸

術監督になりました。

　ＫＩＡＣのアーティストにとっての一番大きな特徴

は「短期的な結果を求めない」というとこなんです

ね。要は作品の完成義務を負わしてない。こういう

アーティスト・イン・レジデンスの場合、例えば彫

刻とか絵画だったら、そこで作品を完成させて施設

にそのままその作品を収蔵するとか、舞台芸術の場

合には、作品を完成させてそれを公演して、その公

演の収益の一部を施設側で受け取るとか、そんなふ

うにしてバランスをとっていくんでしょうが、ここ

は作品の完成義務を負わせない。要はリサーチでも

いいし、構想段階でもいいし、もちろん作品を完成

させるのでもいいんですけれども、そのどの段階で

来てもいいですよというのが非常に珍しい特徴と

なっています。とにかく〝アーティストファースト〟

の施設をつくっていこうというところで出てきたア

イデアです。「その代わり、滞在期間中に必ず１回

は地域交流プログラムをやってください。市民の税

金で運営されていますので、市民に還元してくださ

いね」と。ワークショップでもいいですし、作品が

ほぼ完成しているんだったら公開稽古かゲネプロを

観せていただくとか、構想段階だったら、これから

どういう作品をつくろうとしているのかというトー

クショーでもいいです。今年からかなり力を入れて

いるのはアウトリーチですね。小学校や中学校に出

向いてもらって、ワークショップをやったり、自分

はなんでこういう仕事をやっているかっていうのを

豊岡市の子どもたちに話してくださいとお願いして

おります。豊岡市がこれをつくったときに一番危惧

していたことは、果たして人が来るんだろうかとい

うことだったんですけれども、ふたを開けてみたら

初年度からフル稼働。初年度は大体250日以上稼働

して500名を超えるアーティストがやってきたんで

す。よく考えてみたら、こんな施設って日本にない。

もしかしたら、世界にもここしかない。舞台芸術の

方々が本当に待ち望んでいたようなものをポコッと、

今まで何の関わりもなかった豊岡市がつくっちゃっ

たんですね。あっという間に口コミで広まっていっ

たということがあります。特に公募でアーティスト

を募集するって言ってますけれども、今年度分の公

募を去年の４月から６月にかけてやったら、25カ国、

94団体から応募が来ました。その中から16団体を選

考させていただきました。メキシコ、フィンランド、

イスラエル──われわれがどうやってＰＲしたらい

いか分かんないような所から熱烈なオファーをいた

だいています。「箱根の山を越えられない」なんて

言っていましたけれども、箱根の山どころか、ロッ

キー山脈まで行っちゃってるなみたいな感じですね。

城崎というのは舞台芸術の関係者にとっては憧れの

地になりつつあるといえるんじゃないかと思います。

城崎国際アートセンター（ＫＩＡＣ）発足

結果を求めない

大ホール内部
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していたことは、果たして人が来るんだろうかとい

うことだったんですけれども、ふたを開けてみたら

初年度からフル稼働。初年度は大体250日以上稼働

して500名を超えるアーティストがやってきたんで

す。よく考えてみたら、こんな施設って日本にない。

もしかしたら、世界にもここしかない。舞台芸術の

方々が本当に待ち望んでいたようなものをポコッと、

今まで何の関わりもなかった豊岡市がつくっちゃっ

たんですね。あっという間にクチコミで広まってい

ったということがあります。特に公募でアーティス

トを募集するって言ってますけれども、2018年度分

の公募を去年の４月から６月にかけてやったら、25

カ国、94団体から応募が来ました。その中から16団

体を選考させていただきました。メキシコ、フィン

ランド、イスラエル──われわれがどうやってＰＲ

したらいいか分かんないような所から熱烈なオファ

ーをいただいています。「箱根の山を越えられな

い」なんて言っていましたけれども、箱根の山どこ

ろか、ロッキー山脈まで行っちゃってるなみたいな

感じですね。城崎というのは舞台芸術の関係者にと

っては憧れの地になりつつあるといえるんじゃない

かと思います。

　表現活動していく上で、リベラルであったり多様

性を受け入れる所じゃないと非常に厳しい。豊岡は

「アーティスト“も”住めるまち」──多種多様な

価値観を認めるリベラルな街を目指してます。アー

ティストって、失敗も恐れないですし、新しい価値

をつくっていこうとチャレンジする人たちです。な

ので、アーティストは閉鎖的な所には住めない。

「豊岡は自分の可能性を試すことができる街になる

んですよ」ということを、ＫＩＡＣを中心にやって

いきたいし、地域の住民の人たちに理解してもらっ

ていきたいと思っています。そうなっていくと、豊

岡市は、この街で暮らす価値のある〝小さな世界都

市〟になれるんじゃないかなと。要はＫＩＡＣの一

番の役割は、そういう価値観の寛容性の担保ってい

うところを今つくろうとしているところです。

──市の規模が大きすぎず小さすぎずという、それ

も成功の要因かなという気がしますね。

田口　仰るとおり８万人ぐらいで、これ以上小さい

と予算の問題とかがあるのと、城崎にあるっていう

のが非常に大きいなと思いますね。城崎って、外国

人４万人、日本人観光客70万人以上が宿泊に訪れて

いる街なんで、アーティストが少々来ても全然目立

たないんですよ。外の人に対して非常に寛容なんで

すね。気質としてリベラルなんですね。初めからそ

ういうことは街自身がインフラとして持っていたと

いうのは、ものすごく大きいなと思いますね。

──最初は知らない市民も多かったと思うんで、市

民の方の来館は少なかったと思うんですけども。

田口　まず子ども向けの公演とかワークショップを、

なるべく積極的にやっているんです。豊岡の市民に

とって、アートって縁遠いですけれども、子どもた

ちはそういうのをピョコンと越えてきちゃうんです

ね。子どものダンスのワークショップをすると、親

は分かんないけど子どもがやりたいって言ったら、

連れてこざるを得ない。徐々にそうやって子どもを

介して来てくれる方が増えていますね。

──この先の見通しは、如何ですか。。

田口　兵庫県知事（井戸敏三氏）が公約の中で

「KIACと連携して、クリエイティブな人材を輩出

する専門職大学を県北につくります」と言ったんで

す。観光コミュニケーションとアートマネジメント

を学べる専門職大学が、豊岡市に2020年か21年にで

きます。そうすると人口のグラフがボコッと変わる

わけですよね。４年制大学なので若い人が400人こ

の街にやってくることになります。そことどう連動

してやっていくかということを、本格的に考えてい

かないといけないだろうな。

──運営上の悩みはないですか。

田口　まず、市民の方々にまだまだ知られてないで

すし、あと、今スタッフが８人。みんな忙しいんで

申し訳ないなっていうところもあり、継続的にやっ

ていくためには人材の確保っていうのが絶対的に必

要だろうなと。当然予算も厳しいですし。そうはい

っても、付けてもらっているほうだと思うんで。そ

ういう意味でも、アートマネジメントの専門職大学

にすごく期待しています。

──スタッフの小林さんのご経歴は？

小林　豊岡市の出身で、音楽がやりたくて奈良県の

高校に行ってました。卒業して戻ってきて、但馬技

術大学校っていうところでコンピュータの勉強をや

ってたんですけども、ふと思い出したのが、演奏し

「アーティスト“も”住めるまち」

アーティスト達の思いの残るロビー柱

ていたときに裏で動いてたスタッフの人が、すごく

てきぱきと作業をこなしていたことなんです。部員

が150人とかいるマーチングバンドを誘導して、何

のトラブルもないように運んでるっていうのは、よ

く考えてみればすごいことだなと思って。そういう

仕事がもし豊岡であるんだったらやってみたいなと

思ってたら、ちょうどそのときに技術スタッフを募

集していたのがNPO法人プラッツだったんです。ち

ょうど、僕が入ったのが、KIACができる前の年の

夏だったんで、KIACができたときからここに勤務

するようになりました。

できる限り応えたい
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ていたときに裏で動いてたスタッフの人が、すごく

てきぱきと作業をこなしていたことなんです。部員

が150人とかいるマーチングバンドを誘導して、何

のトラブルもないように運んでるっていうのは、よ

く考えてみればすごいことだなと思って。そういう

仕事がもし豊岡であるんだったらやってみたいなと

思ってたら、ちょうどそのときに技術スタッフを募

集していたのがNPO法人プラッツだったんです。

ちょうど、僕が入ったのが、KIACができる前の年

の夏だったんで、KIACができたときからここに勤

務するようになりました。

──裏方になろうと思って就職したわけじゃない。

小林　どうしてKIACに勤めるようになったのかっ

ていつも聞かれるんですけど。本当にたまたま出向

みたいにKIACに来たんです。ただ、僕は自分が演

者だった側なんで、音響・照明・舞台のスタッフさ

んが何やってるかっていうのは全然勉強もしてな

かったのにやっていけるのだろうかっていう不安は、

ずっとあったんですけどね。僕は今24歳なんですけ

ど、この前ちょうど同い年ぐらいの将来振付家を目

指そうとしているダンサーたちがいっぱい滞在して

て。夜、打ち上げのときに館長も一緒に入って、

喋ったりしてたんですけど。「間違いなく日本の24

歳の中で一番、世界的な技術に触れてるのは、多分

君だと思う」って言われて。そう言われてみたら

「ああ、すごいことなんだな」と思いますね。

──大体どういう仕事が多いんでしょうか。

小林　ここは、稼働率が非常に高いので、アーティ

ストが入れ替わり立ち替わりでどんどん入ってくる

んですけども、基本的には、アーティストが滞在し

てクリエイションする際の技術的なサポートをする

のが僕の仕事です。例えば、アーティストが１人で

来て劇場を使うとき「せっかく照明があるんだし、

照明を使いたい音響使いたい、舞台でこういう道具

を作りたいんだけど」って言われたときにもサポー

トをします。ときには照明もやったり、音響をやっ

たり舞台監督をやったりっていうこともありますけ

ど。それ以外にも、全然舞台とは関係ない仕事です

けど、施設の管理ですかね。洗濯機壊れたり製氷機

が壊れたら見に行くとか、電球切れましたとか……。

ホールの照明の回路数も、１バトンに６回路ぐらい

しかないところなんで、バトン

の長さもそんなにないですし。

本当に稽古場なので、いろんな

ことをやろうと思ったら自由に

はできにくいんですけど、アー

ティストも結構いろんな要望を

出されるので、できる限り応え

たいですし、それに協力して、

そこから作品が広がっていくよ

うにするのも、僕の仕事だと思ってるんです。でも

どうしても限界があるので、できないことは

「ちょっとそれはできないんですけど、違う方法は

ありますよ」っていう提案もします。

　あるアーティストの試演会の時に、最初ホールで

やる予定だったのが、ちょっとホールじゃ広すぎる

ということで、急遽スタジオでやるってことになっ

て。ホールでは照明も準備してたんですけども「ス

タジオで同じようにやりたいんだ」と言われたんで

す。でも、機材もないですし、灯体も使える数が限

られてるのでどこかから借りてくるしかない。それ

で違う施設から一応借りてきて、できる限り吊り込

んで。あと「プロジェクターも吊りたい」って言わ

れたんで、それも吊って。しかも「ふたを開けたり

閉めたりできるようにしたい」っていう。本当だっ

たら、ちゃんとロープとか滑車とか必要なんですけ

ど、その当時はなかったので、いろいろ考えて、

キャスターのタイヤの間にロープ入れて、滑車代わ

りにしてうまく回るようにしたとか。思い返せばい

ろいろあったなと。僕もまだそんなに知識があるわ

けじゃないので、来てくださるアーティストの方々

にスタッフのみなさんがやってるのを見て盗んでい

きたいなと思っています。１年ぐらい前から後輩に

なる子が入ってくれたんですけど、それまで、プ

ラッツとしてここに来てるのは１人だけだったので

１人で全部やらないといけなかったんですよね。

──都会だと、照明・音響・大道具はそれぞれだし、

なかなか３分野１人でする人はいないですね。

小林　でも、広く浅くならないように、広く深くい

けるようになりたいなと思ってるんです。難しいこ

とですけどね。試演会の前日に「まだ作品できてな

いけど、きょうの夜中に考えて明日の朝プランを伝

えるから、照明入れてほしい」と言われて。で、点

けたり消したりするだけかなと思ったら「ここは何

秒でフェードアウト、ここは何秒でフェードアウト

して、そのあいだに違うこっちが点いて。チェイス

のフェードイン、フェードアウトのゆっくりなバー

ジョンで。タコがうようよ動いてるようなイメージ

を、この空間で表してほしい」みたいなことを言わ

れたりして（笑）。でも、大変なんですけど、自分

も楽しみながらできてるので、自分にとってとって

もいいことだと思うんです。こんな前日に言ってく

るんだと思いながら、それも応えてあげられたら自

分の力にもなるので。

──館長が「アーティストファースト」って仰って

ましたよ。

小林　じゃあ、もっと頑張らないといけないですね。

──ありがとうございました。

広く深くいけるように

小林勇陽氏
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親睦研修旅行報告「内子座」

　今年度の研修旅行は愛媛県を訪れました。

　１日目は松山空港からバスで約一時間移動して内

子座に到着。昼から雪が降り始めており非常に寒い

日でした。内子座前にはのぼりが立っており、最初

の印象は昔の建物!!という印象でしたが、よく見ると

ガラス窓が多用されていて、年代を感じる見た目と

は別に、明治時代に一気に近代化した当時の雰囲気

が色々なところに感じられました。以前研修で行っ

たこんぴら歌舞伎の金丸座（現存する日本最古の芝

居小屋）は、ガラスではなく障子でした。

　内子座は大正天皇の即位を記念し、地元有志によ

り大正五年(1916年)に建設された芝居小屋です。建

物は正面約20.1メートル、側面約27.5メートルの規

模で、木造一部二階建て、入母屋造、浅瓦葺、妻入。

人形芝居吉田傅治朗一座のこけら落としを皮切りと

して、歌舞伎や芝居が興行され映画鑑賞や講演会に

も用いられてきました。昭和20年代には映画館に改

装され、昭和40年代には商工会館に改装、その後老

朽化も進んだため取り壊しの話も出たのですが、や

はり内子座は内子町のシンボルとして保存維持しよ

うということになり、昭和57年に内山商工会から内

子町へ寄付され、同年内子町指定有形文化財となり

ました。翌58年から修理事業に着手、昭和60年に完

了しその後若干の整備を経て現在に至っています。

2015年に国の重要文化財に指定され、現在では年間

約５万人の人々が訪れ、年間60日近くを劇場として

活用されています。

　内部は案内人の山岡貴子さんからお話を聞きまし

た。山岡さんは以前舞台役者をされていたそうです。

　１階客席は平席(升席)になっています。冒頭で書

いた窓ですが、それがそのまま明り取りの窓になっ

ています。この窓ガラス、すべてではないですが一

部は建設当時のままだそうで、よく見ると波打って

いるガラスなどがありました。客席まわりにあるボ

ンボリや天井の灯りは当時からガスではなく電気だ

ったそうです。

　舞台は回り舞台になっており、盆の直径は8.2メー

トル。現在は電動ですが、人力でも動かせるように

なっています。建設当時は床下から水が出るため、

地面を１メートルくらいしか掘ることができず、回

り舞台は人が押して回る形ではなく、鉤をかけて引

っ張って回したそうです。修理復元事業の際により

使いやすくしようと奈落を工事し直して現在の形に

なりました。

　迫りとすっぽんは、いまだに手動です。ホリゾン

トは昇降できず吊りっぱなしです。吊り替える場合

は足場を組んで外します。この作業が一番大変だと

仰ってました。納得ですよね。

　前回行った金丸座と比べて、建物の構造、雰囲気、

舞台の設備など、時代と共にそれらも移り変わって

いくのだと、写真などで見るのではなく、肌で感じ

ることができた良き一日になったのではないのでし

ょうか。このように保存された内子座ですが、現在

もお芝居などで使用するときは、照明や音響は仮設

で、ピンなどは二階席に置いたりしているとのこと

です。

　舞台見学を終えて、近くにある内子町の町並保存

地区を散策し、一日目は終了。二日目は松山城見学。

ロープウェイに乗り、ボランティアの案内人の方に

案内して頂きました。

「松山は俳句の街」という案内人の言葉で始まり、

松山城見学はお城だけでなく、松山市にゆかりの人

物、正岡子規の話を交え、丁寧に教えて頂きました。

俳句投稿ポストもあり、俳句を投函している参加者

もいました。

　以前研修で行った金丸座と違うところや、共通し

ている部分、比べてみるとまた面白い発見があると

思いますよ。（金丸座研修は本誌第34号に載ってい

ます）

　　　　　　　　　　　   報告　竹中翔馬(広報委員)

日　時　平成30年２月５日(月)～２月６日(火)

参加者　24名



－8－

素晴らしきスタッフたち－－第６回　名倉加代子さん（振付）編
達人の館　代表　橘　市郎

　名倉加代子さんに初めて振付をお願いしたのは、

1979年4月、日劇で開催された｢アコーディオン150

年祭」の時でした。演出の平林敏彦さんと相談し、

世界の民族舞踊をスマートに振付けてくれる人を探

した結果、名倉加代子さんの名前が挙がったので

す。当時、名倉さんはNTVの「光子の窓」に「スタ

ジオNO,1ダンサーズ」の一員として出演しながら振

付も担当していました。最初の打ち合わせの際、何

故か年齢の話になりました。ダンサーズのリーダー

として、振付師として活躍されている方とは思えな

いほど若々しさを感じたからだと思います。初対面

の女性に年齢を訊くなど、今ならセクハラと糾弾さ

れると思いますが、名倉さんはあっけらかんとして

何歳と応えてくれました。驚いたことに私と同い年

だったのです。それ以来「同期の桜」といってお互

いに頑張ることを誓い合いました。私が今も現役を

続けていられるのは名倉さんのお陰と言ってもいい

くらいです。

　名倉さんは1970年に「名倉ジャズダンススタジオ」

を開設。それ以来「Can't Stop Dancin'」という自

主公演を始められました。最初はABCホールという

小さなホールでの公演でしたが、年々回数も増え、

やがては青山劇場で複数回上演する名物公演となっ

たのです。この間に優秀なお弟子さんが育ち、ダン

サーや振付師として活躍されるようになったことは

高く評価されています。私も、シアターアプルとド

ラマシテイーで上演された「グインサーガ炎の群像

」や元宝塚の峰さを理さんのショーなどでお世話に

なりました。

　名倉さんの振付はどんなものでも品が良く、端正

で清潔感があります。「グインサーガ炎の群像」は

故中島梓さんの作・演出でしたが「殺せ！殺せ！」

という過激なナンバーでも名倉さんが振付けるとお

どろおどろしいものにはならないのが不思議でし

た。名倉さんは振付の現場でも決してヒステリック

になるようなことはなかったし、言葉遣いにも品格

が現れていました。結婚され、子育てを経験し、普

通の暮らしをしながら類稀な実績を残してきた名倉

さんは、良き教育者でもあると思います。名倉さん

の原点は伝説の長寿舞踊家マーサ・グラハムだと勝

手に思っている私ですが、マーサ・グラハムが残し

た言葉「偉大なダンサーはそのテクニックが賞賛さ

れているわけではありません。ダンスにかけたその

情熱に、賛辞が送られているのです」は全く名倉加

代子さんに当てはまっています。

　そういえば、私は「ヴッパタール舞踊団」のピ

ナ・バウシュと「テアトロ・ジーリオ・ショーワ」

の杮落しで、お話しする機会に恵まれましたが、そ

の折も、ピナ・バウシュは名倉加代子さんと雰囲気

が似ていると思ったものです。私が京都に移り住ん

でからは、年賀状交換のみになっていますが、今年

の年頭に「Can't Stop Dancin'2018」を11月8日(木)

～11日(日)に新国立劇場中劇場で上演するというお

知らせをいただきました。｢同期の桜」の心意気に刺

激を受け、私も元気が出てきたような気がいたしま

す。生きている限り踊り続けるという名倉さんの姿

勢、見習いたいものですね。

早稲田大学演劇専修コース卒業。

東宝（株）と契約し、1973年にプロデユーサーとなる。

1981年独立後は、企画制作会社アンクルの代表をつとめ、中野サンプラザからの委嘱で「ロック・ミュー

ジカルハムレット」「原宿物語」「イダマンテ」を、会社解散後は「ファンタステイックス」「ブルース

トッキング　レデイース」などのミュージカルを制作。

2001年、京都芸術劇場の初代企画運営室長、

2007年、テアトロ　ジーリオ　ショウワ初代運営室長

2008年、京都芸術劇場プロデューサー

2014年、一般社団法人　達人の館　代表、日本文化藝術財団理事

長岡京記念文化会館企画委員。

橘　市郎（たちばないちろう）

名倉加代子さん
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　友人Ｋが筋萎縮性側索硬化症を発症し、神経難病

拠点病院に入院していたのは、2005年夏のことだ。

Ｋは指圧の治療師で、私は10年以上、腰痛の治療を

受けていた。Ｋは東洋的身体への関心が深く、新体

道やヨガにも秀でていたが、私の企画するダンス公

演にも数多く足を運び、鋭い批評の言葉を残してく

れた。そんな彼が、意識は清明なまま、随意運動が

難しくなる病を発症するとは、なんと皮肉なことか。

発病前、常に身体をとおして思索を深めてきたＫは、

まるで最高位の修行のような『ＡＬＳな日々』（Ｋ

が入院中に書いた公開日記のタイトル）の中で、

「今の身体に対する気づきは、発病前の数十倍に匹

敵する」と語っている。「身体に対する気づき」と

は、すなわち「生への気づき」であり、「私は

誰？」「私達は何？」という問いへの探求に他なら

ない。

　山裾の専門病院に３ヶ月という条件で転院したＫ

に、「今でもダンスが見たい？」とある日尋ねると、

即座に「見たい」という返事が透明文字盤越しに

返ってきた。旧国立療養所の病院は敷地が広く静か

で、ここなら、どこか敷地の一角で、こっそりと友

人知人のダンサーの踊りを彼に見せることができる

かもしれないと思った。家族に了解をとった上で、

病院の事務局に話をもちかけると、長期に療養され

ている方も多い病院のせいか、話は思いのほかス

ムーズに進み、病棟の食堂を会場として使わせてい

ただけることになり、他の患者さん達もお誘いする

ことになった。

　Ｋは卓抜した腕に加え、独得の身体哲学をもつ治

療師だったので、治療を受けていたダンサーや役者

も多く、新体道やヨガを習っていた者もいた。前月

に発足したＫをサポートする「支援と学びの会」に

も多くのダンサーが参加していたので、この企画に

出演してくれるダンサーはすぐに決まり、詩の朗読

と舞踏、新体道演武、インド舞踊、舞踏を出自とす

るコンテンポラリーダンス、８名による５本、45分

程のプログラムとなった。インド舞踊こそ美しい衣

装と化粧で目を奪うものであったが、他は特別な衣

装もなく日常着、踊りは抽象的なもの。集まられた

お客様にとっては、まったく初めての体験であり、

見慣れた踊りでもなければ、わかりやすいものでは

なかったと思う。

　しかし、どうしたことだろう。翌日、Ｋの車椅子

を押して病院内を歩いていると、何人もの方から、

「ダンスをありがとう」と声をかけられた。「届い

たのか！」と胸が熱くなった。劇場で「良かった」

とか「おもしろかった」という言葉をいただくこと

はあっても、「ダンスをありがとう」という言葉は、

まったく初めての言葉だった。Ｋと同室の方の奥様

はさらに言葉を続けて話してくれた。「ここに入院

している人たちは、命のギリギリのところで生きて

いる。そんな人たちには、皆がそろって美しく踊る

ようなダンスは必要ない。昨日のダンスは、一人一

人がみんな違って、一人一人が生きていることを実

感できて素晴らしかった」。立ち会った看護師の友

人は、車椅子からずり落ちそうな姿勢で食堂につれ

てこられた方々が、踊りを見る内にだんだん前のめ

りになり、最後には踊り手に手を差し出すようなこ

とすらあったことに大変驚いていた。

　私が現代ダンスのプロデュースを始めた頃、既存

のジャンルではなかったので、公演を軸にしながら

も、ワークショップやレクチャー、参加型公演など

を通して、後続アーティストと観客の育成に努めた。

結果、徐々にコアな観客層は形成され、アーティス

トを含むコンテンポラリーダンス・シーンができあ

がっていったが、いつも私を悩ませたのは観客動員

数と、「ダンスはよくわからない」という言葉で

あった。（もちろん、それに答えていくことも仕事

のひとつと考えていたが。）それなのにこの時のお

客さん達ときたら！照明もない、いつもの病棟の食

堂でのささやかなダンスに、「ダンスをありがと

う」だ。いったい何が伝わったのか、何を受け取っ

てくれたのか。人が人の前に立ち、何かをはじめる。

それを見つめる人がいる。そこで交換（交感）され

るものは何なのだろうか。その時に必要なものは何

なのだろうか。

　一方、大人になってからほとんどの時間を劇場の

近くで過ごしてきた私は、劇場という場の特殊性に

鈍感になっていた。一人でも多くの方に見てほしい

と企画・広報宣伝に努めながらも、まったく別の次

元の問題で、劇場に来ていない人、来られない人が

いるということに気づいていなかったのだ。Ｋの入

院生活に伴走しだして、今まで考えたこともなかっ

たことが、頭の中でぐるぐると回り始めてしまった。

現代ダンスプロデューサーから難病ヘルパーになった私の、からだを巡る考察 vo l .２「ダンスをありがとう」　

1962年大阪生まれ。90～07年度 伊丹市立演劇ホール（アイホール）プロデューサー。

00～07年度 びわ湖ホール<夏のフェスティバル>プログラムディレクター。

03～05年度 京都造形芸術大学舞台芸術研究センタープロデューサー。

04～17年度（一財）地域創造<公共ホール現代ダンス活性化事業>コーディネイター。

05～09年度 大阪大学コミュニケーションデザイン・センター特任教授。

05年6月より、神経難病ＡＬＳ発病の友人の支援開始。京都／西陣で織屋建の町家を改造し、ダンスの

稽古場を併設した空間で、24時間他人介護による独居生活＜ＡＬＳ-Dプロジェクト＞をコーディネイト。

介護福祉士。能囃子幸流小鼓、能観世流謡・仕舞、小川流煎茶を稽古中。

志賀玲子（しがれいこ）

志賀　玲子
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第48回研修会「小笠原流礼法から学ぶ～相手を大切に思うこころ～」レポート

　小笠原流礼法は、室町時代に始まり、江戸時代に

は武家の正式礼法となった。

　礼法であるからには身体の動きである「かたち」

が重要ではあるが、その根本にあるのは、相手を思

う「こころ」が大切だということ。例えば座敷など

で坐って対話したあと、辞去する時にはその場から

いきなり起ち上がるのでなく、一度90度横に向いて

から起ち上がる。その際にも左ではなく右に向く。

何故なら、左に向いた場合には刀を抜きざまに相手

を斬ることが出来てしまうから。すなわち、相手に

対して誤解を与えないように行動することも大切な

要素である。

　ただし「かたち」を大切にしながらも、「かた

ち」ばかりにとらわれて、それ自体が目立ってしま

うのは却って不躾であり、慇懃無礼ということにな

る。「正しい」ということより「相応しい」という

ことを大事にするべきで、時宜に応じて臨機応変、

ＴＰＯに敵った行動をとるように心掛ける。

　他人に与える第一印象にも気を配ること。身だし

なみをその場に相応しいものに整えることで、相手

に余計な誤解や間違った印象を与えないようにする。

表情も口角を上げることによって穏やかな好印象を

与えることが出来る。

　正しい姿勢をとることで相手に対してニュートラ

ルに見える。

　お辞儀は「会釈＝15度」「浅めの敬礼＝30度」

「深めの敬礼＝45度」の三種あり、それぞれその場

に相応しいお辞儀をする。その際、両手を脇線に付

けたままではなく、自然に腿の前にもっていき、そ

の手の位置で覚える。

　お辞儀をする時は、まず相手の顔を見て「こと

ば」を先に云い、その後でお辞儀する。その際には

息を吸いながら上半身を下げ、そのまま一旦息を吐

き、また吸いながら頭を上げるとかたちもくずれな

いで丁寧な仕草が出来る。また、その後の「残心」

が肝要で、すぐに他の動作に移ったりするとこころ

のこもらない礼儀になってしまう。

　また、場合によってはわざわざ礼をして目立つよ

り、敢えて礼をしないで自分の存在を目立たないよ

うに控えるのも慎み深い態度である。

　その他、お辞儀や名刺の交換の仕方、ものの持ち

方などの実技演習もあり、はじめはぎこちない動き

ながらも回数を重ねるとだんだん自然に出来るよう

になってきました。マナー講座というととかく「か

たち」の教えが重んじられるかと思いましたが、

「かたち」は知っておくべきものではあっても、技

術にとどまらず「こころ」をもって、時宜により不

躾にならないことが大事だということを理解し、厳

しいなかにも和やかに受講を終えました。

　講師によれば、礼法の根底にあるのは「自然」

「美」「安全」とのこと。これは取りも直さず私た

ちの職務のあり方に通ずるもので、あらためて先人

の智恵の深さに感じ入りました。

講　師：小笠原流礼法宗家本部　岩見礼子師範

演　題：相手を大切に思う“こころ”と“かたち”

日　時：平成30年１月23日（火）　10：30～16：40

場　所：京都テルサ　中会議室

参加者：27名（組合員25名　一般２名）

　マナー研修シリーズの一環として、今回は武家の礼法を今に伝える小笠原流礼法宗家本部から岩見礼子師範

にお越し願い、座学と実践を交えたマナーのあり方について学びました。以下、講義の要点をまとめました。
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ピアザ淡海 県民交流センター便り 矢木義隆

　毎年のように改修が行われていますが、今回は調

光卓の更新で、松村電機製作所のF105IIが導入され

ました。以前の調光卓から変わった主なところは以

下の点です。

　プリセットフェーダーが48本から60本へ。

　記憶キューが250キューから1,000キューへ。

　チェイスも256ステップ（32ステップ×８パター

ン）から最大1,000ステップ（99ステップ×50パタ

ーン）へ。

　以前はなかったサブマスターが20本×50ページへ

とステップアップしています。外部記憶装置もフロ

ッピーディ

ス ク か ら

USBメモリ

となって、

JASCIIデー

タが読み込

み可能にな

りました。

　また、舞

台袖にはペ

ージ切り替

えが可能な

サブフェー

ダ 操 作 卓

（20本フェ

ーダー）が

設置されて

います。壁

面固定取付

ではないの

で、電源と信号用イーサネットケーブルの届く範囲

ではありますが移動可能となっています。一人で行

える作業が増えるので、色々と捗りそうです。

　残念だったのは、ダンスや音楽イベントが少し増

えていた状況でもありましたので、３段プリセット

卓を希望していましたが予算の都合で断念したこ

と。それでもサブマスターと記憶キューの追加はあ

りがたいことです。

「出来ること」が増えて楽になった部分と、記憶、

確認、修正作業の手間を天秤にかけて、いい照明を

作っていってほしいものです。

　僕にとって初の常駐勤務、それがびわ湖ホールで

した。

　まもなく２年が経ちますが、びわ湖ホールに常駐

勤務ができて本当に良かったと思っています。

　びわ湖ホールには照明だけでもいろんな会社の方

がおられますし、他セクションの方々、持ち込みプ

ランナーさんや業者の方の仕事の進め方、取り組み

方など日々勉強の連続です。外現場まわりでは経験

できなかったこともたくさんありました。

　先日も中ホールでオペラ『ヘンゼルとグレーテ

ル』が上演され、僕は卓担当で本番もオペレーショ

ンしました。外現場ではまずこんな機会はなかった

と思います。

　この演目は2010年の再演ということもありホール

側で前回のデータや資料の段取り、稽古見と準備段

階から作品に携わることができました。そしてこの

稽古見こそが僕が今回非常に大事だと思えたことで

す。

　出演者がびわ湖ホール所属の「声楽アンサンブル」

の方々で稽古をホール内でされていましたので見さ

せていただけて、演出家の先生を交えての稽古とい

うのを初めて見た僕は常に先生の熱に圧倒されてい

ました。

　一つの細かい演技に対して先生からの指導、そし

て場面が進まずとも納得のいくまで何度も何度もく

り返す。これは普通のことなのかもしれません。で

すが先生の作品への熱い想いやアンサンブルの方が

その先生へ必死に食らいついていく姿を見られたこ

とがオペレーションをするうえで非常に大事な要素

となりました。

　演者がどういう思いで舞台に立っているのか、そ

こに行き着くまでにどんな過程があったのかを知れ

たことで自分の作品に対する思いも稽古を見る前よ

り意識の高いものになりました。

　これはほんの一例ですがこのような貴重な経験が

できるびわ湖ホール、改めて自分が働いている環境

の素晴らしさ、贅沢さに気付かされた期間となりま

した。

　ちなみにこのオペラ、手動でのアオリＱが多く緊

張で手汗かきっぱなしでした。

　ここから話は変わりまして小話コーナー!！

　僕が毎月行っている作業をご紹介します。

①ホール各所に振り分けられた予備球の残数をチェ

ックし補充、そして月別の切れ球数を算出。

②総数の少ないものは職員さんへ購入希望を提出。

これらを僕が担当して月に１度行っています。

そして年度末には次年度の予算確保のために過去数

年分の切れ球データと総残数をもとに年間の購入予

想計画を提出しています。

　もしびわ湖ホールに来られた際、予備球を見かけ

ることがありましたら津田が地道に作業しているん

だなぁと思っていただけたら幸いです。

照明担当びわ湖ホール便り 津田 忠志
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　近年音響機器やパソコンが急速に進化し、今日で

は一般家庭でも舞台関係カンパニーでもデジタル音

源が簡単に扱えるようになりました。

　とりわけバレエ教室やスタジオにおけるコンクー

ルチャレンジに必要なダンス音源は、メディアとし

ては今日ではほぼオーディオＣＤと指定されていま

す。バレエ教室等の指導者や、コンクールに参加す

る生徒さん達等が、ダンスのための音源編集の場に

持ち寄ります。「私今回はこの曲で踊ります」と差

し出されたのは〝スマホ〟──たしかにこれは今時

のメディア。「私は以前に作ったこのＭＤ音源を使い

ます」「はい」「私はこのＣＤの15番目の曲です」

「はい」「私はスピードを少し変えたかったので、

ＣＤ-Ｊで再生しながらＣＤレコーダーで録音しまし

た」「なかなかやるじゃん」おもむろに、ＣＤプレ

ーヤーに挿入。[No Disk］？。ＣＤ-Ｒ記録面には記

録の痕跡有り。「もしかしてファイナライズしまし

た？」「ファイナライズって？」……。「私はパソ

コンでＣＤ-Ｒ焼いてきました」又しても、ＣＤプレ

ーヤー反応無し、表示も無し。「教室ではいつも練

習に使っていますけど」はは～ん、MP3の様である。

「気に入った曲を見つけたのでＣＤに焼いて来まし

た」これも反応無し。「どんな風にパソコンで焼い

た！」やや怒り気味。「マウスでファイルを（ＣＤ

ドライブ）アイコンに入れました」。「それは、オ

ーディオファイルをＣＤ-Ｒに移動しただけなの。音

楽ＣＤになっていないの」。語尾がどんどん強くな

ってしまいます。

　ディスクの種類は、音楽録音用ＣＤ-Ｒ･データ用

ＣＤ-Ｒ･データ用ＣＤ-ＲＷ、これらのＣＤ-Ｒはパソ

コンから見れば単なる記録媒体であり、音楽用ファ

イ ル の フ ォ ー マ ッ ト だ け で も 数 多 く 有 り ま す 。

WindowsであれMacであれ、オーディオＣＤフォー

マットは限定されているのです。「このＣＤ-Ｒ１曲

しか入ってないので、後に入れてもらえますか」

「それは出来ないの。一度ファイナライズをしたら

追記は出来ません」ファイナライズとは、ＣＤ-Ｒ盤

を一般ＣＤプレーヤーで音楽音声を再生するための

最終処理なのです。パソコンは今日必需品で、誰で

も気軽に扱える様になりました。パソコンやいろん

な機器が随時判断して、これらを扱う人間に合わせ

てくれる時代の様ですが、必要な知識は何とか身に

付けたいものです。音源素材を集約するだけで、十

分に疲れました。これから編集整音します……。

裏方の裏話 33

大津市民会館便り 音響担当　山内美穂

　大津市民会館の常駐になってから二年、大ホール

の音響改修工事が終わってちょうど一年が経とうし

ています。大ホールのみですが、昨年二月末に工事

が終わり、メインミキサー、周辺機器はもちろんの

こと、メインや移動用のスピーカーなど一式が新し

くなり、システムもほぼデジタル化されました。今

回は当館の音響機材についてお話しします。

　常駐に入ったときのメイン卓はHYFAXの24chア

ナログ卓でした。それまで管理していたホールがデ

ジタル卓だったので、しばらくぶりのアナログ卓に

チャンネルプランなど頭を悩まされることもしばし

ばありましたが、愛着もわいてきたなという頃に改

修となり、一年足らずの相棒でしたがお別れは少々

名残惜しかったです。

　新しい相棒、メイン卓はYAMAHAのQL5です。

以前の卓の半分以下のサイズになりました。音響室

にあったアンプや周辺機器類も省スペース化や撤去

により、増員スタッフの待機スペースも広々使って

もらえるようになりました。

　当館の音響室は上手花道上部にあり（下手が調光

室です）窓を開けても客席でどのような聞こえ方を

しているのかがわかりづらく、こちらも慣れるのが

大変でしたが、改修後はStageMixを使ってタブレ

ットで卓の遠隔操作ができるようになりました。ち

ょっとしたことでも音響室を離れて自分で客席に確

認しに行けるのでとても便利です。

　今となってはどの現場でも見慣れた光景ですが、

ここ一年で劇的な機材環境の変化に技術の進歩の恩

恵を痛感しています。

　またこの一年で常連さんのシーンメモリーが増え

ました。こちらも便利な機能です。次回から仕込み

時間の短縮などが期待でき、気持ちにも少し余裕を

もって臨めそうです。

　そしてメインスピーカーですが、劇場の構造上、

カラムには小さいものしか設置できず（壁からスピ

ーカーが出っ張っている珍しい設置方法です）、プ

ロセにあるLCR3か所のスピーカーをメインで使用

しているため、音像が上にいくのが気にはなります

が、改修前に比べると音の明瞭度も上がり、いい感

じで鳴ってくれています！

　当館にいらっしゃる音響さんは機材一式を持ち込

まれることが多いのですが、館の機材もお貸しでき

ますので、遠慮なくお尋ねください。

　これからも皆様に気持ちよく利用していただける

よう努めてまいります。どうぞよろしくお願いいた

します。

※既製の楽曲の使用には著作権手続きが必要です。
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ロームシアター京都便り 照明担当　　米山博樹

　ロームシアター京都の常駐勤務になってから、準

備期間を含め、約２年と半年がたちました。初年度

に比べると、ケーブルの作成や備品の管理など、少

しずつ落ち着きのある時間も取れるようになった気

がします。端材や廃棄の鉄材を利用して、いろんな

ものが手作りでできていますので、仕込みの合間に

倉庫やケーブルラックなども見ていただければと思

います。また、設備以外のものであれば、まだまだ

少しずつですが改善や修正をしていますので、改善

案などあれば是非ご教授いただけると嬉しく思いま

す。

　自主事業の催しも二年目を終えて、2018年の小沢

塾のオペラ公演も３回目になります。ロームシアタ

ーで３年目を迎えるにあたって、今まで多くの方た

ちとお仕事をさせていただきました。開館して初年

度には「初めまして」であったものが今では「お久

しぶりです」「ご無沙汰しています」という言葉に

変わったことも、とても嬉しく思うところです。

　さて今回のロームシアター便りでは、ロームシア

ター京都の《人》について少しお話しようかと思い

ます。

　ロームシアター京都は現在、組合から14名が常駐

勤務をしております。くだけた言い方になりますが、

みなさんとても和気あいあいとしております。

　仕込みのときももちろんですが、事務所や会食の

席でもそれぞれの意見を尊重し合い、結束感がとて

も強いことが魅力的です。各セクションの隔てなく、

第三者目線から見ると「仲が良すぎる！」と思うほ

どかもしれません。この結束感が生まれたのはお互

いの信頼がとても大きいものだと思います。

　わからないことや疑問点を伝え合い、お互いに共

有できることがとても大切なんだと実感したほどで

す。

　個々の技量や経験則などをもとに、柔軟なアイデ

ィアを提案できる、とても重要な「仲間」でありま

す。

　これから３年目に突入し、設備や危険箇所に慣用

的になる時期であると思います。今一度、意識を見

直して事故や怪我をゼロにする。絶対に起こさない

という認識をより一層強いものにしていきたいと思

います。

　長い歴史の中ではまだまだ歩き出し程度ではある

かもしれませんが、ひとりひとりの役割を担って、

貴重な時間の１ページになれるよう業務に励みたい

と思います。

　テープの便利グッズ「ガフガン」をご紹介します。

　百聞は一見にしかず、まずはパソコン・スマート

フォンからメーカーサイト「gaffgun.com」にアク

セスして動画をご覧下さい。

　この商品は床に這いつくばることなく、テープを

貼ることができる商品です。ただ単にテープを貼る

だけでなく、ケーブルをテープで包み込んで養生す

ることも出来ます。コードの本数・幅に合わせて、

３種類の「ケーブルガイド」の中からいずれかを選

択します。

　メーカーの推奨する専用テープを使用する構造に

なっていますが、別売りの「テープアタッチメント」

を使用することで市販されている養生テープを使用

することも可能です。

　動画にもあるように一人でバレエマット等のつな

ぎにテープを貼る際にも重宝します。ただ慎重に作

業を進めないと貼り後が真っ直ぐにならず、特に

「縦敷き」のマットの敷き方の場合、客席から見た

際には気になるかもしれません。

　英語のメーカーサイトから購入可能です。日本円

にして２万円以上と、決して安い買い物ではありま

せんが興味のある方はお試し下さい。

●『裏方稼業の便利グッズ』
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●青年部通信

日　時：平成30年２月21日(水)～22日(木)

会　場：京都市右京ふれあい文化会館

出席者：青年部18名（２日間の延べ人数36名）勝部担当理事　高橋担当理事　谷崎副理事長

出演：ダンサー　山中ひさの　橋本りん　　パーカッション　佐藤けやき

演出：沼田眞理子

第８回　京滋舞台芸術事業協同組合　青年部研修会
『舞台実験空間　むこうから～こっち』

　当研修会は業界若手に研修会を通じて通常各事業所では経験でき
ない場を与えて、今後のキャリアへの引き出しを増やしてもらうの
が目的であります。
　実験的な本番を試みたことで各チーフは良い意味での頭のキャパ
シティはオーバーしたので各個人今後への課題が見えたのではない
でしょうか。
　我々企画運営サイドは、彼等が試行錯誤している時に早い段階で
の答えは出しません。これ以上放っておくと危うい時に助言やヒン
トを出すのですが、そこは研修会なので許容範囲ですしそのたびに
「これ研修～あれも研修～」って感じになります。
　今のところ頭のなかで「こうだろうな」「ああなるだろうな」と少しわかったとしても、それを表現する腕
の技術・人に伝える言葉の技術はこれから時間をかけて身につけていくものですし、その部分は各事業所に戻
って通常業務の中で今回見えた課題をひとつひとつクリアしていくことを望みます。　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　                                                                      　(青年部企画委員長　衣川建二)

　今回は経験年数５年までの若手に各部門のチーフを務めてもらいま
した。彼らにとって主催者・演出・出演者・会場の管理者と直接会話
をして一から考える事が非常にハードルの高い行為です。
　研修であっても事前に２回の下見を行い、各セクション出演者・演
出と意見交換する場を設けました。
　初めて自分で仕込み図をつくり・会館との打ち合わせ・スモークマ
シンは勝手には使用できない事など、今まで自分の意識しないところ
で、何事もなく進められていた事の多さに改めて気付くことが出来た
と思います。他のセクションも「バトン割り・転換の段取り」など自
分が決めて伝えないと前に進まない状態の中で、小さな判断ですら難
しいと感じたと思います。　　              （青年部副部長　西川貴子）

　今回の研修会は２年ぶりの実地研修会でした。今までのバンドライブではなく、「四季」をテーマにした創
作のダンスパフォーマンスの舞台を作るというものでした。演出家とダンサー２名に打楽器奏者を加えてのパ
フォーマンスとなりました。各チーフには事前に演出家との細かな打合せや、予算との兼ね合いを考えながら
のホールとの打合せなど、日常の仕事に近い形でのシミュレーションとしての研修となりました。

「想像力と個人技術のバランス」

　スタッフさんの研修会であることから、課題として「仕事（キッカケ・舞台転換）が沢山あること」「細か
く指示するのではなく、考えてもらい提案してもらうこと」ということでした。
　打合せの段階から、スタッフの方々は熱心に、意欲的
に一緒に作品創りをしてくださいました。いろいろの注
文にご苦労も多かったと思いますが、丁寧に対応してく
ださいました。
　これから経験を積んでいかれる中で、再び共に作品創
りが出来ればと、楽しみにしております。そして、私自
身にとりましても貴重な時間となりました。
ありがとうございました。

沼田眞理子ダンスカンパニー　沼田眞理子演出よりひと言

●青年部 親睦委員会報告
●親睦ボウリング大会・懇親会

　　日　時：平成30年３月19日（月）

　　場　所：ROUND1 京都河原町店

　　懇親会：さざんか亭本店

　　参加者：20名
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●京滋舞協事務局だより
●舞台運営事業協同組合連合会

・理事会

　　日  時：平成29年12月11日（月）17時00分

　　場  所：連合会事務所

　　出  席：中田

・忘年会

　　日  時：平成29年12月11日（月）18時00分

　　場  所：れんが家 

　　出  席：中田

・理事会／通常総会

　　日  時：平成30年２月26日（月）16時00分

　　場  所：連合会事務所

　　出  席：中田

・懇親会

　　日  時：平成30年２月26日（月）18時00分

　　場  所：名古屋国際ホテル 

　　出  席：中田

●その他

・拡大湖畔会

　　日  時：平成29年10月27日（金）

　　場  所：琵琶湖ホテル 

　　出  席：中田・谷崎・勝部

・第５回 京都音楽芸術文化新春の集い

　　日  時：平成30年１月7日（日）

　　場  所：京都コンサートホール

　　出  席：中田・宮本

・関西舞台テクノ＆アート協同組合 新年賀詞交歓会

　　日  時：平成30年２月２日（金）

　　場  所：大阪新阪急ホテル

　　出  席：中田

・文化・経済フォーラム滋賀 第８回総会・交流会

　　日  時：平成30年２月18日（日）

　　場  所：大津プリンスホテル

　　出  席：中田

●親睦委員会報告
●親睦ゴルフコンペ

　　日　時：平成29年10月12日（木）

　　場　所：瀬田ゴルフコース 東コース

　　参加者：29名

●平成29年度賀詞交歓会

　　日　時：平成30年１月15日（月）

　　

　　場　所：札幌 かに家（京都祇園）

　　参加者：69名

●研修旅行

　　日　時：平成30年２月５日（月）～６日（火）

　　場　所：愛媛県 内子座

　　参加者：24名

特別賛助会員 （50音順）

FAX.075-331-4689

FAX.075-333-7148

FAX.06-6393-5706

FAX.06-6386-8833

FAX.072-362-7653

FAX.06-6380-9641

FAX.075-212-0616

関西三穂電機㈱

㈲ＫＥＮＴワークス

三精テクノロジーズ㈱

ベステックオーディオ㈱

㈲ポントス

ライブギア㈱

㈱ワタナベ楽器店

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表) 

小林　康隆

斉藤　謙治

中川　　実

鈴木　高志

西尾  吉一

西川　八弘

渡邊  幹太

〒610-1106　京都市西京区大枝沓掛町14-3

〒610-1151  京都市西京区大枝西長町6-41

〒532-0003　大阪市淀川区宮原4丁目3番29号

〒564-0063  大阪府吹田市江坂町1-7-3

〒587-0031  大阪府堺市美原区さつき野西1-2-2

〒564-0051　大阪府吹田市豊津町13-33

〒604-0903  京都市中京区河原町通夷川上ル

オスカー第3ビル

         指物町326

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当) 

小林　康隆

斉藤　謙治

近藤　正親

早志　省悟

岸田　　明

西村　忠人

谷　　康隆

TEL.075-331-4690

TEL.075-333-7147

TEL.06-6393-5662

TEL.06-6386-8822

TEL.072-362-7651

TEL.06-6380-9640

TEL.075-241-1356

役員

理事長

副理事長

副理事長

専務理事

理　事

理　事

理　事

中田　　節

關　　秀哉

谷崎　　剛

宮本　英孝

勝部　伊織

加藤　寿一

髙橋 宏輝

(株)アルファ舞台

(株)流

(株)橋爪

(株)ジョイライティングスタッフ

(株)エービー企画

(有)ステイヤー

(株)エム･エス･ユー

監　事

監　事

相 談 役

特別顧問

顧　　問

松岡　正彦

大久保　歩

野村　總一

伊吹　文明

片浦　正和

(株)バックステージ

(有)クワット

衆議院議員



　私がお芝居の世界に入った理由の中に「皆で稽古を重ね、大道具や小道具を造り、音

楽や効果音・照明など自分達なりに考え創って行く課程が面白くやり甲斐があった」と

いうことがあります。「どんな仕事をしても苦労がある筈なので、同じ苦労ならやり甲

斐の有る苦労をしたい」と考えた訳です。

　当然沢山の苦労を乗り越えながら今日に至るわけですが、組合が企画する研修会や取

材などを通して「ひとの望む事を慮る事が大切だ」と、様々な方々から学び取れると感

じています。

　そして「情熱を持って携わっていくこと」の大切さを、本号の記事の中にある「偉大

なダンサーはそのテクニックが賞賛されているわけではありません。ダンスにかけたそ

の情熱に、賛辞が送られているのです」という言葉から学び取れると思います。

　自身の満足を主眼とするのではなく「ひとの望む事を、情熱をもって実現していく」

ことを実践していく中で、各個の満足ややり甲斐、ひいては各事業所・組合の発展に繋

がって行く筈だと考えています。

　本誌の購読は無料です。ご希望の方は下記事務局かホームページまでご一報下さい。

ご意見・ご感想もお待ちしております。

－編集後記－
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