


※終了しました。





みなさまに、より新鮮な秩父宮記念市民会館の情報を発
信すべく、公式Facebookページを立ち上げました！
ぜひ「いいね！」をよろしくお願いします！

https://www.facebook.com/ccbhall/
または下記のQRコードよりご覧ください。

ページ開設しました!!
facebook

主催事業のご案内を中心に、日々
の活動をご紹介していきます。
みなさんにもっと市民会館を知っ
ていただけるよう、たくさん発信
していきます！





引けば引くほど締まり、解くのも簡単な「鉄管結び」と幕の吊り変えがスムーズ
に出来る「片結び」、舞台には欠かせない２つの紐の結び方を学びました。舞台
に段差をつける「ひな壇づくり」も体験し、舞台の基本を学びました！

音響体験では、皆さんの操作により、マイクか
ら出る声質が変わり驚きの声が！！照明体験で
は、舞台に色をつけたり、「ネタ」と呼ばれる模
様をうつしたりと、それぞれ「卓」と呼ばれる機
械を使って仕事の一部を体験しました！

ホールの４階、客席の後方に

あるピンスポット室で、大き

なピンスポットを操作しまし

た。舞台上の的に向かって、皆

さん、思い思いにライトを当

てて楽しんでいました！

演劇やバレエ、講演会などどんな使い方もできる「幕舞
台」から、声楽や楽器など生音を演奏するコンサートに
適した「音響反射板」に舞台を大転換！
１トンの重さがあるそれぞれの板が、豪快に動く様子
に、会場からは驚きの歓声があがり、大盛り上がり！！
音響反射板形式になった舞台に上がり、手を叩いたり、
声を出したりするなど、響きの違いを体感し、舞台を存
分に楽しんでいただきました！

CCB ホールレター6 CCB ホールレター 7

3月最終日、普段なかなか見ることができない舞台の裏側を知るバックステージツアーを開催しました！
今回のテーマは、「普段、舞台スタッフはどんな仕事をしているのかな？」。劇場を身近に感じてもらえるよう、
舞台スタッフの仕事を体験しました！

公共ホール音楽活性化事業は、音楽が身近にあるコミュニティを育てていく
ことを目指して実施するもので、２日間で４回の地域交流プログラム（アク
ティビティ）を行い、３日目には市民会館でコンサートを開催しました。

塚越さん（マリンバ）と志村さん（ピアノ）
が演奏しながら登場。予想外の登場に皆
さん驚いた表情を見せていましたが、自
然に手拍子が沸き起こりました。プログ
ラムは、クラシックの名曲から日本のう
たメドレーの演奏もあり、始めは緊張の
面持ちでしたが、聴き慣れたメロディー
に次第にリラックスして鑑賞していただ
きました。

会館エントランスを利用し、終業後に職
員を対象としたミニコンサートを開催し
ました。音楽に親しんでもらうとともに、
市役所に隣接する市民会館で今後どのよ
うな事業を行っていくのか、また公共文
化施設として会館が目指す目的などを職
員間で共有しました。

久那幼稚園の園児を対象にミニコンサー
トを開催しました。楽器当てクイズや、
トトロの音楽に合わせて元気に足踏みを
したりと、全身で音楽を楽しんでくれま
した。塚越さんには、園児の目線に合わ
せて演奏やお話をしていただき、子ども
たちは楽しそうに、時には真剣な表情で
マリンバの音色に耳を傾けていました。
最後にはマリンバの演奏に合わせてみん
なで「ひなまつり」を大きな声で元気に
歌いました！

アクティビティの最後は、吉田中学校１
年生を対象に音楽室でミニコンサートを
開催しました。高音域で演奏する「剣の
舞」と低音域で演奏する「白鳥」の響き
を聴き比べたり、新聞紙を破いたりく
しゃくしゃ丸めたりして音を出すリズム
遊びを体験しました。最後は、楽器に触
れそうな距離に近づき、プロとして活躍
する塚越さんと志村さんの演奏に、驚き
の歓声が沸き起こりました！

３月３日には市民会館大ホールでコンサー
トを開催しました。クラシックの名曲から、
童謡、ポップス、また、キッチン用品やタ
イプライターなど、楽器でないものを楽器
にしたり、鍵盤ハーモニカによる客席の練
り歩きがあったりと、観客のみなさんを惹
きつける工夫がたくさんあり、会場はあっ
という間にお二人の演奏に引き込まれてい
るようでした。木のぬくもりのあるホール
とマリンバの音色が相まって、あたたかく、
とても華やかなコンサートになりました！

2018年 ３月１日～３月３日
公 共 ホ ール 音 楽 活 性 化 事 業

「塚 越 慎 子マリ ンバ コ ン サ ート」

2018年 ３月31日

体験型バックステージツアー
～舞台の裏側ってどうなっているの？～

秩父宮記念市民会館 開幕 The show
begins

鉄管結び・片結び・ひな壇づくり

《音響・照明体験》

《ピンスポット体験》

《舞台大転換》

～未来へ羽ばたくすべての人へ贈る音楽のプレゼント～

【１日目】 【２日目】 【事業最終日】

アクティビティ　 シルバー人材センター

アクティビティ　 秩父市職員

アクティビティ　 久那幼稚園１ ３

２ アクティビティ　 吉田中学校 コンサート （市民会館大ホール）４

《舞台体験》

マリンバ
塚越慎子さん

ピアノ
志村和音さん

てっかん かた だん

まと
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山も日に日に深く染まり、さわやかな風が吹き抜ける今日この頃。今

年もいよいよ暑い夏がやってきます☀ さて、昨年度は10本の開館記

念事業を開催しました。今年度も様々な事業を企画していて、今はス

タッフ一同準備を進めています！まだ会館に足を運んだことがないと

いう方もどうぞお気軽にお越しください。ご来場お待ちしています♪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スタッフＣ

　テレビ東京の人気番組「開運なんでも鑑

定団」の出張鑑定「出張！なんでも鑑定団

in ちちぶ」の収録が、３月 18 日に秩父宮

記念市民会館大ホールフォレスタで行われ

ました。

　出演者が持参した自慢の「お宝」を３人

の鑑定士が鑑定すると、おどろきの鑑定結

果に満員となった客席から笑いや歓声が上

がっていました。

　市民会館では、今後も様々な事業を展開

していきます。ご期待ください！
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