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▼ びわ湖ホール声楽アンサンブル東京公演 vol.4 が開催されます！！ 

▼ 世界劇場会議 国際フォーラム 2011 の開催間近！！ 

▼ 講演、対談と施設見学会を開催！！ 

  歴史的建造物『名古屋市公会堂』を語る・観る・触れる 

▼ 第 10 回国際照明総合展 ライティングフェア 2011 が開かれます！！ 

▼ 日本照明家協会が公益社団法人に移行しました！！ 

▼  昭和音楽大学 シンポジウム 開催！！ 

 「指定管理者制度のいま－評価が意味するもの－」 

▼ 世田谷パブリックシアター舞台技術者養成講座 開催！！ 

▼ ABTT「Theatre Buildings A Design Guide」(劇場建築設計ガイド) 
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 ＪＡＴＥＴ：(公社)劇場演出空間技術協会は、劇場、ホール、イベント空間等の 

施設、設備、関連機器、関連技術等の調査研究等を行っております。会員や関係者 

との交流を深めるため「ＪＡＴＥＴニュース」を毎月１回程度配信させて頂いてい 

ます。 

 配信アドレスの追加、変更、停止をご希望の方は、その旨このメールに返信して 

下さいますようお願い申し上げます。 

 

───────────────────────────────────── 

▼ びわ湖ホール声楽アンサンブル東京公演 vol.4 が開催されます！！ 

-------------------------------------------------------------------------- 

 当協会の賛助特別会員である（財）びわ湖ホールの主催により、びわ湖ホール声 

楽アンサンブル東京公演 vol.4「日本合唱音楽の古典Ⅱ」が開催されます。 

 公演日時：平成２３年２月２日（水）１９：００開演 

 場所：紀尾井ホール（東京・四ツ谷） 

    千代田区紀尾井町６－５ 電話：０３－５２７６－４５００ 

  交通：ＪＲ四ツ谷駅（麹町口）から徒歩 6分 

    東京メトロ有楽町線麹町駅（2番出口）・東京メトロ赤坂見附駅（D出口） 

    ・永田町駅（7番出口）から徒歩 8分 

 料金：一般 4,000 円、青少年(25 歳未満) 2,000 円 

 プログラムについては以下の URL をご覧ください。 

  http://www.biwako-hall.or.jp/event/detail.php?c=9769 



 

───────────────────────────────────── 

▼ 世界劇場会議 国際フォーラム 2011 の開催間近！！ 

-------------------------------------------------------------------------- 

 当協会も後援しております標記フォーラムが以下の内容で開催されます。 

 

 開催日 ２０１１年２月１１日（金・祝）・１２日（土） 

 会 場 愛知芸術文化センター １２階アートスペース Ａ、Ｅ～Ｈ 

 プログラム ２月１１日（金・祝）13:30～ 

  基調講演  ：日本の文化政策はどうあるべきか！ 

  セッション１：文化政策と公共建築 

  レセプション（会場：名古屋国際ホテル） 

 プログラム ２月１２日（土）10:00～ 

  セッション２：劇場法への提言 

  セッション３：優れた劇場建築の果たす役割と空間表現 

  セッション４：市民吹奏楽団と文化施設 

  特別講演  ：指定管理者制度のこれから 

  総括セッション 

 参加費 一般(２日間通し)   5,000 円(論文報告集含む) 

     ITCN 会員( 同 )    4,500 円(   同   ) 

     学生 ２日券     3,000 円(   同   ) 

     学生 １日券     1,000 円(論文報告集なし) 

     レセプション参加費  5,000 円 

     論文報告集のみの購入 3,000 円、 

 申 込 ホームページから申込(URL は下記)、または申込用紙に必要事項をすべ 

     て記入の上、郵便・FAX にて事務局へ送付して下さい。 

 主 催 「世界劇場会議 国際フォーラム 2011」実行委員会 

 事務局 「世界劇場会議 国際フォーラム 2011」実行委員会事務局 

     〒４６０－０００２ 

     名古屋市中区丸の内１－１４－１２ グランビル２Ｂ 

     特定非営利活動法人世界劇場会議名古屋内 

     TEL/FAX：０５２－２３２－２２７１ 

 

 詳細は以下の URL をご覧下さい、案内チラシ(pdf)があります。 

 http://www.itc-nagoya.com/forum/2011/index.html 

 

───────────────────────────────────── 

▼ 講演、対談と施設見学会を開催！！ 

 歴史的建造物『名古屋市公会堂』を語る・観る・触れる 

-------------------------------------------------------------------------- 

 世界劇場会議国際フォーラムのプレイベントのひとつとして、標記催しが開かれ 

ます。 

 

 開催日 平成 23 年 2 月 1 日（火）18:30 同公会堂 四階ホール 

 講 演 「歴史的建造物・名古屋市公会堂」 



       西澤泰彦  名古屋大学大学院准教授 

 対 談 「歴史的建造物・名古屋市公会堂」 

       西澤泰彦  ほか 

 施設見学会 

  講演と対談の後は、昭和 5年 10 月 10 日昭和天皇のご成婚記念として、こけらを 

  落とした名古屋市公会堂の施設見学を行います。 

  開館以来 80 年、その歴史をご紹介しその価値を再認識していただきます。 

 

 主 催：名古屋市公会堂指定管理者 愛知県舞台運営事業協同組合 

 詳細は下記をご覧下さい。 

 http://www.nagoyashi-kokaido.jp/culture.html 

 

───────────────────────────────────── 

▼ 第 10 回国際照明総合展 ライティングフェア 2011 が開かれます！！ 

-------------------------------------------------------------------------- 

 (社)日本照明器具工業会／日本経済新聞社では、照明器具に関する国内最大級の 

総合展「ライティングフェア」を開催します。テーマは「あかりでチャレンジ 

快適ライフと低炭素社会」とし、国内外の照明器具・光源や関連材料・部品、検査 

装置などの照明製品・技術を一堂に紹介し、当協会もこれに協賛しております。 

  詳細は下記の URL をご覧下さい。 

会期：2011 年 3 月 8 日（火）－11 日（金） 

場所：東京ビッグサイト 西 1・2ホール 

入場料：有料ですが、Web サイトでの事前登録により入場無料となります。 

    http://www.lightingfair.jp 

 

───────────────────────────────────── 

▼ 日本照明家協会が公益社団法人に移行しました！！ 

-------------------------------------------------------------------------- 

 当協会会員が多数所属している日本照明家協会は、昨年１２月２４日に公益社団 

法人として認定され、同２７日に登記を完了しました。詳細は以下の URL をご覧下 

さい： 

 http://www.ldeaj.or.jp/page.php?id=204 

     

───────────────────────────────────── 

▼ 昭和音楽大学 シンポジウム 開催！！ 

 「指定管理者制度のいま－評価が意味するもの－」 

-------------------------------------------------------------------------- 

 昭和音楽大学では、同大学の研究として「指定管理者制度を導入した公立文化施 

設の実態調査～横浜・川崎地区を中心に～」を進めていましたが、その締めくくり 

として標記シンポジウムが開催されます。当協会にも参加案内が来ていますのでご 

案内します。 

 

 日時 ２月７日(月)１８時３０分開講(１８時１５分開場) 

 会場 昭和音楽大学 北校舎５Ｆ ラ・サーラ・スカラ(小田急線新百合ヶ丘駅 

    北口徒歩１分) 



 参加費 入場無料、事前登録制 

 申込方法 出席者の氏名、住所、電話・FAX 番号、職業、所属先を、Email か FAX 

      で送付 

 問合せ・申込先 昭和音楽大学舞台芸術センター(担当：酒井) 

    Email sakai@tosei-showa-music.ac.jp 

    FAX ０４４－９５３－６６５２ 

 

───────────────────────────────────── 

▼ 世田谷パブリックシアター舞台技術者養成講座 開催！！ 

-------------------------------------------------------------------------- 

 世田谷パブリックシアターでは、多くのワークショップ、レクチャー、講座を開 

いていますが、当協会会員にも関係の深い、標記講座が以下のように開催されます 

のでご案内します。 

１）舞台安全技術講座 

開催日 ３月９日(水)，１０日(木)、定員１５名(書類選考有)、参加費３,５００円 

２）舞台音響基礎講座初級編 

開催日 ３月１１日(金)、定員３０名(書類選考有)、参加費２,５００円 

３）舞台照明基礎講座初級編 

開催日 ３月１２日(金)、定員３０名(書類選考有)、参加費２,５００円 

会場は、世田谷パブリックシアターまたは同トラムです。 

詳細は以下をご覧下さい。 

  http://setagaya-pt.jp/workshop/2011/03/post_205.html 

 

───────────────────────────────────── 

▼ ABTT「Theatre Buildings A Design Guide」(劇場建築設計ガイド) 

-------------------------------------------------------------------------- 

 ABTT(英国舞台技術者協会)では標記の Guide Book 新改定版を発行しました。1972 

年に”Theatre Planning”として初版を発刊し、1986 年に改訂しましたが、その 

後の技術革新や法令の改正など劇場建築環境の変化に伴い、最新版として発行され 

たものです。 

 舞台・客席等の劇場本体の建築のみならず、機構・照明・音響及び舞台裏等の広 

範囲に亘る施設の初期計画から設計に至るコンセプトを纏めると共に、28 の劇場の 

概要を 1：500 の図面付きで紹介されています。 

 当協会でも購入しましたのでご希望の方は JATET 事務局で閲覧可能です。 

 同書の詳細は以下をご覧下さい。 

http://www.abtt.org.uk/publications/books/theatre-buildings-a-design-guide-2010 
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公益社団法人 劇場演出空間技術協会 インターネット部会  info@jatet.or.jp 

〒101-0045 

東京都千代田区神田鍛冶町３－８－６ 第一古川ビル ２Ａ 

TEL 03-5289-8858  FAX 03-3258-2400        http://www.jatet.or.jp/ 

IP 電話 050-5530-8182（FUSION） 
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