
八代市厚生会館自主文化事業 

令和３年度（２０２１年度） 舞台技術講習会実施要項 

 

１ 目 的 八代市厚生会館の自主文化事業として、八代市内はもとより熊本県下の高校
演劇に携わる高校生・職員に対して、舞台技術に関する講話や実技指導等を
行い、高校演劇の舞台技術の定着と向上を図る。また、今年度は２日目の演
劇ワークショップにより演技表現についての学びの場とする。 

 

２ 日 時 

 （１）舞台技術講習会  令和３年（２０２１年）８月４日（水）９時～１６時３０分 

     ※関係者（後日別途連絡）は、前日の事前準備・仕込みのため、８月３日（火）
１８時に御集合ください（終了は２０時を予定）。 

     ※運営委員（城南地区関係顧問、県事務局）並びに講師は、当日の準備並びに

直前打合せのため、８月４日（水）８時３０分に御集合お願いします。 

 （２）演技表現講習会  令和３年（２０２１年）８月５日（木） 

    ア 午前の部   ９時５５分～１２時３０分（途中休憩あり） 

    イ 午後の部  １３時３０分～１６時３０分（途中休憩あり） 

     ※密集を避けるため２部制とし、午前も午後も同じ内容で行います。原則とし
て学校単位で希望をとり、運営委員（城南地区事務局、県事務局等）で時間
帯を割り振ります。希望者が定数を超えた場合は、城南地区を優先します。 

     ※運営委員並びに引率顧問は、以下のように集合、解散をお願いします。 

〇終日参加の運営委員、県事務局…８時３０分集合／１７時解散 

〇午前のみ参加の引率顧問…８時３０分集合／１２時３０分解散 

〇午後のみ参加の引率顧問…１２時４０分集合／１６時４０分解散 
 

３ 会 場 八代市鏡文化センター 

八代市鏡町内田 468-1（地点・八代市鏡） TEL 0965-52−1114 
※別紙「八代市鏡文化センターへのアクセス【参考】」参照 

 

４ 対象者 演劇専門部加盟演劇部の生徒及び顧問（参加費：無料） 
 

５ 日 程 

 （１）８月３日（火）※舞台技術講習会仕込みの関係者のみ 

時間 内  容 

18:00 

20:00 

事前仕込み関係者集合、仕込み開始 

事前仕込み終了（予定） 

 

 （２）８月４日（水）舞台技術講習会（終日）※内容の詳細については現在検討中です。 

時間 内  容 

8:30 

9:00 

9:30 

 

 

 

9:40 

 

 

運営委員（城南地区関係者）集合、会場設営、開会式準備 

開場、受付、開会式準備 

開会式 

(1) 開会の言葉    高文連演劇専門部城南地区代表  柴田 大希 

(2) 厚生会館スタッフ、講師紹介 

          高文連演劇専門部城南地区事務局長 西岡 雅士 

講習①『舞台、照明、音響の基礎知識を学ぼう』（予定） 

  講師：谷口晋平 先生（熊本国府高校） 

     草原俊寛 先生（熊本国府高校） 



11:00 

 

 

講習②『舞台図を書いてみよう』（予定） 

  講師：谷口晋平 先生（熊本国府高校） 

     草原俊寛 先生（熊本国府高校） 

12:00 休憩・昼食（６０分） 

13:00 講習③『体験実習』（予定） ※適宜休憩 

 音響・照明・舞台などの操作体験をしていただきます 

 円滑な運営のため、当日グループを指定します 

16:10 

 

 

16:20 

16:30 

17:00 

閉会式 

(1) あいさつ  八代市厚生会館館長 

(2) 閉会の言葉 高文連演劇専門部城南地区代表  柴田 大希 

アンケート記入、解散 

（運営委員および希望者のみ）舞台機材撤収作業、会場片付け 

全日程終了、退館 

 

 （３）８月５日（木）演技表現講習会（午前、午後の２部制） 

時間 内  容 

8:30 

9:25 

9:55 

 

 

10:00 

 

 

12:15 

12:30 

12:45 

運営委員、午前の部引率顧問集合、会場設営、講師打合せ、開会式準備 

開場、受付、参加者更衣 

【午前の部】開会式 

(1)開会の言葉   高文連演劇専門部生徒代表 （未定：参加者から選出） 

(2)講師紹介    高文連演劇専門部城南地区事務局長 西岡 雅士 

講習① 演劇表現の基礎となる「発声・滑舌講座」（予定）※15 分休憩 

講習② 演劇表現を豊かにする「即興劇・演技講座」（予定） 

    講師：劇団「きらら」池田美樹 氏 他劇団員の皆さん 

質疑応答、講評 

閉会式、アンケート記入、更衣 

【午前の部】参加者解散 

 ※終日参加する運営委員は交替で適宜休憩 

12:55 

13:15 

13:45 

 

 

13:50 

 

 

16:05 

16:20 

16:30 

午後の部引率顧問集合、講師打合せ、開会式準備 

開場、受付、参加者更衣 

【午後の部】開会式 

(1)開会の言葉   高文連演劇専門部生徒代表 （未定：参加者から選出） 

(2)講師紹介    高文連演劇専門部城南地区事務局長 西岡 雅士 

講習① 演劇表現の基礎となる「発声・滑舌講座」（予定）※15 分休憩 

講習② 演劇表現を豊かにする「即興劇・演技講座」（予定） 

    講師：劇団「きらら」池田美樹 氏 他劇団員の皆さん 

質疑応答、講評 

閉会式、アンケート記入、更衣 

【午後の部】参加者解散 

16:30 

17:00 

（運営委員のみ）会場片付け等 

運営委員解散 

 

５ その他 

 （１）参加者は、学びの場であることを自覚して真剣な態度で参加すること。 

 （２）参加者は、必要に応じて各自で昼食を事前に用意してくること。 
 （３）生徒、顧問は、必ずマスクを各自持参して着用すること。 

 （４）生徒、顧問は、事務局による新型コロナ感染症予防のための指示に従うこと。 

 



別紙 

八代市鏡文化センターへのアクセス【参考】  

【注意】以下は事務局調べですが、各自で責任をもって調べるようにしてください。 

◎≪行き≫４日：9:30 開会  ５日午前の部：9:25 受付／午後の部：13:15 受付 

JR 熊本駅 JR 有佐駅 八代市鏡支所前 

7:41 発   (570 円)   8:09 着 

8:22 発   (570 円)   8:48 着 

12:11 発   (570 円)   12:37 着 

8:26 発   (190 円)   8:33 着 

9:13 発   (190 円)   9:20 着 

12:43 発   (190 円)   12:50 着 

上・中：ＪＲ鹿児島本線・八代行 

下：ＪＲ鹿児島本線区間快速・八代行 
産交バス 八代-種山線 八代市役所前行 

 

JR 八代駅 JR 有佐駅 八代市鏡支所前 

8:02 発   (230 円)   8:12 着 

8:46 発   (230 円)   8:57 着 

12:09 発   (230 円)   12:19 着 

8:26 発   (190 円)   8:33 着 

9:13 発   (190 円)   9:20 着 

12:43 発   (190 円)   12:50 着 

上：ＪR 鹿児島本線・鳥栖行 

中：ＪＲ鹿児島本線・熊本行 

下：ＪＲ鹿児島本線区間快速 鳥栖行 

産交バス 八代-種山線 八代市役所前行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎≪帰り≫４日：16:20 解散  ５日午前の部：12:45 解散／午後の部：16:30 解散 

八代市鏡支所前 JR 有佐駅 JR 熊本駅 

12:52 発   (190 円)   12:59 着 

16:57 発   (190 円)   17:04 着 

13:15 発   (570 円)   13:43 着 

17:18 発   (570 円)   17:48 着 

産交バス 八代-種山線 種山行 
上：ＪＲ鹿児島本線区間快速 鳥栖行 

下：ＪＲ鹿児島本線・銀水行 

 

八代市鏡支所前 JR 有佐駅 JR 八代駅 

12:52 発   (190 円)   12:59 着 

16:57 発   (190 円)   17:04 着 

13:25 発   (230 円)   13:35 着 

17:11 発   (230 円)   17:20 着 

産交バス 八代-種山線 種山行 上下とも：ＪＲ鹿児島本線・八代行 
※13:01 有佐駅発／八代行きもあります 


