
　奇しくも平成最後の、そして第40号のK.S.HORIZON編集後記を執筆させていただくこと

となり光栄に思います。

　今号の舞台袖の談話室は「ピアノのこと」を中心にしながらも中谷哲也氏、日高成樹氏、

松山弘太郎氏の経験談を交えた仕事に対する取組み方や思いをお聞きすることができたよう

に感じます。なかでも仕事の「面白さ」の件は私自身おおいに共感するところで、若手や新

人の方たちに早く仕事の「面白みを見出」してもらいたい、それは与えられるものでなく、

またそこにあるものでもなく、自分自身が感じるものなのだと気付いてほしいと思っていま

す。

　談話室の中でお三方それぞれ言葉こそ違え若手人材の確保についてお話されています。高

齢化はわれわれの業界も例外ではありません。育てようという思いと、育ちたいという思い

を合致させ、新しい時代を担う京滋舞協後継者の育成を行うことは組合の急務といえるでし

ょう。

　さて、京滋舞台芸術事業協同組合のホームページにはダウンロードのページがあります。

京滋お劇場・ホールの詳細な資料を網羅したスタッフハンドブックや本誌K.S.HORIZONの

バックナンバーもダウンロードする事ができます。

　なお、本誌の購読は無料です。ご希望の方は事務局にお申し出ください。ご意見やご感想、

ご要望もお待ちしてます。
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演出の目

京滋舞台芸術事業協同組合　理事長

　　このところ、不埒な行為を映像に撮ってSNS上に投稿することが世間を騒がせていま

す。このような行動は論外としても、SNSというものは便利で有益な面と、それに反して

なかなか厄介な面も持っていることは周知の通りです。

　思いの丈や事実の報告を、如何にことばの限りを尽くして伝えようとしても、誤解や疑

心を持たれるのが「文章」というもの。況してやスマートフォンなどの端末から、短い文

で安直にアップロードされる夥しい数の〝情報〟は、危険物ともなり得ます。

　我々の若い頃は、ものごとを依頼したり伝えたりするのに、電話では失礼。書状でもな

く、お会いして直にお話しせよと教わったものですが、今ではこれも遠い昔のマナー。商

用はもっぱらＥメールでこと足りています。ただ、これが危険の始まり。

　自らの考えや依頼内容、または報告などを正しく相手に伝えるためには、読み手の生理

に合わせた視点での推敲や校正が十分になされることが必要です。アップロードする前に、

一度自分の文章を読み返してみるだけでも誤解は相当減らせます。もちろん誤変換もチェ

ック出来ます。

　他人に読まれる文章を書くということは、表現行為としてそれ相応の覚悟と責任を待つ

べき作業です。独りよがりでは成立しない。どう見られているかという視点が必要ですね。

　これは取りも直さずマナーそのものと同じです。

　当組合ではこれまで、各界から講師をお呼びして、様々な角度からマナーについて研修

して参りました。そこで学んできたものは、形式の必要性であり、それを練習していく上

でこころを伴わせるというものでした。その最たるものに茶道があります。茶の湯の世界

では、お点前の型を繰り返し繰り返し稽古して、やがてスムースに美しくお茶を点てられ

るようになります。その頃には理屈抜きで心がこもった点茶が出来るようになっているの

だと思います。

　ただし、形式のマニュアルだけに捕らわれてこころが伴わないと慇懃無礼になってしま

いますから、そこのところは紙一重ですね。

　我々舞台芸術の業界に身を置く者としては、日々の業務が表現行為と切り離せません。

他人様に観ていただくということを毎日繰り返しています。観客の目にどう映るか、どう

したら説得力のある表現になるか、日々考えます。謂わばこれは演出の目です。この演出

の目をもって自分の日々の行動を検証するのも有意義なことかも知れません。

　とは云え、斯く云う私も、誤変換で恥をかいたことや、メールのエチケットや決まりご

とを知らずに失礼したり、誤解から生じたトラブルなど、枚挙に暇がありません。今書い

ているこの言には自戒の部分が九割方含まれていると、お汲み取り下さい。
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舞台袖の談話室「ピアノのこと」編

　クラシックコンサートの楽器の中で、ほとんどのホールが保有しているのがピアノです。今回の談話室は、

ピアノ調律のベテランに加えて、楽団のステージマネージャーとホールのステージマネージャーをお招きして、

ピアノの扱いを中心に、クラシック業界の話題などをお話し合いいただきました。

調律のしごと

──皆さん、この業界に入られたきっかけは？

中谷　母親がピアノの先生をしていて、姉も音楽大

学のピアノ科を出てますから、自宅にピアノが３台

あった時期があります。その点検に来られる調律の

おっちゃんがすごく魅力のある面白い方で。調律師

という職業があるというのは、小学生の低学年の時

からもう知っていたんです。この仕事をする前は音

響屋をやっておりまして、その現場でコンサートの

調律の技術者とお会いする機会もあって、その方に

相談して、技術者を養成する学校を経て技術者にな

りました。昭和60年からこの仕事をしているので、

35年になります。

日高　僕は相愛大学時代に始めた「ザ・シンフォ

ニーホール」の裏方バイトがきっかけですね。そこ

でオーケストラの裏方に興味を持って、縁あって

「大阪シンフォニカー」というところに就職させて

頂いて、でその後現職に至るというところです。大

学ではユーフォニウムを吹いてました。オーケスト

ラにはポストのない楽器ですけど、その楽器のお陰

でこの仕事に出会えたから良かったなと思ってます。

今は自分にあってるかなと思ってずっとやってきて

います。プレイヤーよりこちらの方が楽しいし。何

より、裏方に入っているときにお客さんの反応とか

見えるじゃないですか。ある時、お客さんの拍手が

なんかすごく嬉しかったんです。僕は楽器運びのバ

イトだったんですけど「この感覚ってなんやろな」

というのがきっかけかな。京響に入って16年。あっ

という間ですね。

松山　僕は、大学のときにオーケストラのサークル

に入ってまして。その時に「大阪フィルハーモニー

交響楽団」に楽器運びのアルバイトに行ってました。

「ザ・シンフォニーホールで空きが出るので来ない

か」とお誘いを受けてこの業界に入りました。７年

ほどシンフォニーホールの舞台で働いていて、その

後「京都コンサートホール」で働くようになりまし

た。もともと子供の頃にヴァイオリンを京響のヴィ

オラ奏者の先生に習いに行っていましたから、また社

会人になってから音楽と繋がったような感じですね。

──皆さん、この仕事は楽しんでらっしゃる？

中谷　楽しいですね。

松山　はい。楽しいです。

日高　楽しくないと続かんでしょうね。

──いろんな演奏者がおられると思いますが。

中谷　そうですね。僕の場合はピアニスト特定に

なってしまうんですけど、「この楽器の状況では、

僕の音楽表現はできない」と、どんどんオーダーを

出してこられるピアニストの方もおられます。まあ

料理に例えると「もう少し辛く」だとか「もう少し

甘くした方が」とか「もっとねっとりしている方

が」とかいうようなオーダーが出てきます。味付け

の部分ですよね。ずっと一緒にやってるピアニスト

だと「この人の好みはこうだ」っていう色づけって

いうのは当然あるんですけども、普通に提供する時

には本当にノーマルに提供して、そこからオーダー

が出た段階で、そこから甘く／辛くっていうのをし

ていきます。こっちから先に見越して「この人辛め

でいこうか／甘めのほうがいいかな」っていうのは

避けるようにしてます。普通な感じで出してからの

味付けっていう感じ。指名をしてくれるピアニスト

で「私の好みをあんたは知ってるでしょ」っていう

方の場合に限り「この人は少し重め」っていう味付

けにして提供してＯＫって感じですね。予め自分の

思いを出してしまうと上手くいった試しが無い

（笑）。「辛すぎるのよ！」「ああしまった」って

いうのは過去には（笑）。今のピアニストって昔み

たいにとりあえずヒステリックで怒鳴り散らして怒

り出すっていう人は少なくなって来ました。「一緒

に私の音楽するにはこれじゃないと無理なのでこう

して欲しいのよ」っていうのを云ってきてくれるの

で「じゃあこうしましょうか」っていうコミュニ

ケーションをきっちり取って出来る人が多くなって

るので、仕事は昔に比べたらやりやすくなってます。

メカニックのことも今の若いピアニストは勉強して

ますし、結構具体的に「ここを調整してくれ」って

云ってきたりもするので、ちょっと困った時もある

んですけどね。

──調整はその場でかなりできるものなんですか？

中谷　ピアノは精密機械だと思います。それこそ鍵

盤の深さを0.08ミリ単位で調整するんです。「この

音が狂ってる／狂ってない」とか、そういう単純な

話ではないです。精密機械の世界です。

──小説で映画にもなった『羊と鋼の森』に描かれ

ているあの緊張感は現実にあるわけですね。

中谷　ああ、作者の宮下奈都さんはそうとう取材し

ておられますね。ご自分の家に来ていた調律師、僕

は知ってるんですけれども、その方に取材して興味

を持ってあの本を書いておられるので、かなり練り

込まれていると思います。そして確かに面白い。で、

みんな裏方なんですけど、そこにスポットライトを

当ててくれたのは、僕らにとってはすごくありがた

い話でしたね。調律師が100人いるとしたら98人ぐ

らいまでは一般のお家を回るのが仕事だと思います。

あと演奏会での仕事している人というのは、２～３

パーセントのことかな。僕は今、現場で言えば97～

98パーセントはコンサートでお仕事させてもらって

るので、僕にしたら幸せな状況。それを羨ましいと

思う人も当然いるんですけど「あんなしんどいこと

ようやってるな」という方もいると思います。

日高　中谷さんは、僕らが信頼して全てをお預けで

きる方ですよ。ピアノのことだったら、つまんない

ことから大事なことまで全部相談に乗ってもらって

ます。

──松山さんはピアノを管理される側ですが。

松山　ピアノは繊細なものが多いので、湿度と温度

をきちっと管理しています。それでわからないこと

があれば専門家の中谷さんに相談しますね。

中谷　京都コンサートホールの管理は素晴らしいで

すよ。あそこまで一定に出来ているホールはなかな

か無い。温度と湿度が乱れるとまずいので、今日は

80度で明日は50度というのではなくて、ずっと乱れ

なくいくのがいいんです。あのホールはそれだけ頑

張っていただいているので、かなり一直線できてい

ますね。素晴らしいと思います。なかなか難しいん

です。冬場なんかだと乾燥するので、加湿器をたき

ながら除湿するとかして一定を保つ……変な話です

けど、上げて吸って45パーセントぐらいを保つ苦労

……23年間の蓄積なんですね。楽器は相当安定して

いますね。

──日高さんは楽器の運搬にも関わりますね。

日高　地方に行った時に、預かっていた個人のヴァ

イオリンを開けたら弦が飛んでいたことがあります。

冬場でしたから、温度でやられたんだと思います。

「どうする」と云ってた時に、たまたまホールの企

画の人の中にもともとヴァイオリン専攻の方がおら

れて「私も持っています、今」というミラクルが

あったりして、面白いことがあるものだと思いなが

らヒヤヒヤ過ごしていますね。何が起こるか分から

ないという恐怖と隣合わせです。ピアノ関係でトラ

ブルになったことは無いのかな。

中谷　京響さんの演奏会で本番中に切れたのは、数

年前の「秋の音楽祭」のオープニングのコンチェル

トの時だけだと思う。１本だけね。みんな気がつい

ていなかった。

日高　もしプロのソリストの方だったら、切れたら

そこをかわして弾きますから。本当にそれもすごい

と思いますけど。本番中はどうしようもないですね。

松山　ツアーでオーケストラが外国から回って来ま

すけど、去年コントラバスの上板がはずれていたと

いうのがありまして、楽器の入ってきた次の日が本

番ということだったので、大学のオーケストラの時

の知り合いの楽器屋さんに急遽電話して、次の日の

朝一で来てもらって膠でとめて「一時間ぐらいした

らこれで演奏も出来ます」という状態にしてもらっ

たことがありましたね。やっぱり空輸するのは大変

ですね

中谷　日本の気候は洋楽器には厳しいと思います。

和楽器にはいいんですけどね。逆にお琴とかのツ

アーでヨーロッパを回るとバシバシ割れるといいま

すよね。ホテルのバスタオルとかを湿らせて運ぶと

いうのを聞いたことがあって。

──尺八の横山勝也氏が向こうでレタスを買ってき

て巻いたというのは有名な話で。

日高　有名な話ですよね。

出席者　（敬称略）

中谷　哲也　(株)J EUGIA　ピアノ技術者

日高　成樹　京都市交響楽団　ステージマネージャー

松山弘太郎　京都コンサートホール　ステージマネージャー

聞き手　中田　節 　京滋舞台芸術事業協同組合　理事長

中谷　哲也（なかたにてつや）

浜松のヤマハにてピアノ 技術を習得後

(株)JEUG IA所属。1988年より京都会館

の調律を担当。これを足掛かりに演奏

会の現場にてコンサート調律の経験を

積む。ドイツ スタインウェイ社での技

術研修終了。現在 ザ・フェニックスホ

ール、京都コンサートホール、バロッ

クザール等を中心に年間270回強のコン

サート調律に携わる。
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『千人の交響曲』

中谷　京都コンサートホールが出来てから京都のク

ラシック音楽というのはすごく底上げされていると

思うんです。出来たタイミングで京響さんもフラン

チャイズを京都会館から京都コンサートホールに移

して、そのお陰で相当活性化されているなというの

を感じます。京都会館を担当していた頃そんなにク

ラシック音楽ってなかったんですよ。京響さんの定

期は当然やっていたんですけど、あと外来オケと

いったら演奏せずに観光で回って、京都には来るけ

ど演奏はしない状況も多かったんですが、今はちゃ

んと京都で演奏して行ってくれる。

松山　僕は95年に会社に就職したのでそれまでの状

況は全然わからない状態だから、こういうものなの

かなという感じで。

中谷　オープニングの時の舞台スタッフも事務所の

方もレセプショニストも警備を含めて、その当時の

ことを知っている人間は僕しかいなくなっているん

です。全員異動や辞めてしまったとかで、若いと

思っている僕が今もしぶとく関わっている……。

松山　ホール側としてもフランチャイズなので、甲

子園球場の阪神タイガースのようにホームグラウン

ドをうまく使っていただきたい、というのはありま

す。まあルールの範囲内でということが前提ですが。

日高　まあわがままいう前に一回相談するようにし

ます。「こんなことがあるんだけどどう思いますか、

なんとかなりませんか」って。まあ僕からの電話は

だいたい碌な要件じゃないですけどね。

松山　まあ断るときはあります。

日高　だめならだめで全然いいんで「だめだよ、他

のことを考えよう」というふうに。ピアノのことも

そうですもんね。

松山　そうですね、ピアノの弦を引っ掻くとか

ミュートするとか、何かを挟むとかネジをいれると

か……内部奏法がある場合はまずホールの事務所へ

相談します。

中谷　ホールとしては高額な備品になので、基本Ｎ

Ｇなんですけど。

松山　やっぱりいろんな人が使うピアノなので、そ

こはご遠慮いただいて。

中谷　それをやるためのピアノを置いてるのは「サ

ントリーホール」ぐらいじゃない。

──ステージマネージャー泣かせの曲はありますか。

日高　死ぬほどあります。山ほどあります。打楽器

の調達がままならない曲だとか、あとは変な配置の

曲。普通の大きさの配置じゃない。大変なものって

いえば、マーラーの第８番『千人の交響曲』も大変

だった。

中谷　でも『千人』はコンサートホールではできな

いですよね。

日高　オープニングのときに井上道義さんでやって

ますね。

松山　オープニングのときの公演がＣＤになってる

ので、それを観たことがあります。

日高　ベートーヴェンの『第九』も毎年毎年やって

ますけど、配置についてはいまだに考えさせられる

ところが山ほど出てくる曲です。管楽器の配置もそ

うですし、合唱団がいて、雛壇がある会場とない会

場があったりしますので。ホルンなんかはベルが後

ろ向いてますから、人の前に立ってしまうと音が吸

われると。できるだけ前に行きたい。じゃあ、場所

どうするんだっていう話になって、ヴァイオリンの

後ろにすることもありますし。去年の『第九』では、

上手側でホルンをやったんですけど、それは理由が

あってのこと。本当にあの曲は手ごわい。だからこ

そ面白味もあるんですけど。人気のある指揮者がい

らっしゃる時は合唱の人が多くなって「日高さん、

300人以上乗せたいんだけど」「うん？　ちょっと

待ってね」。かといって、弦楽器を減らしたらボ

リュームは減るし、どうしたものかというジレンマ

と戦いながら。一度シンフォニーで舞台だけに400

何人乗せたことありますよ。無理やりですけど。

──それ、楽器をちょっと減らすんですか。

日高　そのときは、そこは減らさなかったです。地

方の『第九』に行ったら段が増えてたことがあった

りしますから。「日高さんすいません、１列では

ちょっと……」「それは困りますね」と云いながら

も並べなきゃしょうがないですからね。減らせとも

云えませんし。

松山　前半にピアノコンチェルトをやって、休憩挟

んで後半で『第九』というパターンがときどきあり

ますね。あれは大変ですね。

松山弘太郎（まつやまこうたろう）

1993年近畿大学商経学部商学科卒

1993年東京証券(現東海東京証券)入社

1995年(株)エスエムエス入社　ザ・シ

ンフォニーホールステージマネージャー

2004年京都コンサートホール ステー

ジマネージャー　現在に至る

2009年～2013年ザ・シンフォニーホ

ールロビーマネージャー（兼務）

三人の〝ドイツ人〟

──演奏者は必ずしも、プロのみではないですね。

松山　コンセプトとして音楽ホールなので、未就学

の子供さんは考慮に入ってないので、時々怖いなと

思うことはありますが、アマチュアの方であれプロ

の方であれ、初めて当ホールを利用される方は使い

勝手も判らないし、丁寧に説明をする様に心がけて

います。京響さんとは全く違う使い方をされること

も、多くありますから。

──どなたでもどのピアノでも使うことが出来るの

ですか？

松山　制限は特にありません。「この楽器はプロ

用！」等はありません。

中谷　京都コンサートホールはスタインウェイピア

ノを現在３基保有していますが、年代の差や個性が

あるので「今日の使用ならこれがいい感じかな」等

はホール側と相談しながら決めることはあります。

〝うるさいめの子／可愛い子〟等。他のホールでも、

スタインウェイピアノは個性が出てきているようで

すね。そのあたりが面白いところですね。簡単にい

えば、鍵盤タッチが重い／軽い等も含めて「この曲

の演奏には重すぎる」或いは「この曲の演奏には音

が明るすぎる」等、我々としても出来るだけマッチ

したものを提供していく感じですね。
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舞台袖の談話室「ピアノのこと」編

　クラシックコンサートの楽器の中で、ほとんどのホールが保有しているのがピアノです。今回の談話室は、

ピアノ調律のベテランに加えて、楽団のステージマネージャーとホールのステージマネージャーをお招きして、

ピアノの扱いを中心に、クラシック業界の話題などをお話し合いいただきました。

調律のしごと

──皆さん、この業界に入られたきっかけは？

中谷　母親がピアノの先生をしていて、姉も音楽大

学のピアノ科を出てますから、自宅にピアノが３台

あった時期があります。その点検に来られる調律の

おっちゃんがすごく魅力のある面白い方で。調律師

という職業があるというのは、小学生の低学年の時

からもう知っていたんです。この仕事をする前は音

響屋をやっておりまして、その現場でコンサートの

調律の技術者とお会いする機会もあって、その方に

相談して、技術者を養成する学校を経て技術者にな

りました。昭和60年からこの仕事をしているので、

35年になります。

日高　僕は相愛大学時代に始めた「ザ・シンフォ

ニーホール」の裏方バイトがきっかけですね。そこ

でオーケストラの裏方に興味を持って、縁あって

「大阪シンフォニカー」というところに就職させて

頂いて、でその後現職に至るというところです。大

学ではユーフォニウムを吹いてました。オーケスト

ラにはポストのない楽器ですけど、その楽器のお陰

でこの仕事に出会えたから良かったなと思ってます。

今は自分にあってるかなと思ってずっとやってきて

います。プレイヤーよりこちらの方が楽しいし。何

より、裏方に入っているときにお客さんの反応とか

見えるじゃないですか。ある時、お客さんの拍手が

なんかすごく嬉しかったんです。僕は楽器運びのバ

イトだったんですけど「この感覚ってなんやろな」

というのがきっかけかな。京響に入って16年。あっ

という間ですね。

松山　僕は、大学のときにオーケストラのサークル

に入ってまして。その時に「大阪フィルハーモニー

交響楽団」に楽器運びのアルバイトに行ってました。

「ザ・シンフォニーホールで空きが出るので来ない

か」とお誘いを受けてこの業界に入りました。７年

ほどシンフォニーホールの舞台で働いていて、その

後「京都コンサートホール」で働くようになりまし

た。もともと子供の頃にヴァイオリンを京響のヴィ

オラ奏者の先生に習いに行っていましたから、また社

会人になってから音楽と繋がったような感じですね。

──皆さん、この仕事は楽しんでらっしゃる？

中谷　楽しいですね。

松山　はい。楽しいです。

日高　楽しくないと続かんでしょうね。

──いろんな演奏者がおられると思いますが。

中谷　そうですね。僕の場合はピアニスト特定に

なってしまうんですけど、「この楽器の状況では、

僕の音楽表現はできない」と、どんどんオーダーを

出してこられるピアニストの方もおられます。まあ

料理に例えると「もう少し辛く」だとか「もう少し

甘くした方が」とか「もっとねっとりしている方

が」とかいうようなオーダーが出てきます。味付け

の部分ですよね。ずっと一緒にやってるピアニスト

だと「この人の好みはこうだ」っていう色づけって

いうのは当然あるんですけども、普通に提供する時

には本当にノーマルに提供して、そこからオーダー

が出た段階で、そこから甘く／辛くっていうのをし

ていきます。こっちから先に見越して「この人辛め

でいこうか／甘めのほうがいいかな」っていうのは

避けるようにしてます。普通な感じで出してからの

味付けっていう感じ。指名をしてくれるピアニスト

で「私の好みをあんたは知ってるでしょ」っていう

方の場合に限り「この人は少し重め」っていう味付

けにして提供してＯＫって感じですね。予め自分の

思いを出してしまうと上手くいった試しが無い

（笑）。「辛すぎるのよ！」「ああしまった」って

いうのは過去には（笑）。今のピアニストって昔み

たいにとりあえずヒステリックで怒鳴り散らして怒

り出すっていう人は少なくなって来ました。「一緒

に私の音楽するにはこれじゃないと無理なのでこう

して欲しいのよ」っていうのを云ってきてくれるの

で「じゃあこうしましょうか」っていうコミュニ

ケーションをきっちり取って出来る人が多くなって

るので、仕事は昔に比べたらやりやすくなってます。

メカニックのことも今の若いピアニストは勉強して

ますし、結構具体的に「ここを調整してくれ」って

云ってきたりもするので、ちょっと困った時もある

んですけどね。

──調整はその場でかなりできるものなんですか？

中谷　ピアノは精密機械だと思います。それこそ鍵

盤の深さを0.08ミリ単位で調整するんです。「この

音が狂ってる／狂ってない」とか、そういう単純な

話ではないです。精密機械の世界です。

──小説で映画にもなった『羊と鋼の森』に描かれ

ているあの緊張感は現実にあるわけですね。

中谷　ああ、作者の宮下奈都さんはそうとう取材し

ておられますね。ご自分の家に来ていた調律師、僕

は知ってるんですけれども、その方に取材して興味

を持ってあの本を書いておられるので、かなり練り

込まれていると思います。そして確かに面白い。で、

みんな裏方なんですけど、そこにスポットライトを

当ててくれたのは、僕らにとってはすごくありがた

い話でしたね。調律師が100人いるとしたら98人ぐ

らいまでは一般のお家を回るのが仕事だと思います。

あと演奏会での仕事している人というのは、２～３

パーセントのことかな。僕は今、現場で言えば97～

98パーセントはコンサートでお仕事させてもらって

るので、僕にしたら幸せな状況。それを羨ましいと

思う人も当然いるんですけど「あんなしんどいこと

ようやってるな」という方もいると思います。

日高　中谷さんは、僕らが信頼して全てをお預けで

きる方ですよ。ピアノのことだったら、つまんない

ことから大事なことまで全部相談に乗ってもらって

ます。

──松山さんはピアノを管理される側ですが。

松山　ピアノは繊細なものが多いので、湿度と温度

をきちっと管理しています。それでわからないこと

があれば専門家の中谷さんに相談しますね。

中谷　京都コンサートホールの管理は素晴らしいで

すよ。あそこまで一定に出来ているホールはなかな

か無い。温度と湿度が乱れるとまずいので、今日は

80度で明日は50度というのではなくて、ずっと乱れ

なくいくのがいいんです。あのホールはそれだけ頑

張っていただいているので、かなり一直線できてい

ますね。素晴らしいと思います。なかなか難しいん

です。冬場なんかだと乾燥するので、加湿器をたき

ながら除湿するとかして一定を保つ……変な話です

けど、上げて吸って45パーセントぐらいを保つ苦労

……23年間の蓄積なんですね。楽器は相当安定して

いますね。

──日高さんは楽器の運搬にも関わりますね。

日高　地方に行った時に、預かっていた個人のヴァ

イオリンを開けたら弦が飛んでいたことがあります。

冬場でしたから、温度でやられたんだと思います。

「どうする」と云ってた時に、たまたまホールの企

画の人の中にもともとヴァイオリン専攻の方がおら

れて「私も持っています、今」というミラクルが

あったりして、面白いことがあるものだと思いなが

らヒヤヒヤ過ごしていますね。何が起こるか分から

ないという恐怖と隣合わせです。ピアノ関係でトラ

ブルになったことは無いのかな。

中谷　京響さんの演奏会で本番中に切れたのは、数

年前の「秋の音楽祭」のオープニングのコンチェル

トの時だけだと思う。１本だけね。みんな気がつい

ていなかった。

日高　もしプロのソリストの方だったら、切れたら

そこをかわして弾きますから。本当にそれもすごい

と思いますけど。本番中はどうしようもないですね。

松山　ツアーでオーケストラが外国から回って来ま

すけど、去年コントラバスの上板がはずれていたと

いうのがありまして、楽器の入ってきた次の日が本

番ということだったので、大学のオーケストラの時

の知り合いの楽器屋さんに急遽電話して、次の日の

朝一で来てもらって膠でとめて「一時間ぐらいした

らこれで演奏も出来ます」という状態にしてもらっ

たことがありましたね。やっぱり空輸するのは大変

ですね

中谷　日本の気候は洋楽器には厳しいと思います。

和楽器にはいいんですけどね。逆にお琴とかのツ

アーでヨーロッパを回るとバシバシ割れるといいま

すよね。ホテルのバスタオルとかを湿らせて運ぶと

いうのを聞いたことがあって。

──尺八の横山勝也氏が向こうでレタスを買ってき

て巻いたというのは有名な話で。

日高　有名な話ですよね。

出席者　（敬称略）

中谷　哲也　(株)J EUGIA　ピアノ技術者

日高　成樹　京都市交響楽団　ステージマネージャー

松山弘太郎　京都コンサートホール　ステージマネージャー

聞き手　中田　節 　京滋舞台芸術事業協同組合　理事長

中谷　哲也（なかたにてつや）

浜松のヤマハにてピアノ 技術を習得後

(株)JEUG IA所属。1988年より京都会館

の調律を担当。これを足掛かりに演奏

会の現場にてコンサート調律の経験を

積む。ドイツ スタインウェイ社での技

術研修終了。現在 ザ・フェニックスホ

ール、京都コンサートホール、バロッ

クザール等を中心に年間270回強のコン

サート調律に携わる。
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勝手も判らないし、丁寧に説明をする様に心がけて

います。京響さんとは全く違う使い方をされること

も、多くありますから。

──どなたでもどのピアノでも使うことが出来るの

ですか？

松山　制限は特にありません。「この楽器はプロ

用！」等はありません。

中谷　京都コンサートホールはスタインウェイピア

ノを現在３基保有していますが、年代の差や個性が

あるので「今日の使用ならこれがいい感じかな」等

はホール側と相談しながら決めることはあります。

〝うるさいめの子／可愛い子〟等。他のホールでも、

スタインウェイピアノは個性が出てきているようで

すね。そのあたりが面白いところですね。簡単にい

えば、鍵盤タッチが重い／軽い等も含めて「この曲

の演奏には重すぎる」或いは「この曲の演奏には音

が明るすぎる」等、我々としても出来るだけマッチ

したものを提供していく感じですね。

日高　うちのオケが使うときはお任せなのですね。

中谷　ですが、実は決まっているのです。

日高　そうなんですか。

中谷　コンチェルトの場合は、ピアニストが選定を

かけてきた場合は何があってもそれを使っていただ

きますが、選定がなければほぼこの楽器を出すって

いうのはありますね。

日高　我々には計り知れない部分ですからね。

中谷　どれを見てもスタインウェイで、皆〝ドイツ

人〟ですけど、いろんな〝ドイツ人〟がいますので。

ニューヨーク製の〝アメリカ人〟は、残念ながら関

西のホールでは非常に少なく、神戸国際会館にある

だけではないですかね。京都は全員〝ドイツ人〟です。

松山　ベーゼンドルファーが好きな方は「ベーゼン

があるのならば、是非ベーゼンを使わせて下さい」

と云われますね。

中谷　おそらく音色の好みですかね。ベーゼンドル

ファーは、オーストリアの楽器なので、ウイーンに

留学した経験者はその楽器でレッスンをしていたか

ら、こちらでもベーゼンを弾きたいという方は確か

に多いです。好みが大きく分かれて二極化してきて

いますね。

──国産はどうなんですか？

中谷　決して悪くないと思います。調整という部分

ではむしろ国産の方がパシッと正確に決まります。

精密機械としては、がっちりきっちり出来上がって

いるので「この部分をこの様にすればこうなる」っ

ていうのがきっちり実現できますね。ヨーロッパ製

の楽器は微妙なズレがあったりして「ここをこの様

にしたいのだけどこの部分は、若干大きめに余裕を

見ておかないと駄目だよね」ということが往々にし

てあります。正確なのは国産で、やはり日本人が作

っているなと思います。

松山　ピアノの発表会とかで、３台あるスタインウ

ェイの中でも「誰が使いましたか」って、　ピアノ

の先生に聞かれることがありまして。例えば「この

一年間でフジコ・ヘミングさんが使われましたよ」

って云ったら「じゃあそのピアノでお願いしま

す！」って（笑）。生徒さんのモチベーションが違

うようです。これから弾く生徒に「誰々が使ったピ

アノやで」と云ってあげたいと。

中谷　まあこの23年間で相当大物も来てますから、

それをみんなが弾いて来た訳ですからね。

──それこそ爪の垢でも残ってるかも。

一同　（笑）

──ピアノの位置に関するアドバイスはどのように

されてますか？

松山　おおよそここが良いという位置は決めてあり

ます。まずはそこに置きます。その場所で試してい

ただいて「少し前が良い／少し後ろが良いがあれば

云ってください。すぐに移動しますから」と云って

そこからのアレンジになります。

中谷　例えば、客席で目をつむって聞いていて「上

手に５cm移動した」って云える人が果たしているの

かな、とは思います（笑）。

──キャスターの向きでも影響があるものなのです

か？

中谷　この部分を話し出すと、非常にマニアックな

話になるのですが……変わります。

松山　『羊と鋼の森』の時も、角度を変えて音が良

くなったってことがありましたね。私たちも、まず

置くときに角度に気を付けています。

中谷　現在は、キャスターが大きいので、色んな方

向を向いているのは行儀が悪いとも言えますので。

昔は、キャスターが小さかったのでそんなに目立た

なかったし、影響も少なかったのですね。最近は大

きくて外に出っ張っているので、支点が相当移動し

ますので、現在の楽器は特にきちっと置いた方が良

いと思います。

トラブルの予感

日高　原点に立ち返ると、お客さんが楽しんで帰っ

てもらえるようにというのが大前提ですよね。その

ためにできることは舞台のこと含めてすべて全力で

やっておく。不思議なもんで「何となくここやばい

かな」といういやな予感を放置しておくと大体そこ

からほころびが出てくるんですよ。

松山　あれ不思議なもんで〝匂い〟がありますよね、

現場にいると。

日高　トラブルをお客さんに見せちゃいけないので、

そこもある意味テクニックかもしれないですけど。
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これからのこと

一回、何か嫌な予感がずっとしてて、見に行ったら

指揮台の手すりの刺さる方がお客さんと反対の方を

向いてたことがあって「誰やこれやったん」って

（笑）。コンチェルトやってる時に指揮台を縦に

使ってたんですよ。それを戻す時に間違ったんです

ね。

──危機管理の〝嗅覚〟というのは経験なんでしょ

うね。

日高　起こり得そうなことを想像しておくっていう

ことなのかなあ。ゲネプロとかで音が出る前に心が

けてるのは、一応一通りメンバーのほうを見て、目

を合わせておいて、何となく異常は無いかっていう

アンテナ向けておくようにそこだけは忘れずに日々、

心がけてます。

中谷　僕は一番にはピアニストの満足で、その結果

としてお客さんが満足できればいいなっていうとこ

ろがあって。お客さんが盛り上がって満足してもピ

アニストが今日はもうひとつだったっていう状況は

非常に嬉しくない状況ではある。要するにプレイ

ヤーを一番先に満足させたいっていうのがまずあっ

て、それが巨匠であろうが、ファーストリサイタル

の人であろうが同じように対応したいっていう風に

思ってます。作業として提供するものとしては同じ

クオリティでっていうところを心掛けてやっていま

す。プレイヤーファーストですよね、

──我々舞台スタッフに云っておきたいこととか、

ありますか。

日高　僕一番言えないです。

一同　（笑）

日高　若いときには痛い目にあったこともあります

し、個性の強い舞台さんの中で育った最後の世代な

のかな。でも逆にそういうところで「何やってんね

ん！」って怒られるうちに段々と教えてもらったっ

ていうのも山ほどあります。

中谷　今は怒られたら辞める（笑）。

日高　怒ることと叱ることはまた別の話だと思いま

すけどね。やっぱり行きなれてるホールさんには

知ったスタッフも山ほどいるし、やりたいことも全

部分かってくれてるし、そういうところに行ったら、

心地よく仕事させてもらいます。初めて行くホール

なんかは気も使いますけど、関西でやってる中で、

別に不便は感じたことは無いですね。

中谷　この業界の方々みなさん高齢化じゃないです

か。僕にしても、どう考えても20年後に現役でバリ

バリやってるとは思えないので。もし元気であって

も仕事量は当然落ちるし、そう考えると自分が忙し

くしてるばっかりでなく、若い子をこっちの方に

引っ張り上げることを考えないと、と思っているん

ですが、なかなか出来ないですね。

──調律さんでもそうなんですか。

中谷　そうです。「うちの若手です」「いくつです

か？」「42歳です」「どこが若いねん」（笑）。続

かないのと、なり手そのものが少なくなってますね。

我々の頃、浜松のヤマハの学校に年間に100名くら

い全国から来てたんですけど、今20人切ってるそう

です。しかも来るのは殆ど女子です。魅力を感じる

仕事にしないといけないと思うんですけど。面白さ

を知ったらこんな面白い仕事ないですけどね。

日高　こちらも同じですね。なり手がなかなかね。

育たないのは我々の責任でもあると思うんですけれ

ども、ただ興味を持ってもらわないと始まらないの

で。最初のうちなんかは、たぶん面白いと思えない

でしょうね。その中で面白みを見出せる子を探すと

いうのはなかなか至難の業かな。

──京響さんにはステージマネージャーは何人おら

れるのですか？

日高　立場的には私一人だけ。あとはアルバイトで。

そのアルバイトが育ってきたらどこかから声がか

かってそっちへ行ってしまったり。もう頭痛い（笑）。

松山　興味のある学生とのつながりみたいなのもほ

しいですね。

中谷　ステージマネージャー専門学校みたいなのが

あるわけじゃないからね。バイトから入って、たた

かれながら上がって行ってっていうところで。

日高　たたいたら辞めていきますからね。

松山　人材の発掘っていうのはいつも考えてますね。

中谷　京都って、公立の音楽大学があって、公立の

音楽高校があって、公立でコンサートホールがあっ

て、公立でオーケストラまであるっていう。すごく

稀な地域だと思う。今チケットが売れないとか、大

変なところもあると思うんですけど、もっともっと

クラシック音楽の活性化をしていければいいなって

思います。で、個人的にはまあ、健康で（笑）。

一同　そこですか（笑）。

中谷　やっぱり「京都のピアノっていうのはどこ

行っても良いぞ」っていう風に云わせたいですよね。

自分が担当してるホールじゃなくってもね。京都は

良いぞっていう風にしたいですね。

──長い時間ありがとうございました。

一同　ありがとうございました。

　それぞれのお立場で、繊細な楽器を大切に扱っていただいていることがよく分かりました。ピアノや音楽そ

のものへの愛が伝わりました。

　これからもコンサートを支える重要なスタッフとしてのご活躍を祈念します。
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　ご縁があって、５月23日（木）午後、元ウィーン

交響楽団首席チェリスト吉井健太郎氏の独奏会を京

都／カトリック西陣教会で企画した。これは、＜コ

ンサートホールへ行きづらい方のための＞コンサー

トで、ちらしには以下のメッセージを書いた。

「生で音楽を聴きたい－そう思いながら、コンサー

トホールへ行きづらいと感じていませんか？人工呼

吸器の動作音、車椅子のサイズ、反射的に声が出て

しまう、長時間じっとしていられない、介助者分の

チケット負担が重い－様々な理由から、ライブで音

楽を楽しむことはむずかしいとあきらめていません

か？

　これは、そんなあなたのためのコンサートです。

（中略）コンサートホールへ行きづらいと感じてい

る方は、また、独りで外出することがむずかしい方

でもありましょう。どうぞお近くにそのような方が

いらしたら、声をかけてください。周りの助けがあ

れば、丁寧に時間をかければ、できないと思ってい

ることもできるに変わっていきます。このコンサー

トが、病や障害のために外出がままならない方々が

一歩を踏みだすきっかけになれば幸いです。」

　私が関わるALSの友人Ｋの在宅独居生活は、医

療・福祉関係者による直接的な日々のサポートだけ

ではなく、患者会やコミュニケーション支援に関す

るNPO、大学の研究者、障害者団体、同病の方の

SNSによる情報発信など、様々なネットワークの中

にある。療養生活に関する具体的な情報交換とサ

ポートに加え、問題点は検討や陳情を経て、法制度

を変えていく大きな動きにつながることもある。重

篤な障害をともなう病気であっても、社会と関わり

ながら暮らし、サポートを受けるだけでなく、その

人らしいやり方で、障害とともに生きる日々を発信

している。

　Ｋの日々のチャレンジと楽しみは、外出すること

だ。在宅実現後、まず市バスに乗った。市バスを制

覇すれば、京都での行動半径は格段に広がる。想定

されているよりも大きなリクライニング式車椅子で、

京都市内外、バスや電車でどこへでも出かけてみる。

　Ｋとの外出を、私達は冗談本気半々で「パトロー

ル」と呼んでいる。目的地だけでなく、その過程で

何が起きたか、どんなバリアがあるか、すべてが重

要な情報であり、FBで発信していく。宗教と芸術に

関心が深いＫは寺社と劇場へよく出かける。寺社の

問題の多くはハードの障害である。しかし、劇場は

少し違う。昨今ほとんどの劇場はバリアフリーで、

車椅子席もあり、料金も介助者が必要な障害者に配

慮して、割引が設定されていることもある。

　ハードはバリアフリーであるにもかかわらず、劇

場はなかなか行きづらい場所なのだ。Ｋは病気の症

状で大きな音に反射的に声が出てしまう。人工呼吸

器を使っている方はその動作音のためにコンサート

への入場を遠慮したり、断られたりしていた。最近

の人工呼吸器は小型で動作音もとても静かだが、や

はり演目によってはむずかしさもあるだろう。

　在宅独居実現でお世話になった東京の方から、

「人工呼吸器使用者のためのコンサートを、京都で

もやってもらえないか。小規模でいい、Ｋの家にあ

る稽古場で構わないから」と話があった。今さら人

集めに関わるのが億劫でなかったと言えば嘘になる。

しかしCDを聴いた途端、そのチェロの音に打たれた。

これはこんな小さな稽古場でやるようなものではな

い！－久しぶりにプロデューサー根性が疼いた。

　Ｋとクリスマスに行く親密な木造の聖堂がすぐに

思い浮かんだ。あそこで吉井さんのチェロを聴きた

い。そして、人工呼吸器の方だけでなく、もっと

様々な理由で劇場やコンサートホールに行きづらい

と感じている方々に来てほしいと思った。吉井さん

の演奏には、機械の動作音も声も動きも、その場に

起きる様々なことを包み込む包容力がある。集う

人々の寛容さは、どのような場を生み出すだろうか。

　ちらしの最後は「共にある喜びを分かち合いま

しょう。心よりご来場をお待ちしています。」と結

んだ。共にある喜び－ライブの魅力はまさにこれに

つきるだろう。あらためて気づかされた。私もその

日を楽しみに待っている。

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 Vol.4「共にある喜び」

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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素晴らしきスタッフたち－－第８回　石井みつるさん（舞台美術デザイナー）編
達人の館　代表　橘　市郎

　私が石井みつるさんと初めてお会いしたのは、

1970年、今の帝劇の杮落とし公演ミュージカル「ス

カーレット（風と共に去りぬ）」で音楽担当の演出

助手を務めていた時です。石井さんはまだ学生さん

でしたが,舞台美術関係の通訳をされていました。装

置と照明のプランナー、ディヴィート・ヘイズと良

く一緒にいた石井さんを思い出します。

　石井さんは23歳の時、イギリスに留学され、舞台

美術を大学院で学ばれました。28歳で帰国します

が、以後海外劇団での仕事が多く、イギリス、カナ

ダでシェイクスピア作「テンペスト」、アメリカで

は「ロメオとジュリエット」やラフカディ・ハーン

原作「怪談」の人形劇化などを手掛けられました。

帰国後は美術家として幅広い活躍をされています。

私が石井さんと久し振りにご一緒したのは、中島梓

原作をミュージカル化した新宿シアター・アプルで

の公演「グイン・サーガ　炎の群像」でした。この

作品の舞台美術はイラストの天野善孝さんでした

が、装置家としての石井さんにも協力していただい

たのです。石井さんの具体的に舞台化する技術はさ

すがでした。それ以来、私はいろいろと彼にお願い

することが増えてきたのです。

　昭和音楽大学内に建てられたテアトロ・ジーリ

オ・ショーワでミュージカル「みどりの天使」を上

演した時も石井さんに舞台美術をお願いしました。

彼は一流の舞台装置家として多忙を極めていました

が、私のリクエストに快く応えてくれたのです。石

井さんは現在、新劇から商業演劇まで実に幅広い

ジャンルの仕事をされていますが、何を依頼しても

素晴らしい成果を挙げてくれているのはさすがで

す。帝劇ではジャニーズ事務所関連の仕事を手掛

け、大阪新歌舞伎座では「細雪シリーズ」を、京都

の春秋座ではオペラ「椿姫」をといった具合です。

彼は作曲家の甲斐正人さんと同じく、決して威張っ

たりすることがありません。実直で気さくな人柄が

誰からも愛される所以だと思います。私の好みかも

知れませんが、こういう人こそ本物だと評価してい

ます。「能ある鷹は爪を隠す」と言う諺は真実のよ

うです。石井さんのご子息は有名なコメンテイター

ですし、親戚にはビッグな俳優さんもいますが、彼

は何食わぬ顔で仕事に淡々と取り組んでいます。こ

の仕事のスタートが縁の下の力持ちだったことが現

在の石井さんを支えている様な気がしてなりませ

ん。かつて舞台美術は如何に現実を舞台の上で見せ

るかが求められた時代がありました。つまりリアリ

ズムです。しかし照明の進化とともに舞台美術もい

ろいろ変化してきたように思います。石井さんは当

初から照明と舞台美術の関係を切っても切れないも

のと考えていたに違いありません。彼のプランはい

つも照明効果を計算に入れて立てられているからで

す。この時代、照明の力を生かしながら舞台美術を

考えることが求められているのです。そういえば石

井さんがこの世界に足を踏み入れるきっかけになっ

たミュージカル「スカーレット」の舞台装置家ディ

ヴィート・ヘイズは照明プランナーを兼ねていまし

た。考えてみると石井さんのこの世界での原点はあ

のミュージカル「スカーレット」だったのかも知れ

ませんね。

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）

石井みつるさん
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　実は10年ほど前にもびわ湖ホールで管理スタッフ

として常駐していました。その時から比べるとびわ

湖ホールもいろんな変化があります。

　開館してから20年、機器の劣化や更新、人の入れ

替わり等様々な事があり照明でもユニットの基盤不

良や卓の不具合などが起きています。その様な状況

でも日々のメンテナンスが重要になってくると思い

ます。

　先日も譜面灯コードのコネクターを開けてみると

劣化が見え、修理しました。なんと総数約180本！！

　ですがみんなでやったので、早く終わる事が出来

ました。その状況を報告してくれた人や作業する人

が大勢いるからできた事だと思います。

　話はかわりますが、１月23、24日に中ホールでオ

ペラ「森は生きている」の公演がありました。

　この公演は2000年に初演があり、今回も2012年

の再演でした。３月には兵庫県立芸術文化センター

中ホールでも公演がありました。

　僕自身も2009年に関わっており、またこの公演に

関われて感慨深いものがあります。

　しかも今回現場チーフという立場でプランナーと

より近い距離で、現場が出来るという普段ではあま

りない様な状況でした。

　去年の12月からリハーサル室で稽古があり、再演

とは言えキャストもスタッフもほぼ入れ替わりの状

況で始まりました。演出家の考えている事やキャス

トの日々の変化等、やはり現場では見れない事が多

いので稽古を見れる環境というのはすごく貴重だと

思います。

　現場に入り色々なやり取りがある中、チーフが判

断する事とプランナーが判断する事それぞれの場面

で出てくると思います。

　もちろん照明のプランナーな訳ですから、最終判

断はプランナーが行うのですが、明かり以外の事、

例えば袖周り（小道具や衣装が見えているか）やキ

ャスト導線、他のスタッフへの配慮等、客席からで

は見えない部分にも目を向けて現場を進めていきま

した。

　また今回の大きな変化は以前照明でやっていた背

景(Paniスライドやディスクマシンの雪ネタ)やL.H.や

U.H.まで全てプロジェクターで投影になりました。

　最近のプロジェクターは明るく、すごく綺麗に出

るので前回とはまた違う背景になりました。前回の

公演を知っている方はその違いを見ることが出来た

のではないでしょうか。また初めて見る方は映像と

照明が見事に交わっていることに驚かれたでしょう。

照明担当びわ湖ホール便り 小川順也

ロームシアター京都便り 舞台担当　　石田昌也

　うっすらと朝靄がかかる疏水に目をやると全く気

配を感じなかった白鷺がすぐそばにいて獲物を狙っ

ている凛とした姿にしばし見入ってしまう。微動だ

にせずその視線の先だけに全神経を張りつめている

のが感じられる。そして一瞬で翼を広げ俊敏に滑空

する姿には引き算の美を感じ浮遊する憧れを喚起さ

せる。

　ロームシアター京都が開館してから１月で早くも

４年目に入りました。毎日横目に入る疏水の風景も

すっかり見慣れたものになりました。一つの節目と

言える３年を経てあたりまえの事ではありますが大

きな事故やトラブルもなく多様な催しを実施する事

が出来ました。全面的に電動機構を駆使して稼動さ

せる劇場として各人がこれまで緊張感を持続してき

た成果だと言えます。

　ロームシアター京都はご承知の通り公共の会館で

あり多目的な催しが通年行われます。故に芸術劇場

の観点からは曖昧になり自主事業の方向性も明確で

はありません。芸術監督を配しての独自な作品を作

り出せる環境とは対局的な環境ではありますが活路

を見いだしつつある動きを徐々に感じております。

　その動きは開館以来の目標事項ではありましたが

ようやく昨年あたりからホールにおいてのクリエー

ションの時間をしっかりと設けて本公演を実施する

という時間と空間の使い方が目立ってきているとい

う事例です。稽古場だけでホールを一定期間利用し

て進捗の中で技術チームと共にプランニングにあた

り本公演を実施するながれが出始めてきました。

我々京滋舞協チームは舞台、照明、音響とテクニカ

ル面のサポート業務ですので作品を一緒につくると

いう立ち位置にはありません。それでも作品をつく

る稽古場の過程から演出始めキャスト達との時間を

共有する事が出来ると認識も深まり実際の仕込み開

始から同じ方向を向いて挑んでいける理想的な状況

で実務にあたる事が出来ました。今後もロームシア

ター京都初演作品が増えていく事でしょう。

　並行しまして日々の貸し館業務においては年月を

重ねる事により内容詳細データが蓄積され当日のゼ

ロスタートの不安はほとんどなく経験で対応出来る

３年間の基盤ができました。現在２月は幼稚園、保

育園の発表会や全国学生演劇祭等たくさんの子供達

と接する日々です、毎年関わりながらふと幼稚園、

大学時代の自分にフィードバックする瞬間がありま

す。そこから又ロームシアターの袖にいる自分に戻

り繋がりの過程をふりかえるのも面白いものです。
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ピアザ淡海 県民交流センター便り

矢木義隆

大津市民会館便り 音響担当　山内美穂

矢木義隆

　大津市民会館の管理に入って早いものでまる３年

が経とうとしています。

　顔なじみの利用者さんも増えてきました。３月か

ら大ホールでは吹奏楽の演奏会シーズンに突入し、

年度を締めくくります。

　さて、ここ大津市民会館にきて初めて経験したこ

とが中学生の職業体験です。

　春と秋ごろに２校ずつ、計4校を受け入れていま

す。ここでは舞台、事務所、併設の公民館の仕事を

５日間で体験してもらいます。

　初めに資料を渡しますが専門用語や機材のこと、

作業内容を理解してもらえるように言葉を選びなが

ら説明するのは慣れないことでいまだに難しいです。

　舞台側ではまずバックステージツアーと称して舞

台上、奈落から各調整室、ピンルームやキャットウ

ォークまで大小ホールを案内し、その後各セクショ

ンの仕事を体験してもらい、舞台セクションでは主

に安全面の話や綱元の作業などを。

　照明セクションは仕込み、シュートから卓の操作

まで一連の作業をやってもらい、音響のセクション

では卓やマイクを仕込み、音が出るまでの簡単な流

れをやってもらいます。

　さすがに若いだけあって、機材などの操作、手順

などの呑み込みは本当に早いのでいつも驚かされま

す。ただバラシの際にやってもらう８の字巻きは、

仕上がりに個性があらわれてなかなかおもしろい結

果になります。一度で逆巻きのコツをつかむのは難

しいようで、これは教える側の技量不足でしょうか。

　さてひととおり流れをやってもらったら、最後の

仕上げに講演会スタイルの仕込みをし、演者、照明、

音響とわかれてスピーチのリハーサル、本番を迎え

ます。インカムでキューを受けてオペレートしても

らい、ホリゾントに好きな色を出し、演者さんには

自己紹介や将来の夢などをスピーチしてもらうとい

うところまでが当館での一連の流れです。

　ただ秋頃は催し物が入っていたりすることが多い

ので、詳しく説明する時間もとれずそちらの手伝い

や、見学だけで終わってしまう場合もあります。

　特殊な業種なので、短期間で中学生たちにどこまで

伝えられ、理解してもらっているかはわかりませんが、

この体験を通して少しでもこの仕事や舞台そのものに

興味を持ってもらい、またお客さんとして劇場に足を

運んでもらえるきっかけにもなればと思っています。

　2018年度に改修されたものとして以下の４件があ

ります。

１）中会議室（203、204、207、305）の音響設備

　これにより、Ｂ帯ワイヤレスマイクがデジタル式に

なり、近隣の施設との混信が減るのではと思います。

２）ピアザホールのモニタ用カメラ

　かなり前から故障していたカメラがようやく交換

されました。楽屋などで舞台の様子が見られなくな

るので、当初はメンテナンス業者さんからお借りし

た監視カメラを設置。が、これが映らなくなってし

まったので、車載用のリアカメラを代用品として使

っていましたが、ようやくちゃんとしたものになり

ました。

３）大会議室のプロジェクター

　今までの5,200ANSIルーメンから7,000ANSIルー

メンとなり、より明るい環境で使用できるようにな

りました。また、光源がレーザーダイオードなので、

起動・終了が10秒程度で行えます。

４）ピアザホールのサブミキサー

　メインミキサーの改修時に取り残されていた舞台

袖のサブミキサーがＬＳ９からＱＬ１へとアップグ

レードされ、操作性が良くなりました。

　この作業に加えて、各機器のファームウェアも新

しいＱＬ１にそろえてもらっています。また、ＬＳ

９自体は、幼稚園の発表会など、主催者が音出しを

するときに使用してもらえるように、デッキととも

にワゴンに乗せています。

　ホールではＨＤＭＩ対応が望まれる映像関係のほ

かに、舞台機構の制御盤関係・照明設備のユニット

ラック関係の超大物、大会議室のアンプ、スピーカ

ーも未改修となっています。

　また、大会議室のバトンの制御盤が起動しなくな

り、制御盤内の強制スイッチで操作するしかないと

いう状況になりました。

　制御盤は別室にあるので、会議室のカメラ映像と、

改修時に温存していたホールのインカムを利用して、

２人体制で操作しています。

　シーケンサーの電源が入らないのでデータが取り

出せず、完全修理にはかなりの時間がかかるようで

すが、実際の使用状況では２本あるバトンが動けば

いいので、３月に応急処置が行われます。

　いろいろとトラブルも発生していますが、これか

ら３年間、同じチームとして活動していけるよう頑

張りたいと思います。
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　舞台では様々な場面で粘着テープが使用されてい

ます。今回は養生テープの専門メーカー ダイヤテッ

クスが作ったイベント、ステージ向けのテープを３

種類ご紹介します。

　まずは仮設ケーブル固定用テープ CK-06-BK(写真

①)。こちらはテープ幅が100ｍｍで中央部の約50ｍ

ｍが粘着なしとなっていて、その部分にケーブルを

通します。ケーブル類に粘着材がつきにくく、また

設置後もケーブル位置を微調整することができます。

写真のように出入り口などで簡易的に養生するには

非常に便利なテープです。

　次に艶消しテープ『影武者』MT-08-BK(写真②)

とMT-08-WH。テープの表面は光の反射を抑えた艶

消し加工になっています。また特殊アクリル系粘着

剤採用で、糊残りが少ないのも特徴です。写真は事

務所で実際に並べて光の反射具合を検証しました。

このテープを既に採用されているホール様もあると

いうことです。

　もう一つはノンスリップ（防滑）テープ NS-10-WH(写

真③)。テープの表面はやや粘着感があるぐらいでザ

ラザラ感やチクチク感はありません。写真のように

箱馬の底にテープを貼り付け、何も施していない箱

馬に重ねて傾けてみました。結構な角度まで滑りま

せん。写真では表現できなかったのですがテープを

施した箱馬をフローリング床に置いて押してみると

予想以上に滑りませんでした。(写真④)

　いずれのテープも手で簡単に切ることができ作業

性は良好です。

　特別賛助会員でもある㈱ワタナベ楽器店さんで取

り扱われています。

●『裏方稼業の便利グッズ』

　唐突ですが、皆さんの目は大丈夫ですか?

　舞台構成をプランする時に避けては通れない道が

書類作成という作業です。私はここ数年で目の衰え

を感じ始めてパソコンで様々な書類を作成する際に

あるツールを使うようになりました。テレビやネッ

トで有名なのでご存知の方も多いと思いますが、ハ

ズキルーペです。今回はこれについて書いてみたい

と思います。

　一口にハズキルーペと言っても非常に多くの種類

が用意されています。倍率では手元での細かな作業

にピッタリの1.85倍、その次に倍率を抑えた1.6倍、

三つ目は長い焦点距離を確保した1.32倍があります。

私は最初に1.6倍を購入して作業に当たりましたが、

手元のラップトップＰＣの画面には効果がありまし

たが、外付けしているモニターの画面文字にうまく

焦点が合わないことで1.32倍に変更を余儀なくされ

ました。というのもハズキルーペ は焦点距離が倍率

ごとにハッキリと違いを出しているのが特徴です。

　倍率によるカテゴリー分けとは別にレンズやフレ

ームのサイズ毎にも種類が３つあります。１つ目は

「ハズキラージ」です。レンズの幅、高さ共に大き

く、つるが長い定番モデルです。このサイズは普段

から眼鏡をご使用の方もそのまま使用できる様な設

計がなされています。２つ目は「ハズキコンパクト

」です。このモデルはバッグなどに入れて持ち運び

がしやすい様にケースのサイズにも小さくする工夫

があるのが特徴です３つ目は「ハズキクール」です。

大きく見える基本機能はそのままでも、さらに軽量

＆スリムに進化したデザインが明確に商品化された

モデルです。

　この様にほとんど全ての方々にとってフィットで

きる様な商品展開がとても使いやすいと思わせる製

品に仕上がっているので売れているのも納得します。

私は普段のデスクワークだけではなく、打ち合わせ

などにも持ち歩いて使用しています。偶々忘れた時

などは眼を伏し目がちにしないと普通の書類すら見

えないので、出かける際には財布、鍵、スマホに次

いで忘れたくない品物になります。裸眼で無理をし

ていると精神衛生上良くありません。皆さんも是非

お試しください。

https://www.hazuki-l.co.jp/hazuki/hazukiloupe.html

裏方の裏話 35

ダイヤテックス
　　　　　パイオランⓇクロス粘着テープ

① ② ③ ④
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新たに特別賛助会員になられた企業のＰＲページです。50音順に順次掲載して参ります。
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技術委員会報告

　我々にとって三味線は和楽器の中ではポピュラー

な部類に入る楽器であると思います。しかし、実際

に触れられた方は少なく、構造や造り等ハード的な

知識は皆無と言っても過言ではないと思います。

　研修会では、三味線の種類、構造、演奏のテクニ

カルな部分まで丁寧に伝授されました。また、実際

の公演時の役割や「お約束」も話されました。

　一部をご紹介すると

*立三味線は三味線グループのバンマス的な役割で

あり、指揮者であり絶対服従。

　複数の三味線奏者はテンポ、チューニングに至る

まで立三味線に合わせて演奏される。

*歌舞伎の世界は役者がトップであり、役者に合わ

第50回研修会「ビジネスマナー研修～実演家に学ぶ」
日時：2018年10月２日（火） 10：30～12：00
場所：京都テルサ 東館２階 中会議室
講師：長唄三味線奏者　杵屋 勝七郎 師
参加者：14名

せて演奏される。

　また、演奏のテクニカルな伝承はすべて口頭で伝

えられ（口伝）、その時代の人の感覚によって少し

ずつ本来の演奏とはかけ離れた「ルール」になって

きていると問題点も提示されました。

　お話の内容は

固いお話ばかり

ではなく、こぼ

れ話的なことも

話されて大変和

やかな研修会と

なりました。

　普通救命講習は隔年で実施している研修会です。

　街角のあちこちでAEDの設置看板を見かけること

が珍しくない状況になりましたが、実際に正しく理

解されている方は、まだまだ少数だと思います。

　本研修会では、AEDの基礎知識から操作方法はも

ちろんのこと応急処置の重要性、感染防止対策にい

たるまで受講者に深く理解していただく内容となっ

ています。

　また、AEDのシミュレーターを使い、実際に近い

状況でのシミュレーションも実技講習として体験し

ていただいています。

　受講者のなかには、実際に現場で出演者が倒れら

第49回研修会「普通救命講習」
日時：2019年１月22日（火）13:00～16:00
　　　 （本来2018年9月に開催予定が台風のため延期）

場所：伏見消防署１階　講堂
講師：伏見消防署署員
参加者：20名

第51回研修会「ザ・電源～プロフェッショナル編」
日時：2019年３月５日（火）10：00～17：00
場所：京都テルサ西館３階　第２会議室
講師：安保  宏氏・竹内 茂樹氏（(一社)関西電気保安協会）
　　　松岡正彦氏（(株)バックステージ）・橋本孝司氏（(有)アートステージ）
資材協力：関西三穂電気(株)
参加者：37名

れて死亡されたという経験から決して対岸の火事で

はないと本研修会を受講したという方もおられます。

　なお、本講習会の受講者には修了証が授与されま

すが、医学の進歩とともに応急処置に対する考え方

が変化しますの

で２年から３年

程度の間隔で再

受講されて最新

の知識を取り入

れることが推奨

されております。

　以上、最近の研修会の様子をお伝えしました。

　近年の顧客のニーズの多様化を考慮し、当委員会でも幅広く意義ある研修会を開催したいと思います。

く で ん



－15－

●青年部通信

日　時：平成31年２月12日（火）10:00～16:00

会　場：コープイン京都　201号室

参加者：青年部会員25名　組合関係者６名　

講　師：アクシス法律事務所　弁護士 置田 文夫

第９回京滋舞台芸術事業協同組合　青年部研修会
第１部『そこが知りたい！法律から見た舞台でのリスクマネジメント』

第２部『ヒヤリハット！　みんなで共有、現場に生かせ』

　今年度の青年部の研修会は、法律と安全について

学ぼうということになりました。以前技術委員会の

研修会で『舞台芸術のリスクマネジメント』という

テーマで講演をして頂いた置田弁護士にお願いし、

『そこが知りたい！法律から見た舞台でのリスクマ

ネジメント』と題して「地震や火災、台風による公

演の中断・中止の判断と立場の違いについて」「公

演が中断した際の問題」「機材の不具合や操作ミス

によるトラブル」「主催者と技術者間のトラブル」

「貸館時のトラブルと管理責任」という内容で講演

して頂きました。これらは、日常業務で発生する可

能性がある問題ですが、正直、どう対処すればいい

のだろうと疑問

に思っている人

も多いので、こ

ちら側から提案

させて頂きまし

た。今回、法律

の観点からお話

を頂けるという

ことから、対象を青年部会員のみではなく、組合関

係の方々にもご参加頂けるような形を取りました。

　上記の各項目では、法的責任に関して、債務・契

約に関して、損害賠償に関して具体的な例を挙げて

説明して頂き、日常ありそうなトラブルであっても、

法律的な見方でアプローチすることによる、解釈の

仕方を理解することができました。最後に、最近よ

く話題になるパワハラ事情についてのお話を頂きま

した。職種を問わず問題になるため問い合わせも増

えているそうです。時代の変化や、最近の事例、気

●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／忘年会

　　日  時：平成30年12月5日（水）

　　場  所：連合会事務所／れんが家

　　出  席：中田 

・理事会／通常総会／懇親会

　　日  時：平成31年 2月25日（月）

　　場  所：連合会事務所／名古屋国際ホテル

　　出  席：中田・宮本

●その他

・第６回 京都音楽芸術文化新春の集い

　　日  時：平成31年1月13日（日）

　　場  所：京都コンサートホール 

　　出  席：中田・宮本

・関西舞台テレビテクノ＆アート協同組合 懇親会

　　日  時：平成31年2月5日（火）

　　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31年2月17日（日）

　　場  所：大津プリンスホテル 

　　出  席：中田

　　

を付けるポイントなどを教えて頂きました。

　午後は青年部内部研修として、『ヒヤリハット！

　みんなで共有、現場に生かせ』というテーマで、

安全について研修会を行いました。まず労働災害に

ついての説明、ヒヤリハット報告書の紹介と記入方

法、また、安全作業のための共通注意事項としまし

て「劇場等演出空間の運用および安全に関するガイ

ドライン」を参考に、安全に関して共通の意識を持

つことを目指しました。重要事項については、参加

者から実際に

体験したヒヤ

リハット事例

を挙げてもら

い、それらの

対応策などを

聞き、改めて

皆で認識を深

めました。次

に、意外と知っているようで知らない京都市火災予

防条例の内容を紹介し、最後には参加者全員に、自

身のヒヤリハット経験を報告書に記入してもらいま

した。単に記憶に留めておくだけでなく、文字に起

こして記録することにより事故に至る可能性のあっ

た出来事を再認識することができます。経験を検証

しなおすことで、その先にある重大事故の発生を抑

止することができます。青年部としましても、この

研修会を機に改めて日常業務に潜む危険を常に意識

することで、組合全体として一人一人が事故のない

安全な業務環境づくりに役立てていくことができれ

ばと考えています。
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●親睦委員会報告
●親睦ゴルフコンペ

　　日　時：平成30年10月11日（火）

　　場　所：瀬田ゴルフコース 東コース

　　参加者：26名

●平成30年度賀詞交歓会

　　日　時：平成31年 1月15日（火）

　　場　所：札幌 かに家（京都祇園）

　　参加者：59名

役員

特別賛助会員 （50音順）

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

小坂親太郎

(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)響映

理　　事

監　　事

監　　事

相 談 役

特別顧問

顧　　問

髙橋　宏輝

大久保　歩

松岡　正彦

野村　總一

伊吹　文明

片浦　正和

(株)エム･エス･ユー

(有)クワット

(株)バックステージ

衆議院議員

FAX.06-7632-3100

FAX.06-6417-6128

FAX.06-7177-4672

FAX.075-331-4689

FAX.075-333-7148

FAX.06-6393-5706

FAX.06-6208-6118

FAX.06-6910-0151

FAX.06-6386-8833

FAX.072-362-7653

FAX.06-6352-2972

FAX.06-6315-0604

FAX.06-6380-9641

FAX.075-212-0616

I.S.D. Japan㈱

㈲ウィル

ウシオライティング㈱

関西三穂電機㈱

㈲ＫＥＮＴワークス

三精テクノロジーズ㈱

東芝ライテック㈱ 関西営業所

パナソニックＥＳエンジニアリング㈱ 近畿支店

ベステックオーディオ㈱

㈲ポントス

㈱松村電機製作所 関西支店

丸茂電機㈱ 大阪営業所

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)

(代表) 

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

西村 忠人

服部 秀樹

椿 隆二郎

小林 康隆

斉藤 謙治

良知   昇

杉島 直樹

藤澤 武

鈴木 高志

西尾 吉一

冨山 博司

本郷 祥治

西川 八弘

渡邊 幹太

〒564-0053　大阪府吹田市江の木町2-26

〒660-0075  兵庫県尼崎市大庄中通2-12

〒532-0011　大阪市淀川区西中島6-1-1

〒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

〒541-0043　大阪市中央区高麗橋4-3-7

〒540-0001　大阪市中央区城見2丁目1番61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

〒530-0043　大阪市北区天満2丁目12番16号

〒530-0047　大阪市北区西天満4丁目11番23号

〒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

カンパニオビル3F

新大阪プライムタワー6階

OBPパナソニックタワー9階

オスカー第3ビル

          満電ﾋﾞﾙ

          指物町326

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当) 

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

西村 忠人

服部 寛樹

松尾 文貴

小林 康隆

斉藤 謙治

近藤 正親

前田 誠司

三島 達也

早志 省悟

岸田   明

粟井 信博

本郷 祥治

西川 八弘

谷   康隆

TEL.06-6123-7813

TEL.06-6417-4136

TEL.06-7177-4671

TEL.075-331-4690

TEL.075-333-7147

TEL.06-6393-5662

TEL.06-6208-6111

TEL.06-6910-0177

TEL.06-6386-8822

TEL.072-362-7651

TEL.06-6352-0245

TEL.06-6312-1913

TEL.06-6380-9640

TEL.075-241-1356

　　

●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31年３月18日（月）

　　場　所：ROUND１京都河原町店

                  ／巻き野菜BAL eleven 四条木屋町店

　　参加者：17名



表３

組合員 （50音順）

FAX.075-466-2099

FAX.075-606-9399

FAX.075-682-6183

FAX.077-579-1050

FAX.075-711-4774

FAX.050-3588-0088

FAX.0749-46-3005

FAX.06-6210-2241

FAX.077-525-6755

FAX.075-982-5047

FAX.075-592-6302

FAX.075-712-1546

FAX.075-881-9466

FAX.075-354-7095

FAX.075-712-8823

FAX.075-622-2512

FAX.06-6131-6199

FAX.075-647-3112

FAX.06-6264-1559

FAX.0749-73-3280

FAX.077-581-2687

FAX.075-722-3360

㈱ＵＰＰ　ＪＡＰＡＮ

㈲アートステージ

㈲アートファクトリー

㈲アトリエ・アム

㈱アルファ舞台

㈱イーステージ

㈲ウッド五三零

㈱エス　エム　エス

㈱エービー企画

㈱エム・エス・ユー

㈲オフィス・グレ

㈱響映

㈲京都舞台照明家クラブ

㈱京都舞台美術製作所

㈲クワット

㈱ジョイライティングスタッフ

㈲ステイヤー

㈱タケナカ

㈱橋爪

㈱バックステージ

㈱ライティング フリーダム

㈱流

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

増田　剛

橋本 孝司

南　弘三

森　　章

中田　節

榎　康博

若林 清司

原野 芳弘

勝部 伊織

高橋 宏輝

中川幸比古

柴田 信幸

安田　一

縣　季男

村上　徹

宮本 英孝

加藤 寿一

武仲 秀晃

橋爪 永門

松岡 正彦

村下　薫

關　秀哉

 

技術委員

技術委員

広報委員

広報委員

広報委員長

広報委員

広報委員

親睦副委員長

広報委員

広報委員

技術委員

広報委員

技術委員

技術委員

広報委員

親睦委員長

技術副委員長

技術委員

技術委員長

技術委員

技術委員

広報副委員長

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

増田　剛

橋本 孝司

高橋 克典

森　　章

中田　節

榎　康博

若林 清司

松山弘太郎

勝部 伊織

高橋 宏輝

中川幸比古

小坂親太郎

安田　一

縣　季男

大久保 歩

宮本 英孝

加藤 寿一

福永 哲也

谷崎　剛

松岡 正彦

村下　薫

吉原ちあき

〒616-8253  京都市右京区鳴滝泉谷町6番地５

〒612-8395　京都市伏見区下鳥羽東芹川町36

〒601-8132  京都市南区上鳥羽町田23-1

〒520-0107  滋賀県大津市雄琴北2-3-19-105

〒606-8283  京都市左京区北白川仕伏町26

〒607-8203  京都市山科区栗栖野打越町48-4

〒529-1155  滋賀県彦根市賀田山町530

〒530-0005  大阪市北区中之島2-3-18 1626号室

〒520-0032  滋賀県大津市観音寺2-2

〒614-8113  京都府八幡市川口萩原３

〒607-8222  京都市山科区勧修寺東堂田町238

〒606-8114  京都市左京区一乗寺北大丸町9

〒616-8117  京都市右京区太秦門田町10-2

〒600-8073  京都市下京区堺町通仏光寺上ル

〒606-8183  京都市左京区一乗寺大新開町43-5-1

〒612-8007  京都市伏見区桃山町因幡110番地

〒530-0001  大阪市北区梅田1丁目11番4-1000

〒612-8415  京都市伏見区竹田中島町251

〒541-0059  大阪市中央区博労町1-4-10-202

〒529-0122  滋賀県長浜市酢267-5

〒524-0046  滋賀県守山市今宿町4丁目1-16

〒606-8171  京都市左京区一乗寺西水干町4

TEL.075-466-2098

TEL.075-606-9390

TEL.075-682-6182

TEL.077-579-1050

TEL.075-203-9278

TEL.075-581-2951

TEL.0749-25-1913

TEL.06-6210-2240

TEL.077-522-1676

TEL.075-982-0054

TEL.075-592-6302

TEL.075-701-7670

TEL.075-872-6117

TEL.075-354-7005

TEL.075-712-8822

TEL.075-622-2519

TEL.06-6131-6574

TEL.075-647-3111

TEL.06-6264-1539

TEL.0749-73-3280

TEL.077-581-2686

TEL.075-722-3354

　

賛助会員 （50音順）

FAX.052-972-6002

FAX.083-233-0008

FAX.0948-25-2444

(代表)

(代表)

(代表) 

小西 邦夫

倉田 敏文

早瀬 康信

〒461-0001  愛知県名古屋市東区泉一丁目21番10号

〒751-0818　山口県下関市卸新町12-3

〒820-0081　福岡県飯塚市枝国391

(担当)

(担当)

(担当) 

小西 邦夫

倉田 敏文

稲田 智治

TEL.052-972-6003

TEL.083-233-0007

TEL.0948-25-2380

スタメン泉ビル ３Ｆ
愛知県舞台運営事業協同組合

㈲エフェクト

九州地区照明･音響･舞台事業者協会

of f i ce@arts tage-co .com

mai l@art-factory-kyoto .com

ate l i e r -am@b lue . ocn . ne . j p

o f f i ce@a lphabuta i . com

e-stage.enoki@iris.eonet.ne.jp

woodwaka@v io l i n . ocn . ne . j p

i n foma i l@sms- jpn . co . j p

ma in@ab-k i kaku .co . j p

aaa30781@pop06 .odn . ne . j p

i n fo@of f i ce -gre .co . j p

i n fo@kyoe i -g rp . j p

kyoto - s tage@csc . j p

　　永原町153-1番地　

of f i ce@kwat jp . com

joy@j - l - s . co . j p

i n fo -cs@stayer - i nc . com

kyoto@takenaka-co .co . j p

ma i l - h szm@hash idume .co . j p

backstage@maia .eonet .ne . jp

f reedom@ex .b iwa .ne . j p

o f f i ce@ryu -co .com



　奇しくも平成最後の、そして第40号のK.S.HORIZON編集後記を執筆させていただくこと

となり光栄に思います。

　今号の舞台袖の談話室は「ピアノのこと」を中心にしながらも中谷哲也氏、日高成樹氏、

松山弘太郎氏の経験談を交えた仕事に対する取組み方や思いをお聞きすることができたよう

に感じます。なかでも仕事の「面白さ」の件は私自身おおいに共感するところで、若手や新

人の方たちに早く仕事の「面白みを見出」してもらいたい、それは与えられるものでなく、

またそこにあるものでもなく、自分自身が感じるものなのだと気付いてほしいと思っていま

す。

　談話室の中でお三方それぞれ言葉こそ違え若手人材の確保についてお話されています。高

齢化はわれわれの業界も例外ではありません。育てようという思いと、育ちたいという思い

を合致させ、新しい時代を担う京滋舞協後継者の育成を行うことは組合の急務といえるでし

ょう。

　さて、京滋舞台芸術事業協同組合のホームページにはダウンロードのページがあります。

京滋お劇場・ホールの詳細な資料を網羅したスタッフハンドブックや本誌K.S.HORIZONの

バックナンバーもダウンロードする事ができます。

　なお、本誌の購読は無料です。ご希望の方は事務局にお申し出ください。ご意見やご感想、

ご要望もお待ちしてます。

－編集後記－
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2019年4月1日
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