
　北海道胆振東部地震や台風21号等、近年の自然災害で多くの方が被災されました事、心か

らお見舞い申し上げます。北海道胆振東部地震では、道内発電所の電力がすべて停止をする

事態になり、多くの方が困難を強いられる事態となってしまいました。私達舞台関連業務を

担当する事業者として、又しても無力さを感じずにはいられません。電気という文明によっ

て成り立っている以上、業務も市民生活すらも成し得ない事態になってしまうのです。奇し

くも今回の特集記事舞台袖の談話室は「地震だ！どうする？」です。今号に出席の皆さんの

お話をうかがい編集する中、何処か自分との温度差を覚えた感がありました。しかし、私達

劇場やホールで多くのお客様や出演者あるいはスタッフを迎える場で業務を行う者としては、

何時現実のものとなるか判らない恐ろしさを覚えずにはいられませんでした。舞台芸術は、

膨大な努力を積まれて成しえるものかと思います。それを支える舞台業務者として、細部に

入って災害に対する危機管理も含めて打ち合わせを行い業務を進めたいと思います。

　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ページがあります。京

滋の劇場・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K.S.HORIZONのバック

ナンバーもダウンロードすることができます。

　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下さい。ご意見や感想、ご

要望もお待ちしてます。
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〝レジェンド〟と呼ばれる人のこと

京滋舞台芸術事業協同組合　理事長

　　ＴＶ番組に「奇跡のレッスン」という素晴らしい番組があります。毎回各界

の〝レジェンド〟と呼ばれるような一流のプロが中高生などを相手に短期集中の

コーチをするという企画です。

　先日はバーヨーク・リーさんが１週間ほど来日して、日本の高校で演劇部の生

徒たちにミュージカルの１シーンをコーチするのを３週にわたり放送しました。

ご覧になった方も多いと思います。

　バーヨークさんといえば、ダンサーとしてブロードウェイ・ミュージカル『コ

ーラスライン』のオリジナル・メンバーで、現在は演出家・振付家として世界的

に有名な存在です。アジア出身で背が低く、普通ならブロードウェイのオーディ

ションに合格することさえむずかしいところを見事に突破したのですから、並外

れた技術と演技力と、それに何よりガッツがある方なのでしょう。そのバイタリ

ティは番組を通してもひしひしと伝わってきました。

　決してスパルタ的なレッスンをするわけではありません。いつも笑顔でみんな

を鼓舞しつづけ、励ましていいところを見出して伸ばそうとします。でも時には

技術的な困難や自分の精神的な弱さに涙したり、家庭でのちょっとした親子関係

のズレなどが浮き上がって、子供達はそれぞれにリアルに思い悩みます。或いは、

みんなより少し技術のある子が他の子にアドヴァイスしたり……課題をひとつひ

とつ克服していって、最終日には家族たちを観客に、短いシーンとはいえ舞台発

表します。観ていて幸せになり、素晴らしい時間を得ることが出来ました。

　舞台芸術を観客として観ることでカタルシスが得られることはしばしばありま

すが、その舞台芸術を創り上げる現場そのものにもカタルシスを産み出す要素が

あるということを、あらためて考えさせられました。

　次の週は、米メジャー・リーガーの名投手ランディ・ジョンソン氏が中学生投

手たちをコーチするという内容で、これもなかなか得るものがありました。

　ここで〝レジェンド〟と呼ばれる人たちが常々心掛けていることが少し見えて

きたような気がします。すなわち、自分がプレーしながらも、ストイックに自分

を見つめて、弱点を克服し、ミスを修正し、良い点を助長する目を持つというこ

とでした。そういえば、かの世阿弥が唱えた「離見の見」にも通ずる考え方では

ないでしょうか。職業柄の我田引水は承知の上でのことですが、私共舞台芸術の

現場に身を置く者は、すべからく肝に銘じるべき考え方だと思いました。
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舞台袖の談話室「地震だ！ どうする？」編

　近年、大きな地震が相次いで発生しています。去る６月18日に発生した「大阪北部地震」では関西の文化施

設もいくつか被災しました。発生が早朝ということもあって、幸いにも人的被害には至らなかったものの、こ

れを他山の石として、我々も危機管理を心掛ける必要があります。

　今回は、(公財)京都市音楽芸術文化振興財団事業管理部長　川本悟氏を招いて、地震の際の劇場・ホールにお

ける対応というテーマで話し合っていただきました。

──今日はお忙しいところ、川本部長にお越しいた

だいたので、地震の際の、劇場における対応の仕方

を話し合っていただきます。

榎　劇場で例えばバレエの公演をしていて、その時

に地震が起きた、さて、中止にするかしないか、微

妙な時にどういう判断をしたらいいか。それぞれの

立場の人間が困っていると思うんですね。そこで公

共劇場を運営されている大きな組織の中でのガイド

ライン的なものがあれば、それを基準にして私たち

も行動しやすいんではないか。あとは、中止になっ

た時に費用をどうするんだとか。主催者の立場から

すると、多少危険が伴っててもやり通したいと考え

がちです。

川本　劇場・ホールに於いて、公演中に大規模な地

震が発生すれば大きな被害が予想されますが、まず

自分の身を守るっていうのが基本だと思いますが、

避難誘導や関係機関への通報の手順などの、一般的

にいわれるマニュアル的なものをどのように公演の

中に準備するかっていうことが大切なのではないか

と思っています。

小坂　携帯電話持ってたら、緊急地震速報のメール

が来て皆さんの携帯電話が一斉に鳴りますよね。

榎　まず最初の情報ってのはやっぱり携帯から入り

ますよね。行政からの情報っていうのはその後にな

りますね。

川本　震度にもよると思うんですよ。例えば震度１

とか２では緊急地震速報は鳴らない訳です。そこで、

舞台監督がどういうジャッジをするかが大切だと思

います。

高橋　そのジャッジがすごく難しくて。例えば講演

会とかであれば、途中で止めることはすごく簡単だ

と思うんです。でも、例えばバレエとか音楽が鳴っ

てる最中に止めたら、休憩なり挟んで次をどこから

再開するのかとか。その辺がすごく難しい咄嗟の判

断になるのかなと思うんです。

榎　でも、今のお話みたいに客席で防災メールが届

いてみんなの携帯が鳴り出したとなったら、やっぱ

りもう止めて「一旦情報収集しますので、しばらく

そこでお待ち下さい」というアナウンスは即座に入

れたほうがいいでしょうね。やっぱり安心してもら

うことが大事ですね。そういう時に客席にいていい

のかどうかもお客さんにとったら不安ですもんね。

川本　携帯電話に連絡が来る状況であれば、恐らく

大規模な地震が想定されている訳で、一度公演を止

めて、会場内を明るくして、現状確認をしないとい

けないと思います。京都コンサートホールで考えて

いるのは、おおむね震度２ぐらいまでは必要に応じ

て観客にアナウンスを行い、公演を継続するかの判

断が重要です。震度３以上の場合は、客席内の照明

を明るくして観客に状況を説明することが重要です。

パニックにならならいように一度確認作業を行う旨

を説明します。例えば「どこかで出火した」となれ

ば即避難になります。今年の２月28日に京都コン

サートホールで「避難訓練コンサート」を実施しま

した。本番のコンサートとして、お客さんに約千名

ほど入っていただいて実施しました。避難コンサー

トだということが分かった上で、客席に座っていた

だきました。どういう避難の仕方をするのかという

ことも説明をして「実際にこういうことがあっても

慌てないように避難をしましょう。」ということで

実施しました。

京都市消防音楽隊に出演していただき、コンサート

の最後に震度６弱の地震が発生したというシナリオ

で行いました。地震の発生で、すぐ公演を中止。場

内を明るくして現状を確認する作業。結果として火

災が発生したという想定で、第一報を消防署へ通報。

同時に観客への状況説明と避難誘導の説明。消防署

が来て消火活動。その間にお客様を誘導して屋外に。

内容を簡単に説明するとこのような避難訓練コン

サートでした。

出席者　（敬称略）

川本　　悟　公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団　事業管理部長　ロームシアター京都担当部長

榎　　康博　(株)イーステージ

小坂親太郎　(株)響映

高橋　克典　(有)アートファクトリー

聞き手　中田　節 　京滋舞台芸術事業協同組合　理事長
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内を明るくして現状を確認する作業。結果として火

災が発生したという想定で、

第一報を消防署へ通報。同時

に観客への状況説明と避難誘

導の説明。消防署が来て消火

活動。その間にお客様を誘導

して屋外に。内容を簡単に説

明するとこのような避難訓練

コンサートでした。

川本　パニックになるっていうのが一番問題ですね。

現状がどういうことになっているのかを正確に伝え

ることが重要です。そして、催し物の主催者と、施

設管理者、舞台監督も含めて的確に判断を行うこと

が大切ですね。

高橋　施設管理のなかでは、それをいち早く調べる

役割の人は決まっているんでしょうか？

川本　多くの劇場では「危機管理マニュアル」を作

っていて、災害時に誰がどのような行動を行うのか

を決めてあります。防災訓練は、その役割に基づい

て命令系統や報告の順番とかもしっかり作ってあり

ます。

高橋　そういう情報って、主催者や僕ら技術者より

も事務所とかの方がたくさん入ってくると思うので、

そこの劇場の管理の人がしっかり正確な情報をくだ

さるというのは、すごく貴重なことだと思うんです。

川本　おそらく震度３であれば、舞台に管理の者が

走ると思います。どういう状況になっているのか現

場の確認も含めて走ります。客席が動揺しないよう

に伝えることが大切ですね。

高橋　震度３でも主催者側は関係なくやりたいと言

った場合。そこで止める判断をするのも、決定権が

あるのはどこなのかというのは、難しいですよね。

川本　事前の舞台打合せのなかで「大規模な災害が

起きたときにどうするか。」ということについて、

役割分担を、主催者・舞台監督も含めてしっかり決

めておく。舞台監督・会場の責任者・フロアの責任

者・楽屋の責任者たちが事前に災害を意識しておく

ことが大事だと思いますね。

高橋　事前にですね、例えば「ゴミは持ち帰り」み

たいな要項のなかの一つに、例えば「震度４があっ

たら劇場として中止します」っていうふうに、はっ

きり仰っていただくと、分かりやすいかなと思うん

ですけど。

榎　消防署に聞いたところ「震度３で臨時出動の体

制をとっています。そこで中止も含めて検討に入っ

てください」と。吊物を確認する時間を考えると20

分30分平気でかかりますから、そのための時間を持

つことにするんだというルールにしてしまったほう

が分かりやすい。ただ作品をつくっている側は、出

来るだけスルーして「揺れましたっけ？ガシャガシ

ャなってましたね」と終わらせてしまいたいという

のも……。ルールが決まっているほうが舞台監督と

しても「とりあえず一旦止めましょう。情報を集め

て今チェックをしていま。再開するかどうか、どこ

からするかを含めて検討しましょう」と言いだしや

すい。

小坂　そのまま強行して何かが落ちてきたりしたら

その責任はすごく問われると思う。チェックする方

向にいかざるをえないですね。

川本　さっきお話したように事前の打合せの中でル

ールを決めておけば良いと思います。例えば震度２

までは現場で判断する。震度３以上になると一回公

演を中止するとか。やはり今一番求められているこ

とは人命ですから。京都コンサートホールでも協議

を始めているところです。

小坂　高橋さんは舞台監督として、始まる前にお客

さんと、地震や火事などが起こった時の話はします

か？

高橋　無いですね。先日の大阪の地震のあと暫くは、

本来は演出上非常口灯を消灯して行う催しでも、お

客さんを不安にさせない為に点灯して行いました。

多少なりとも安心ですし実際に大阪で被災されたか

たもいるので誘導灯を点灯して公演を行いました。

そこでも本番中はずっと「余震が来たらどこで止め

ようか」と考えていました。

小坂　例えば先日みたいに何十年ぶりのすごい風雨

だといったことが事前に分かっているとき「明日は

大変ですから中止」というのをホール側から言いま

すか？

川本　言わないです。劇場で公演が出来る環境があ

る以上はホール側から中止をして下さいとは言えま

せん。あくまでも主催者がどう判断するかです。

榎　私たち業者の立場ですので、お客さんには「危

ないから中止にしましょう」とは正直いいにくい。

「ここまでかかった経費どうしましょう」という話

に必ずなってきますから。例えば再演・順延する為

に、バレエの場合だったらスタッフとかゲストダン

サーのスケジュールとか経費の問題とか考えると、

そんなに簡単に決めれないことだとわかっている。

そこがすごく難しい。ルールを決めたとして、中止

した時に主催者が結構大きな費用を負担せざるをえ

ない。

小坂　個人ではなく大きなイベントだと「イベント

保険」がありますね。主催者の方もリスクが大きい

時は保険に入ると思います。けど高いですよね。

榎　例えば、劇場に全部お任せで、持込スタッフな

し、劇場から増員を頼む程度の催しの場合、主催者

が中止になった時のための保険に入ってるというの

はないでしょうね。

小坂　例えば地震が多いから今まで入ってなかった

人が家に地震保険をかけるようになってきた。世の

中がそうなってくると「イベント保険」の方も増え

ていかざるを得ない状況になってくるのかな。

川本　ただ、お客さんは、千人から二千人近くが一

つの空間にいます。このような環境は日常的ではな

いですよね。ホールの施設管理側からしたら、たく

さんのお客様を安全にどうやって誘導するのかとい

うことが一番のポイントだと思うんです。そのため

には主催者や舞台監督としっかり対応について、話

をしておかないといけないと思います。

事前の打合せ

川本　悟氏
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し、劇場から増員を頼む程度の催しの場合、主催者

が中止になった時のための保険に入ってるというの

はないでしょうね。

小坂　例えば地震が多いから今まで入ってなかった

人が家に地震保険をかけるようになってきた。世の

中がそうなってくると「イベント保険」の方も増え

ていかざるを得ない状況になってくるのかな。

川本　ただ、お客さんは、千人から二千人近くが一

つの空間にいます。このような環境は日常的ではな

いですよね。ホールの施設管理側からしたら、たく

さんのお客様を安全にどうやって誘導するのかとい

うことが一番のポイントだと思うんです。そのため

には主催者や舞台監督としっか

り対応について、話をしておか

ないといけないと思います。

榎　持込の場合でも劇場で打合

せの場合でも、主催者と一度は

そういうことを話題にのせてお

くことが大事かもしれないです

ね。

川本　大切なことは実際に起こったときに、本当に

行動がとれるかどうかということです。「意識付

け」が重要だと思うんですよ。例えば、京都市内の

ホールで、事前に緊急時の打合せを行うことを決め

ておけば、緊急時に関係者の意識が醸成されるわけ

でね。そういうことが大切なんじゃないでしょうか。

おそらくポイントはそこだと思うんです。

榎　なるほどね。劇場でもそういうガイドラインを

作ろうとしていただいてる状況もあるので、それを

受けて、我々もお客さんと打合せをするときに「業

界として安全確認をするべきラインとして決めてる

ので、ここでいっぺん止めさせてください」という

ことに、なりますよね。

川本　例えば「災害が起こったときの会場の責任者

は誰にしておきますか。」といった話から始まる

じゃないですか。

高橋　ホールによっては、誘導灯を消すだけでも、

たくさんの人の名前を書かないといけないところも

ありますし。スモークマシンだけでも、たくさんの

人を書かないといけない。

榎　避難誘導名簿を書かされますね。

高橋　そう。避難経路をちゃんと明確にして「ドア

に誰がついてます」っていうのをしっかりしないと

いけない。スモークとか誘導灯に限らず、本来はす

べての催し物に対してそれが適応されるべきなのか

もしれませんね。

川本　そうですね。そのときに、今の判断として、

震度３や震度４といった話ですね。

高橋　まあ本当は舞台監督が、例えば吊物がたくさ

んあるのであれば、それは震度２でも中止するべき

だとか、平場だから別に震度３でも大丈夫だってい

う、それを任されてるとは思うので。そこはまあ、

舞台監督の責任かなと思います。

川本　微妙なところは、現場で状況を見て判断とい

うことだと思います。

榎　ですよね。同じ揺れ方でも、受ける状況は違い

ますもんね、劇場の状況によってはね。建物によっ

ても違いますし。ちょっとした地域のずれで、震度

３って出てるけども、ここはそんなに揺れてないと

か。

川本　その判断が、舞台監督の感覚かなって僕は勝

手に思ってるんです。ただ、主催者側に伝えておい

てもらわないと意味がないですけど。ですから、事

前打合せが大切ですね。主催者、舞台監督、ホール

側も入れてそういう意識を持ってもらうことは非常

に大切なんじゃないですか。私どもが管理運営する

劇場は、京都コンサートホール・ロームシアター京

都と京都市文化会館５館で、公のホールですからそ

の部分も取り組んでいきたいと思います。

──それだけのホール劇場を抱えている京都が率先

して指針をつくるのであれば頼もしいですね。

川本　まずは、お客様の安全が第一だと思います。

安全に向けての取り組みは遅いぐらいだと思ってい

ます。京都コンサートホールでも意識して地震の発

生時の緊急対応について、マニュアルを具体的に作

ろうとしています。内容が京都市全域のホールへと

つながればと思いますし、他の地域でも出来ると良

いと思います。

榎　持込で劇場に行く立場でも、そのガイドライン

に沿ったかたちで主催者と打合せを進めるのが習慣

付けば、考え方がうまく広がっていく可能性がある

と思いますね。

川本　マニュアルを作ることが目的ではなくて、そ

ういう意識を高めていくことが大切だと思います。

榎　どうしても、何が何でもやってしまいたいとい

う意識の方が強くなりがちなので、それをあえて止

めるということも含めて選択肢を持っているという

意識を広めていくのは大事なことですね。

川本　そうすると高橋さんも仕事しやすくなるん

じゃないでしょうか。

高橋　そうですね（笑）。お客さんの意識も変われ

ば、クレームを言われることもないと思いますので、

その辺の意識も変えていけたらいいなと思ってます。

小坂　私のところはホテルの仕事が多いので、例え

ば婚礼でも「万が一のことが起こったら……」「い

やそんな縁起の悪いこと言わんといて。そんなホテ

ル嫌やし、よそのホテル行くわ」ってことにもなり

かねない。逆に「皆さんのことを思ってそこまで話

してます」ということが伝えたいので、公共のホー

ルの方でそうやって頂けると、ホテル側も動いてい

きやすいのかなあと思いますんで、ぜひその辺を。

──それ是非とも京都市は率先してやってもらいた

いですね。公立がそういう風にやってると、民間へ

も広がるだろうし。ただ、お役人が決めたんじゃな

くて、我々現場の声として作っていくことで、みん

なの意識が高まると思います。京都が模範になると

いいですね。

起こりうることへの意識付け

榎　康博
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かねない。逆に「皆さんのことを思ってそこまで話

してます」ということが伝えたいので、公共のホー

ルの方でそうやって頂けると、ホテル側も動いてい

きやすいのかなあと思いますんで、ぜひその辺を。

──それ是非とも京都市は率先

してやってもらいたいですね。

公立がそういう風にやってると、

民間へも広がるだろうし。ただ、

お役人が決めたんじゃなくて、

我々現場の声として作っていく

ことで、みんなの意識が高まる

と思います。京都が模範になる

といいですね。

川本　地震が起きて火事になった時にどうするかと

いうことです。以前、京都会館で行っていた訓練は、

爆弾を発見した場合の訓練や、エレベーターに閉じ

込められた時にどうするかといった訓練です。

高橋　考えることは大切ですもんね。

川本　そうなんです。普通爆弾なんていう発想が無

いですよね。

小坂　最近はテロがありますからね。ホテルは外国

の要人も来られますから、必ず自分の身分証明書と

か、ＳＰがちゃんといてそこでチェックされたり、

ボディチェックもしますし、そこへ近寄れないとか、

すごく厳しくなりますけどね。でも災害はその時パ

ッと起こりますから、訓練はやっておかないと。

川本　ほんとにテロに関しては、日本もこれから分

かりませんよね。東京オリンピック・パラリンピッ

クの開催もあります。だから、何があっても対応で

きるぐらいの意識を高めておくことが大切なんじゃ

ないでしょうか。優先順位っていうか、催し物を中

断することが大切なのか。今の現状を把握すること

が大切なのか、どっちをとるかっていうことだと思

いますね。

榎　そうですね。止めるのか情報を集めるのか。同

時にやらざるを得ないんでしょうけど。

小坂　確実に言えるのは、止めても差し支えのない

催し物の時は止めた方がいいでしょう。でもクエス

チョンマークになるような、踊りの最中とかなんか

になってきた時に、そこがちょっと僕らも判断でき

ないですけど、その辺がどうされるかっていう話。

ただ、皆がざわざわになったりしたら……。

高橋　続けられないと思います。

榎　そうですよね。客席がざわつき出したらもう止

めざるを得ないよね、どう考えたってね。

──「演出空間として成り立つ／成り立たない」を

判断基準にすればどうでしょう。震度の数字とかじ

ゃなくて。

高橋　それがあきらかだったら分かりやすい。

川本　そうしたときに、舞台監督と主催者が、意識

の一致をどこでしておくのかが大切だと思います。

日常の信頼関係だと思います。

髙橋　それは一番大きいかもしれませんね。

小坂　主催者側はもうプロに任せたという意識があ

って、舞台で起こったことは、絶対舞台監督の力が

大きい。だから悪者になるときもあります。そこは

人命を預かってるわけですから。

川本　劇場側と舞台監督と主催者、この三者の一致

点が重要で、同じ目線の高さにあるということが大

切なんじゃないでしょうか。

榎　演出空間として成り立っているかどうかってい

うところが、判断をしていくのにお互いに理解しや

すい基準なのかもしれませんね。実際震度３～４で、

消防署はもういつ何が起こってもいいように待機す

るって言ってるんですから、大きなことになる可能

性も十二分に含んでいるという意識は持っておけと

いうことになりますよね。

川本　最初に基点を探っておくというのは非常に大

切な行動じゃないかな。

榎　余談ですけど、武勇伝でね、古い舞台監督さん

が或るコンサートで、後ろで火事が起こっているの

に巧く隠して本番を終わらせたことを自慢してたこ

とがあります。「興行を止めなかったんだ俺は。そ

のことを褒められた」って。ま、我々意識の底にそ

れもないこともないんですよね。「何とか大きなこ

とにならずに回避できそうならやってしまった方が

いいんじゃないか」ってことがちょっと頭の端にあ

って。でもやっぱりそういうことじゃないんだと。

「これヤバそうだ」と感じたら、止めないと。

小坂　それ、武勇伝になるのはどうもなかったから

武勇伝になるだけで。結果として何か起こっていれ

ばその人はアホとしか言われないと思うんですよ。

舞台監督は「最終的にうまくいけばいい」のじゃな

くて「危険があったらここで止める」というのが仕

事でしょう。主催者がしようと言ってもこの段階で

「ノー」と言える舞台監督であってほしい。

川本　劇場って特殊な空間じゃないですか。劇場を

熟知されている舞台監督の判断っていうのはやはり

大きいですよ。責任をもって舞台を動かしている舞

台監督に従うべきだと思いますよ。やはり、いろい

ろな役割、立場があるので、三者で判断するという

ことになろうかと思いますが。

榎　もともと話の発端が、その立場を十分わかった

うえで、何か基準がないと雇われている立場として

は言い出しにくいっていうようなことがあって今日

の座談会の企画に至ったんですけど、そうやって劇

場側から実際に動いて頂いてて、それが範になるよ

うなことを作って頂いて、私たちも主催者と打合せ

するときに、そういったことも含めて打合せをして

いくんだというのは、僕にとっても新しい感覚でし

た。「もしものときに、この基準くらいで一度判断

していいですか」とひと言言っておくだけでもずい

ぶん違うし、今後打合せをする中でより信頼関係が

深まる可能性もあるなという気がします。「震度３

になったから終わり。もう閉める！」というのでは

ないですからね。

演出空間として

小坂親太郎
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うなことを作って頂いて、私たちも主催者と打合せ

するときに、そういったことも含めて打合せをして

いくんだというのは、僕にとっても新しい感覚でし

た。「もしものときに、この基

準くらいで一度判断していいで

すか」とひと言言っておくだけ

でもずいぶん違うし、今後打合

せをする中でより信頼関係が深

まる可能性もあるなという気が

します。「震度３になったから

終わり。もう閉める！」という

のではないですからね。

川本　地震の場合、建物から出ると却って危険な場

合がありますね。新国立劇場は、帰宅困難者の受け

入れ場所になっていますし、担当者は、地震発生時

に外に出ると危険なので動かないほうが良いと言っ

ていました。

小坂　震度何まで耐えられるという基準はあります

か？

川本　東日本大震災では、最大震度が７でした。川

崎のシンフォニーホールの客席の吊天井が崩落しま

した。改修された基準は、震度７程度の地震に耐え

うる強度に改修されました。したがって、震度７以

上が基準ではないかと思います。吊天井と言う構造

は横に揺れると危険ですね。先日の大阪北部地震は、

直下型地震で縦揺れだったので、あるホールでは天

井を支えている鉄骨が湾曲したらしいです。最近の

新しい建物は、基本的には大丈夫らしいですよ。屋

外に出た方が危ないんじゃないでしょうか。

小坂　耐震クリアしてるはずですから。

榎　それこそ広域避難場所の候補になるような建物

ですものね。

川本　熊本地震のことを少し紹介しておきましょう。

熊本地震も大きな地震で、益城町では最大震度が７

を観測しました。熊本には35のホールがあります。

そのうち被災したホールが18施設。約半分が休館を

して営業ができない状況で、非常に大変だったらし

いです。建物被害が、35施設のうち９施設。客席の

天井崩落が15施設。照明設備や音響設備、空調設備

関係も随分被害を受けました。各ホールに危機管理

マニュアルがあるのかという質問に、35の施設のう

ち19の施設が、マニュアルを整備してたようです。

マニュアルについて、役立った点と問題だった点に

ついての質問があり、役立った点は、緊急対応の体

制の措置が明確になったこと。問題だったという点

は、熊本地震は夜の９時26分に発生してるんですが、

夜の災害を想定していなかったということです。ど

こでも言えることかなと思います。今回の大阪の地

震も朝８時前でした。実際にはまだ劇場は動いてな

い状況ですから。地震の発生が仕込み中だったら、

相当大きな被害が出たんじゃないでしょうか。発生

した時間が、仕込み中なのかリハーサル中なのか本

番中なのか、そういうことも含めて、よく対応につ

いて検討しておかなくちゃいけないと思います。

──今まで、防災マニュアルっていうのは、火事を

中心に想定して書かれていました。地震というのは

瞬時にして地域全体が被害を受けてるという状態で、

火事に比べると非常に受け身なかたちになりますね。

川本　まず被害の状況の確認をしなければなりませ

ん。特に客席被害の状況、そして舞台の機構が正常

かどうかの確認、舞台セットに問題がないかなど迅

速に確認を行う必要があります。また、地震が発生

した時間帯ってほんとに重要です。先日の地震でも

本番中に起こっていたら本当に大変なことになって

いました。

小坂　観客席にいるお客様に被害が及ばなかったと

いう面ではラッキーでした。

川本　備えはしておかないといけないというのが実

感ですね。防災マニュアルやチャート図など、これ

が最善の策ということではなくて、防災に対する意

識付けや災害が発生した時の対応について、話し合

うことが大切だと思います。今日の話がきっかけに

なればいいですね。

榎　今日話していて、川本さんが「マニュアルがど

うこうとかより意識なんですよ」といった話を何回

も繰り返しして頂き、なるほどなと思いました。そ

れはそうですよね。

小坂　劇場側のみなさんがみんな川本さんみたいな

方だったら大丈夫だけど（笑）。

榎　「演出空間じゃなくなってる」ってこともねえ。

なんとなく僕の中では方向性が出てきてよかったな

と。実は今日はまとまらない話になったら困るなあ

と思いながら参加したんですけど。なんかいい話に

なりましたよね。

──少なくとも智恵は寄せ集められそうな感じはし

ますよね。

川本　納得感があるっていうのはね、だれが聞いて

も解りますよね。

榎　説明できないと意味ないもんね。方向性がみえ

ましたね。

──川本さん、今日は有難うございました。

川本　こちらこそ有難うございました。

一同　有難うございました。

劇場の安全性

高橋克典
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　夏の終わり、島根県民会館の「舞台芸術における

音声ガイド解説者ワークショップ」に参加した。視

覚障害のある方とペアを組み、その場で起きている

ことを伝えたり、デュオを踊ったり、大変感慨深い

一日となった。ダンスを通して他者と出会う。長年、

このコーディネイトをやってきたが、本当に久しぶ

りに一個人として踊りの場に参加し、深くしみいる

ような時間を持つことができたことに感謝したい。

　島根県民会館では28年度より視覚障害者対象のダ

ンスワークショップを、私もコーディネイターとし

て参加した「公共ホール現代ダンス活性化事業(by地

域創造)」として開始、3年目を迎えている。初年度

もダンス公演を音声ガイド解説できないかと提案さ

れたが実施には至らず。そもそもコンテンポラリー

ダンスは、「よくわからない」「どう見ればよい

の？」「何を表現しているの？」と言われることが

多く、答えにはいつも苦心してきた。だからダンス

を音声でガイド解説するというのはどういうことな

のか、機会があれば一度体験してみたいと思ってい

た。

　その仕事について丁寧なレクチャーの後、実際に

視覚障害者の参加するダンスワークショップに一緒

に参加する、という流れだ。レクチャーで「情報提

供保証」という言葉が紹介されたが、ダンスの様に

抽象的なものの場合、見えない方に提供する情報と

はいったいどういうものか。実際に実施されたダン

ス公演の一部のガイド解説が示されたが、普段、視

覚によって無意識に舞台上を把握している私には、

言葉による動きの説明をイメージに置き換えること

がなかなか難しかった。ダンスを見るとは、何を見

ているのか。ダンスを伝えるとは何を伝えることな

のか。これはとても根本的な問いであり、探求しが

いのある領域だと感じた。

　そしてダンスワークショップでは、自分たちもか

らだを動かしながら、ペアを組んだ視覚障害者の方

に、ワークショップの場で起きていることを伝える

ことになった。

　私のパートナーは、生まれつき目の見えない若い

女性だった。彼女は初年度から参加、昨年度は舞台

に立ったとのこと。まずはいくつかの質問をさせて

もらった。視覚障害といっても、全盲か弱視か、生

来か中途失明か、複合的な障害があるかなど様々だ

ということを先ほどのレクチャーで聞いた。他にも

素朴な質問、見えなくて怖くない？色ってイメージ

があるの？光は感じるの？などなど短い時間でお聞

きした。彼女の前向きな気質が伝わってきた。そし

て、ほかのペアが踊っている場の解説体験。これは

もう、何か少しでもイメージを喚起していただけた

のか否か、正直わからなかった。ただ場のすべてを

語ることは不可能なので、私が踊りの場の何を見て

いるかが問われているなと思った。

　そして、「からだの一部をくっつけたまま」とい

う条件で一緒にダンスを踊った。先に晴眼者はアイ

マスクを着けて踊ってみる時間があり、とても新鮮

な感覚だったので、デュオの時間もほぼ目を閉じて

いた。すると、目が次の動きの形を効率的に計算す

る回路が後退し、掌やからだの表面の触覚を敏感に

働かせようという別の回路が開いてくる感覚があっ

た。日常生活で味わったことのない、柔らかく光に

満ちた時間、ゆだね／ゆだねられる感覚、初対面の

人とこんなに近づける（物理的にではなく心理的

に）不思議さ。終わって「あぁ、いい時間だった

な」と思った瞬間、アーティストが「とても素敵

だった、涙が出そうだった」と言われ、何かが起き

ていたことがわかった。相手の彼女の動きも普段と

違っていたようで、いつもは小さく速い動きが多い

らしいのだが、この時、彼女は「ゆっくりでもいい

んだ」と何か発見があったようだ。終わった後、あ

の時感じた感覚が彼女への興味となり、今の生活や

生い立ちについて色々と聞かせてもらった。

　音声ガイド解説の講師の方の「ガイドはまず隣に

いる人に、目の前で起きていることを伝えたいとい

う気持ちから始まる」という言葉。伝えるためには

その人のことを知ること、知りたいと思うことが必

要で、ともにダンスを踊ってみるという時間はその

ために想像以上に有効であることを、久しぶりに実

感できた。幸せな時間だった。

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「ともに踊る」　

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７回　松山郁雄さん（公演監督）編
達人の館　代表　橘　市郎

　松山郁雄さんと初めてお会いしたのは、私が48歳

の時ですから、今からちょうど30年前になります。

彼は中野サンプラザホールで上演されたミュージカ

ル「イダマンテ」に、藤原歌劇団の若手グループの

一人として参加してくれたのです。彼はコロスの

リーダー格を努め、良くみんなをまとめてくれると

同時に、プロデューサーである私に対し厳しいク

レームをつけるタイプでした。いうなれば組合の委

員長みたいな人だったのです。私は彼の存在を高く

買っていました。さまざまなジャンルから集まって

きたプロダクションをまとめるには、彼のような人

が欠かせなかったのです。この公演は、演出の３代

目市川猿之助さんや主演の近藤真彦さんらのお陰で

評判となり、名古屋公演や中野サンプラザでの２年

目の公演も行われたものでした。

　松山さんと再会したのは、それから16年後、私が

昭和音楽大学の演奏室長を務めることになった時で

した。彼はその時イタリア留学を経て、立派なバス

のソリストとして活躍していました。私は当然の事

のように出演料の交渉を彼とする事にしました。彼

は再会を喜ぶと同時に、それまできちんと出演契約

書を交わしていなかったので安心してくれたようで

す。松山さんは、この頃から「ミラマーレ・オペラ

」というオペラ団体を作ろうとしていて、何かと私

に質問をするようになりました。しかし、私には当

時オペラ団体の立ち上げを実現するのは無謀に思え

ました。でも、彼はその直後「ＮＰＯ法人ミラマー

レ・オペラ」の立ち上げを成し遂げるのです。松山

さんが夢を実現するまでには、色々な事があったと

思います。もちろん、応援もあった事でしょう。し

かし、運を引き寄せる彼の魅力ある人柄や執念を、

認めざるをえません。彼には母性本能をそそらせる

ものがあるのでしょう。彼の周りには、亡くなられ

た最初の奥様、再婚した若い奥様をはじめとして、

優秀な女性スタッフが沢山います。彼の人柄に惹か

れて、人が集まって来るのです。

　2011年より始まった、京都の春秋座で行われてい

るオペラ公演は、最近では「ミラマーレ」無くして

は考えられなくなっています。松山さんは色々な条

件を、オペラに対する愛情で克服してくれました。

難しい問題が出てきても、何とか続けて来られたの

は、松山さんのお陰もあったと思います。彼には可

愛い３人のお子さんが、活躍のエネルギーになって

いるのかも知れません。また「ミラマーレ」は2015

年度文化芸術による子供の育成事業に指定され、池

辺晋一郎さん作曲のオペラ「てかがみ」を全国で上

演しました。ＮＰＯ法人としての目標を達成した快

挙といえましょう。

　春秋座オペラとしては、今年「蝶々夫人」の再演

をいたしますが、これにも松山さんは公演監督とし

て参画します。再演といっても以前のものとは全く

違った「蝶々夫人」になりますし、今年はイタリア

文化会館―大阪の協力を得て、いつも以上にスケー

ルアップした公演となるはずです。決して超一流の

音楽大学を出たわけでもない松山さんが、ここまで

才能を発揮されたのは、ご本人の努力の賜物には違

いありませんが、やはり人柄だと思います。これか

らも皆に慕われる公演監督として活躍して行って欲

しいものです。松山さんには、いつでも夢を持って

いることが、どんなに必要かを教えられました。

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）

松山郁雄さん
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技術委員会報告

第49回研修会「普通救命講習」延期

　ＡＥＤの取扱い方等を中心に学ぶ「普通救命講習」は、平成30年９月４日（火）に伏見消防署で行う予定で

したが、台風21号が近畿地方へ上陸するという予報により、下記の通り延期となりました。

　救命技能を忘れることなく、維持向上させるため反復して講習を受けてください。救命技術の進歩でガイド

ラインが改定されることもありますので、２～３年毎の受講をお願いします。

第50回研修会「ビジネスマナー研修」

講義にあたり、必要資材などは関西三穂電気(株)（特別賛助会員）より協力をいただくことになっております。

「実演家に学ぶマナーの実践」
日時：平成30年10月２日（火） 10：30～16：30

（組合事業所以外の方は午前研修のみの参加）

場所：京都テルサ 東館２階 中会議室

　　　京都市西区東九条下殿田町70番地

　　　（新町通り九条下ル）

講師：長唄三味線奏者　杵屋 勝七郎 師（午前中のみ）

　　　（午後は内部研修となります）

第51回研修会「電源研修」
日時：平成31年３月５日（火）

会場：未定

内容：関西電気保安協会による安全研修（予定）

　　　橋本 孝司氏・松岡 正彦氏を中心に講義

本年度研修会予告

講師紹介

1960年京都に生まれる

10歳で三味線を始める

14歳のとき南座の三代目市川猿之助公演にて初舞台

17歳からアメリカ・ドイツ・タイ・チェコなどの海外公演に参加

2010年二代目杵屋勝七郎を襲名

2014年師籍四十周年記念の会を南座にて開催

創作ユニット“無玄”のメンバー

海外演奏活動ユニットＳＨＡＺＵＭＩのリーダー

リサイタル〈二題の会〉を主催

〈としひろ会〉〈みのる会〉を主宰

大和楽では 大和 稔（やまと みのる）の名前で活躍

一般財団法人杵勝会理事

これまでにご講演をいただいた実演家

舞踊家・演出家　　　　村 尚也 師

狂言役者　　　　　　茂山 童司 師

華道未生流笹岡家元　笹岡 隆甫 師

茶人　 ランディーチャネル宗榮 師

法然院貫主　　　　　梶田 真章 師

　日時：2019年１月22日（火）13：00より

　場所：伏見消防署
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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 舞台担当　大野淳一郎

　この夏はとにかく暑かったですね。地震や豪雨災

害もあり、大変な夏でした。６月19日の朝、近畿の

大地が揺れ、梅雨明けからの「ン十年に一度の」

「観測史上最大の」記録的な大雨や高温がなんとか

落ち着いてきたのがお盆明け。会館では大きな被害

はなかったのですが、台風12号で大ホール楽屋口の

看板が割れました。

　が、実は楽屋口の看板より気なっていることがあ

るんです。

５月ごろから梅雨にかけて発生する滋賀名物のあの

虫が、今年は少なかったんです。大津市近辺だけだ

ったのでしょうか、ほとんど見なかったような気が

します。去年が特に多かった。それこそ“記録的な”

大量発生だったそうですが……。

　その虫とは「オオユスリカ」というハエ目ユスリ

カ科の虫で、ハエなのに何匹も集まってワイワイや

ってる様子が「蚊柱」なんて呼ばれている、あの虫

のことです。確かに姿は蚊にそっくりなんです。そ

して、その滋賀での俗称が「びわこ虫」。ご存知で

したか？ちなみに、霞ケ浦や北浦でも大量発生する

ことがあるそうですが「かすみがうら虫」「きたう

ら虫」とは呼ばれていないようです。逃げても逃げ

ても集団でしつこくついて来るあの「アタマ虫」も

この虫です。

　滋賀では主に琵琶湖南部に生息しているそうで、

幼虫は釣り餌や金魚の生餌でお馴染みの「アカムシ」

だそうです。

　蚊ではないので、刺されて血を吸われることはな

いのですが、洗濯物や車、白い建物の壁にくっつい

たり、街灯や部屋の明かりに大量に群がるため、住

民からはあまり好かれていないようです。去年は、

会館事務所の窓ガラスにもびっしりついて、その光

景はちょっとホラー映画並みでした。ですが、びわ

こ虫には湖底を浄化してくれる「良い虫」という側

面もあるんです。それに、水質の状態を計るための

バロメーターである「指標生物」としても利用され

ているそうです。また、びわこ虫と同じユスリカの

一種を食べる国もあるそうです。このように、役に

立ち、もしかしたら美味しいかもしれない虫なんで

す。試してはみませんが…

　ただ、「ユスリカ喘息」というのがあって、これ

は死骸が分解されて出る微粒子を吸って起きるそう

です。また、アレルギー性鼻炎を引き起こすことも

あるそうです。

　余談ですが、「蚊柱」は夏の季語です。

　　　一つ二つから蚊柱になりにけり　一茶

　　　夕立の来て蚊柱を崩しけり　子規

　春から梅雨の時期に大津市民会館に来られるとき

は、楽屋口のガラス扉はくれぐれも開放厳禁でよろ

しくお願いいたします。

　私が県民交流センターへ来てから、早いもので10

年目に入りました。

　さて、私自身が２回目に経験する「県立県民交流

センターの指定管理者の募集」が８月17日付けで発

表されました。

　募集スケジュールは以下のようになっています。

　８月17日～10月１日：募集要項の配布

　８月17日～９月７日：質問事項の受付

　８月17日～10月１日：申請書の受付期間

　９月３日：現地説明会

　10月中旬：選定委員会事業計画ヒアリング

　10月中旬：指定管理者候補者の選定

　10月下旬：審査結果通知

　12月下旬：指定管理者の議決

                      (県議会11月定例会議)

　12月下旬：指定管理者の指定(告示)

　平成31年３月下旬：協定の締結

　前回、前々回は指定期間が五年間だったのですが、

今回の募集では、平成31年４月１日から平成34年３

月31日までと三年間に戻っています。

　公立文化施設の指定管理期間についてはいろいろ

な意見があるようですが、公益社団法人全国公立文

化施設協会のサイトのよくある質問

（https://zenkoubun.jp/support/faq/management

03.html）にあるデータ（集計時期は書かれていない

のですが）では704施設中495施設と７割が五年とな

っているようで、少し、時代に逆行してしまった感

があります。

　来年度の指定管理者の応募がどれだけあって、ど

こに決定するのか、気になるところではありますが、

何はともあれ今年度末まで、利用者の方々に喜んで

いただけるようがんばっていきたいと思います。
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　　私が、びわ湖ホールで音響の常駐勤務を始めて

から、まもなく１年半が経とうとしています。昨年

は、大ホール・中ホールの音響室を担当させていた

だくことが多かったのですが、今年の５月からは小

ホールも担当させていただくことになりました。

　小ホールは、大ホール・中ホールに比べ地域密着

型なホールで、公演としては主にピアノ発表会や室

内楽など小編成のクラシックコンサートが多く、よ

り主催者様や出演者の方との距離が近く、対応の仕

方、言葉遣いなど緊張もしますし、舞台スタッフも

機構・照明・音響と各１名で管理をしているので、

責任が重大です。しかし、最近は小ホールにも愛着

が湧き、毎回公演を担当させていただくのが楽しみ

になりました。今では、大ホールや中ホールに入る

と新鮮に感じます。

　ここで中ホールで行われた公演を紹介します。

今年の２月に中ホールにて自主事業　オペラへの招

待　歌劇『ヘンゼルとグレーテル』の公演があり、

私も音響として担当させていただきました。『ヘン

ゼルとグレーテル』は、子供の頃に読んだ絵本の中

でも大好きな作品でした。

今、オペラとして関われることに感慨深いものがあ

りました。

　オペラは、生のオーケストラとオペラ歌手の歌声

で魅了します。そこに舞台セットや照明が加わり１

つの作品を作りあげていきます。オペラは難しいと

思ってしまいがちですが、子供から大人まで知って

いるこの作品は年齢を問わずに、またオペラ初心者

の方でも楽しめる作品でした。

　この作品は、出演者はびわ湖ホール声楽アンサン

ブルの方々で構成されていました。中ホールでの稽

古・仕込みも含め約２週間という期間でしたが、稽

古に何度も立ち会う内にさらに思い出深い作品とな

りました。今でも曲が頭の中に残っており、貴重な

経験でした。

　一般ではなかなかオペラを見る機会がないと思い

ますが、今後びわ湖ホールで上演するオペラを大人

だけでなく子供たちにも見て魅力を感じてほしいと

思います。

　びわ湖ホールはオペラ・バレエ・ミュージカル・

演劇・クラシック・ロックコンサートから講演会、

そして先程小ホールのところでも紹介した室内楽・

ピアノ発表会まで様々な公演が行われます。読んで

いる方々は、主に仕事で来られる事が多いと思いま

すが、是非びわ湖ホールでの公演を楽しんで頂けれ

ばと思います。

音響担当びわ湖ホール便り 川島 香里

ロームシアター京都便り ＊＊担当　　山川文彦

　開館準備からロームシアター京都に常駐して３年

がたちました。リニューアルオープンから関われて

本当に幸せです。

　小学生の時に合唱で舞台に立ち、高校の時にはコ

ンサートを見に来てた所で仕事をしているのが不思

議な感じです。

　ロームシアター京都では全てデジタルで、音響機

器も映像機器もＩＰアドレスが設定されておりＰＣ

で管理できる様になっています。

　メインホールはＣＬ５だけでは全てのスピーカー

に対してのミキサー卓アウトフェーダーでは足りな

いため、ＣＬ３もありウォールやステージフロント

を効果用としてこちらにまとめてあります。

　また、コンサートの持ち込みスピーカー補助とし

て使用する場合と、講演会などで使用する場合の切

り替えをボタンひとつで出来るようにしてあり非常

に使いやすくなっています。

　ロームシアター京都に常駐するまでデジタル機器

を使用していたのはミキサー卓ぐらいで、全てが一

からの勉強で皆さんに教えて貰いながら頑張ってい

ます。

　恒例イベントとなりつつある「プレイ！シアター」

が８月の開催され、今年もノースホールを担当させ

ていただきました。

　プレイベントではアクラム・カーン振付「Chotto 

Desh」が行われ、内容はあまり詳しく書けませんが、

アニメーション映像と人とのコラボされた新鮮な感

覚のダンスパフォーマンスでセリフも日本語に吹き

替えられていて親子で楽しめる作品でした。

　ＤＪ体験・ダンスワークショップ・ディスコの他

に今回はジャングル探検ミニツアーがありホール内

をジャングルにしてゲームをしながら宝モノを探す

という20分ほどの参加型のお芝居があり、ジャング

ルのSEと暗さの演出で最初は入室するのを躊躇う子

供もいたようですがゲームが始まるとみんな笑顔で

楽しんでくれました。

　ディスコではスクリーンの吊り位置が変更され踊

っている自分の姿を見れる様になって昨年よりも盛

り上がってましたが、一方で今回投入された大きな

風船が丈夫すぎて全然割れずスタッフは少し期待は

ずれ。

　でも楽しいイベントになりました。

　このようなイベントを続けていく事でロームシア

ター京都が子供達にとっても身近な存在になってい

るのか、土日休日にはロームスクエアで遊んでいる

親子さんが増えているように感じます。
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　うちのスタッフが使っている工具です。小型で持

ち歩き易く、力を入れなくてもクランプやボルト、

ナット等締める事が出来ます。多機能搭載・頑丈工

具・Ultimate Focus Toolのシンプルバージョン、

フラットのミニバージョンです。アメリカで主に使

われているハンガー用に作られました。2010年の

LDIで登場した新製品。オハイオ州の照明スタッフ

さんRobert Junkさんが開発されました。現場を理

解している方が作ったツールです。　私がバイトし

ていた頃は、初代社長が手で締めたハンガーのネジ

が緩められず、ラジペンを持ち歩いていましたが、

時代も変わり、色んな工具が有りますね。

■使用方法:ムービングクランプ締め・照明器具（Ｅ

ＴＣソースフォーなど）ボルト・ナット・ヨークハ

ンドル締め ・シャックルボルト締め 

■サイズ: 6.8cm(長さ) ｘ 3.4cm(幅) ｘ 0.5cm(厚み)

■原料・素材:ステンレススチール(銀色）

■備考: ステンレススチール(銀色）は表面黒染め加

工スチール(黒）に比べて、錆びにくく加工してあり

ます。

商品参考元：裏方屋ドットコム　販売価格　1,990円

（税別）　2018年7月31日現在

●『裏方稼業の便利グッズ』

　この夏もバレエ発表会のシーズンに突入しました

が、６月18日午前７時58分頃に起こった大阪地震

の影響は各地に様々な影響を与え、多くの方が怪我

をされたり不自由な生活を強いられる状況を招きま

した。私の会社で管理する劇場では劇場内部の客席

や舞台の壁の一部が落ちたり、ひな壇用の蹴込が倒

れていたりと幸いにも一見大きな被害は無いように

思われました。しかし舞台監督を担当するバレエ教

室の発表会会場から次々と連絡があり、予定されて

いた６月～８月の催事をキャンセルされました。(地

震による被害が大きく貸館が安全にできないとの判

断）ある教室では前日リハーサルと本番の日程を変

える事は絶対にしたくないとのご相談があり、先生

方と手分けして該当する同じ日程の２日間で空いて

いる劇場探しをすることになりました。

　その先生の思いとしては、契約している男性ゲス

トや日程を合わせて来日していた海外バレエ団所属

のお弟子さんなどなどのスケジュールを延ばすこと

による再調整がとても困難であると判断されてのご

決断でした。また、レンタルしている膨大な数の衣

裳もキャンセルが効かないそうでお困りのご様子で

した。

　その後数時間して先生から電話を頂き、別の劇場

を予約できそうとの報告がありました。偶々、同日

程で空いている劇場があり、事情を説明したところ

快く貸館の許可を出してくださったようです。本来

ならば本番が約10日後に迫った催事を受け入れるこ

とはないのでしょうが特別に上層部の方へ連絡を入

れてくださり発表会の開催を許可していただきまし

た。

　但し、それには条件がありました。本場の前日は

終日使用できて、朝から仕込み、午後からのリハー

サルと当初の予定通りにスケジュールをこなせまし

た。ところが、当日の18時以降は別の団体の方が使

用される事が決まっていました。したがって、バレ

エの本番は15時までに終演して17時に完全撤収が絶

対条件でした。演目内容が休憩込みで、４時間もあ

る公演です。先生と相談した結果、10時30開場で

11時開演で決行することになりました。

　当日のリハーサルができない分は前日までにしっ

かりとやらなければいけないというプレッシャーが

先生方にはあったそうですが、幸いにも本番は何事

もなくお客様も800名程いらっしゃったそうです。

私も舞台監督としてこの様な経験は今までになかっ

たことで、とても良い勉強になりました。

　今回の公演を開催するにあたって、ご尽力賜った

全ての皆様へ感謝の気持ちをお伝えしたいと思いま

す。誠にありがとうございました。今回の経験を活

かしてどの様な事態が起こっても主催者の方々へ不

安を与えることのない様な舞台づくりを今後の課題

として掲げていきたいと思います。

裏方の裏話 34
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●青年部通信

日　時：平成30年８月20日(月)10:00～15:00

会　場：大森リゾートキャンプ場

参加者：会員15名、勝部担当理事

「第４回　青年部交流事業」報告

　第４回目となる青年部交流事業が、８月20日に京都市北区にある“大森リゾートキャンプ場”にて、会員15
名、勝部担当理事の参加により開催いたしました。
　夏の交流会は今回で４回目。青年部の事業活動において技術研修とは違い、会員全員で楽しみながら親睦交
流を深め、今後の事業活動へ反映できることを目的として毎年開催しています。今年は、心地のいい天候の中
で一日を過ごしました。
　わたくし青年部親睦委員長・梅原の乾杯の音頭によりスタート、しばし歓談の時間を挟みメインのＢＢＱへ。
参加者は事業所にとらわれること無く和気あいあいと楽しんでいる様子でした。また理事会の前に駆けつけて
下さった勝部理事には今年も豪華なステーキの差し入れを頂きみんな喜んで頂きました。
　食後は広場でキャッチボール・バドミントン・フリスビー・水鉄砲など体を動かして、事業所・先輩後輩・
世代の隔てなく交流が出来ました。ほぼ全員びしょ濡れ状態ですが、笑顔あふれる時間を過ごしました。今年
はマス釣りに挑戦する参加者もあり、釣り上げたマスは焼いて美味しく頂きました。
　青年部では発足10年という節目の年、今後は大きな世代交代を迎えていくことになりますが、参加して良か
ったと言って頂ける事業、気軽に参加できる企画を計画していきたいと思いますので、各事業所の皆様にもご
理解とご協力をお願いいたします。          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(親睦委員長　梅原　巧)

●京滋舞協事務局だより
●第20回通常総会

　　日  時：平成30年５月21日（月）

　　場  所：メルパルク京都５Ｆ 会議室２

　　出  席：本人出席11名／代理出席４名

　　　　　　／委任状出席８名

・懇親会

　　場  所：メルパルク京都５Ｆ 会議室Ａ

　　出  席：組合員41名／賛助会員13名／ゲスト18名 

●舞台運営事業協同組合連合会

・岐阜県舞台設備管理事業協同組合 懇親会

　　日  時：平成30年５月22日（火）18時30分

　　場  所：岐阜キャッスルインホテル

　　出  席：加藤

・愛知県舞台運営事業協同組合 懇親会

　　日  時：平成30年５月28日（月）18時30分

　　場  所：名古屋国際ホテル 

　　出  席：中田・宮本

・三重県舞台管理事業協同組合 懇親会

　　日  時：平成30年５月29日（火）18時00分

　　場  所：津 都ホテル

　　出  席：谷崎

・連合会理事会

　　日  時：平成30年 9月18日（火）15時00分

　　出  席：中田・宮本

●その他

・関西舞台テレビテクノ＆アート協同組合 懇親会

　　日  時：平成30年７月18日（水）18時00分

　　場  所：大阪新阪急ホテル 

　　出  席：中田
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●親睦委員会報告
●納涼会

　　日　時：平成30年 8月28日（火）

　　場　所：貴船「べにや」

　　参加者：47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.06-7177-4672

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㈱

東芝エルティーエンジニアリング㈱ 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)

西村　忠人

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

〒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

          満電ビル

          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)

西村　忠人

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.06-7177-4671

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

一般賛助会員 （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



　北海道胆振東部地震や台風21号等、近年の自然災害で多くの方が被災されました事、心か

らお見舞い申し上げます。北海道胆振東部地震では、道内発電所の電力がすべて停止をする

事態になり、多くの方が困難を強いられる事態となってしまいました。私達舞台関連業務を

担当する事業者として、又しても無力さを感じずにはいられません。電気という文明によっ

て成り立っている以上、業務も市民生活すらも成し得ない事態になってしまうのです。奇し

くも今回の特集記事舞台袖の談話室は「地震だ！どうする？」です。今号に出席の皆さんの

お話をうかがい編集する中、何処か自分との温度差を覚えた感がありました。しかし、私達

劇場やホールで多くのお客様や出演者あるいはスタッフを迎える場で業務を行う者としては、

何時現実のものとなるか判らない恐ろしさを覚えずにはいられませんでした。舞台芸術は、

膨大な努力を積まれて成しえるものかと思います。それを支える舞台業務者として、細部に

入って災害に対する危機管理も含めて打ち合わせを行い業務を進めたいと思います。

　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ページがあります。京

滋の劇場・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K.S.HORIZONのバック

ナンバーもダウンロードすることができます。

　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下さい。ご意見や感想、ご

要望もお待ちしてます。
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