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平成 30 年度 岡山県公立文化施設協議会
「舞台技術研修会」の開催について（ご案内）
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。
さて、私どもは平成 30 年度 岡山県公立文化施設協議会「舞台技術研修会」を、別紙の要領のとおり
開催いたします。本会は岡山県下の公立文化施設より技術職員をはじめ管理運営者、また専門学校・学
校など一般の方でも参加可能とし、舞台技術に携わるすべての方を対象に、文化芸術活動を支える技術
者の育成を図る事を目的として開催いたします。
つきましてはご多忙中とは存じますが、ご興味をお持ちのかたにぜひお誘い合わせの上ご参加いただき
たく、ご案内申し上げます。会期中には関係者の情報交換を兼ね、親睦や交流を図る事を目的に、情報
交換会（任意参加：参加費 5,000 円）を開催します。こちらへもぜひご参加をお待ちいたしております。
なお、参加申し込みは別紙①参加申込書をご提出ください。または事前のお申込みが難しい場合、当
日受付にて必要事項をご記入いただくのみでもご参加いただけます。（お弁当と情報交換会の参加は事
前申し込みが必要です。）
ご参加の際は出来るだけ名刺をお持ちください。多くの方のご参加をお待ちしております。
敬具
記
＜平成 30 年度 岡山県公立文化協議会 舞台技術研修会＞
日時 平成 30 年 4 月 26 日（木） ～27 日（金） ※詳しい日程は別紙ご参照ください
会場 岡山市民会館 大ホール （岡山県岡山市北区丸の内 2-1-1）
<TEL>086-223-2165 <ＦＡＸ>086-223-2169
<アクセス>岡山駅より徒歩約 15 分、路面電車にて約 5 分
※会場には駐車場がございません。公共交通機関をご利用下さい。
料金 無料。弁当・情報交換会は有料にて要事前申込。（名刺をお持ちの方はご持参ください）
対象 どなたでもご参加いただけます。（加盟館以外からの参加も可）
申込 別紙①参加申込書をご提出ください。
※一次締切：4/5（木）…おおよその人数の把握をさせていただきたいため、できるだけこの日ま
でにご返信のご協力をいただければ幸いです。
※なお、事前のお申込みが難しい場合、当日受付にて必要事項をご記入いただくのみでもご参
加は可能です。
情報交換会 4 月 26 日（木）18 時～ＴＨＥ ＭＡＧＲＩＴＴＥ （岡山市北区丸の内 1-5-8）
<TEL> 086-225-4801 <アクセス> 岡山市民会館より徒歩約 3 分
1 名 5,000 円 （事前申込が必要です。4/5（木）必着締切）
以上

岡山県公立文化施設協議会 事務局

平成 30 年度

岡山市民会館 香山宛

別紙①

一般

岡山県公立文化施設協議会 「舞台技術研修会」
参加申込書

申込区分：該当する所へ☑を記入ください。

□県公文協 加盟館 職員
施設名又は団体名

□一般

弁当・情報交換会の
希望は【4/5（木）締切】

記入日：

期日内にＦＡＸかメールにて
ご提出お願いします。

平成 30 年

月

日

担当者名（参加代表者）

携帯電話番号：

ＴＥＬ

ＦＡＸ

住所（加盟館以外から参加の場合はご記入下さい）

〒
（個人での参加も可能です。次回のご案内を送らせていただく場合がございます。）

所属・職名

参加者氏名

（担当）

（ﾌﾘｶﾞﾅをお付け下さい）

4/26（木）
ＰＭ

情報
交換会
※５千円

4/27（金）
ＡＭ

弁当
※千円

ＰＭ

※参加/必要は○、不参加/不要は×を記入ください。網掛けの部分は料金のご負担がございます。
※情報交換会・弁当の変更は 4/20 までの受付となります。料金は当日会場にて集金させていただきます。
（協議会加盟館様で参加者がない場合は出席者氏名欄に「なし」と記入してご提出ください。）

＜自由記入欄＞◆講演講師にお聞きしたい事や連絡事項等、ご記入ください。

お願い ◆お申込みの際はこちらをＦＡＸかメールにてお送りください。事前申込が難しい場合はこちらの用
紙に記入の上、ご持参いただくとスムーズです。ご持参がない場合、受付で記入をお願いします。

◆お問合わせ・提出先…岡山県公立文化施設協議会 事務局 ： 岡山市民会館 香山 宛
ＴＥＬ：086-223-2165 ＦＡＸ：086-223-2169 ｈａｌｌ＠ｏｋａｙａｍａ-ｓｈｉｍｉｎｋａｉｋａｎ．ｊｐ

平成 30 年度 岡山県公立文化施設協議会
「舞台技術研修会」日程・内容 【1 日目】

日時
12：00～

日時

平成 30 年 4 月 26 日（木）

12 時 00 分より

会場

岡山市民会館 大ホール・ホワイエ

内容
受付
開始

名札をお渡しします。
お帰りの際は中に名刺を入れたまま受付にご返却下さい。

場所
大ホール
北側入口

※受付は常時開設しております。
展示：
※研修中、会場客席への出入りは自由ですので、ご都合に合わせて
ホワイエ
入退場下さい。またホワイエの企業展示もあわせてご覧ください。

13：00～
14：40

アトラク
最新音響システムデモンストレーション
ション

大ホール

【演題】 ピアノの歴史
～誕生からベートーヴェンの時代まで～
15：00～
17：00

講演

講師：タカギクラヴィア株式会社
代表取締役社長 髙木裕 氏

大ホール

＜講師紹介＞「題名のない音楽会」「徹子の部屋」などの裏方を担当、
ピアノを使用した CM の撮影にも多くかかわっている方です。

17：00

閉会

～17:20 まではホワイエにて機器展示を行っております。

18：00～
20：00

会場：ＴＨＥ ＭＡＧＲＩＴＴＥ （岡山市北区丸の内 1-5-8）
情報
<TEL> 086-225-4801
交換会 <アクセス> 岡山市民会館より徒歩約 3 分
事前申込が必要です。[定員 60 名]（会費 1 名 5,000 円）

ホワイエ

ザ
マグリット

＜展示・協力企業（50 音順）＞
ホワイエにて 4/26…12:00～17:30、 4/27…9:00～17:30
～最新の機器を展示、担当者が直接詳しくご説明いたします。～
以下は過去ご出展いただいた企業様です。変更になる可能性もございますので予めご了承ください。

【音響】 ｵｰﾃﾞｨｵﾃｸﾆｶ㈱、ヒビノ㈱、ﾍﾞｽﾃｯｸｵｰﾃﾞｨｵ㈱、ボーズ㈱、ﾔﾏﾊｻｳﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ㈱、㈱ﾔﾏﾊ
ﾐｭｰｼﾞｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ、ﾗｲﾌﾞｷﾞｱ㈱、ティアック㈱、ｾﾞﾝﾊｲｻﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱、ｵﾀﾘﾃｯｸ㈱、ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿ
ﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱、
【照明】 (有)ウィル、ｳｼｵﾗｲﾃｨﾝｸﾞ㈱、東芝ｴﾙﾃｨｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱、ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ES ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱、
丸茂電気㈱、㈱松村電機製作所、ﾗｲﾌﾞｷﾞｱ㈱

平成 30 年度 岡山県公立文化施設協議会
「舞台技術研修会」日程・内容 【2 日目】

日時
09：00～

日時

平成 30 年 4 月 27 日（金）

9 時 00 分より

会場

岡山市民会館 大ホール・ホワイエ

内容
受付
開始

受付
名札をお渡しします。
お帰りの際は中に名刺を入れたまま受付にご返却下さい。

場所
大ホール
北側入口

※受付は常時開設しております。
展示：
※研修中、会場客席への出入りは自由ですので、ご都合に合わせて
ホワイエ
入退場下さい。またホワイエの企業展示もあわせてご覧ください。

【演題】 最近の舞台機構設備について
10：00～
11：30

11：30～
14：00

三精テクノロジーズ株式会社 舞台機構事業本部
営業部
部長 近藤 正親 氏
制御設計部 課長 中谷 公一 氏
技術研究所 係長 井立 尚 氏

昼食
展示

昼食休憩 及び 各機器展示見学

大ホール

展示：

※昼休憩中に午後の仕込みを行います。見学も可能ですが場内が暗
ホワイエ
くなる場合もありますので、あらかじめご了承の上、ご見学ください。

【演題】 照明から派生した特殊な演出とその制御のご紹介
～映像と照明器具の融合～

14：00～
15：00

講師： 株式会社コネクトライン
テクニカルディレクター 寺岡 憲次郎 氏

～16:00 頃まではホワイエにて機器展示を行っております。

大ホール

15：10

閉会

ホワイエ

お願いと
お知らせ

◆希望者は公文協加盟館以外の方でも参加可能です。（要受付、当日可）
事前申込なくご参加いただく場合、別紙①にご記入の上、ご持参いただくとスムーズです。ご持
参がない場合、受付でご記入お願いします。
◆参加の際は名刺をできるだけご持参ください。（名札にも使用します。）
◆会場には駐車場がございませんが、一番近い有料ｺｲﾝﾊﾟｰｷﾝｸﾞは会館裏にございます。
◆お弁当・情報交換会については事前申込が必要です。お申込みをされた方は当日、受付に
てお支払をお願いいたします。

