Active Times
創刊号です

開館まで６か月をきりました。下呂交流会館“アクティブ”がいよいよ誕生します。
Active Times では、会館にまつわるさまざまな情報をお届けします。

下呂をもっと『元気』にする施設

完成までもう少し！

下呂交流会館は、「下呂をもっと
『元気』にする施設」を基本理念に

ます。各種大会・会議などを誘致
することもその一つ、スポーツ大

生まれる施設です。本格的な舞台芸

会等で市外から大勢の方に来て

いずみ

術公演が行える「 泉 ホール」、観客
ホット
席を備えた「 温 アリーナ」。どちら

いただくのもその一つです。

も市内では初めての施設です。そし

ーツ、観光といろいろな側面を持

てその間には、市民のみなさんが

っているのがこの“下呂交流会

様々な活動や交流、憩いの場として

館”の特色でしょうか。

このように、文化・芸術、スポ
（9 月 6 日撮影）

下呂交流会館は、１１月末

気軽に利用できる「棚田テラス」が

そして、いつでも共通している

の完成を目指して工事が進

広がっています。
ここはみなさんが活動する場所

キーワードは“交流”です。この
場所があることによって人と人

められています。８月末現在

です。あるときはイベントを企画

とが交流し、文化が交流し、それ

ます。９月６日には「建設現

し、またあるときは自分が舞台に立
つ。あるときは一流選手のプレーに

がやがて「まちの力」になる。そ
して下呂がもっと『元気』になる。

場見学会」を開催し、市民の

触れ、またあるときは自ら汗を流

それが下呂交流会館の役割なの

す。そんな、一人ひとりが輝ける「私
たちの桧舞台」であり「ホームアリ

です。
ここはみなさんが活躍する場

ーナ」です。

所です。一緒に新しい会館創りを

また、下呂交流会館は交流産業の
振興も大きな目的の一つとしてい

始めましょう。

で約７５％まで進捗してい

みなさんに内部を見学して
いただきました。
（関連記事中面）
外側を覆っていた足場も
かなり外れ、少しずつ姿を現
してきました。

東京フィルハーモニー交響楽団
こけら落とし公演
平成 22 年 3 月 28 日（日）
関連記事：最終頁

のイベントを
のイベントを紹介

●９月６日（日）

ここはコンベンションにも使えるようにと残響
ここはコンベンションにも

●下呂交流会館建設現場

を抑制する吸音材が使
使われており、
「拡声器で説明

●参加者８１名

してても、声がクリアに
がクリアに聞こえるでしょ。」と言わ
れ、納得しました。

残暑きびしい９月６日、建設現場
現場の見学会が行
われました。

その後、質問コーナーで
コーナーで今後の工事の予定や総
工事費、稼働率などの
などの質問があり、丁寧に説明し

グループに分けて、それぞ
８１人の参加者を４グループに

てもらって終了。建物
建物にはおおむね満足、これか

れにホールやアリーナの説明を聞
聞きながらじっく

らどうやって使っていくのか
っていくのかを期待してみなさん

り１時間かけて見学しました。

帰られました。
（アクティブ・サポーターズ
アクティブ・サポーターズ K）

まず、中に入るとコンクリートの
るとコンクリートの匂いがして、
足場があちこちに組まれており、
、まだまだ工事中
という雰囲気。スタッフから何度
何度も足下に注意す
るよう言われながらホールへ。ここでは
ここでは、舞台袖
から舞台の広さをながめ、舞台上
舞台上の設備の説明を
受けました。客席は足場で入れないため
れないため、２階客
席の隅から見下ろしつつ、音響について
について聞きまし
た。
やマルチスタジオ、果てはトイ
それから、楽屋やマルチスタジオ
レまで、いろんな部屋をのぞいたりしつつ
をのぞいたりしつつアリー

▲泉（いずみ）ホールを見学中
見学中の様子

ナへ。
ないため、コンクリ
アリーナは床がまだ貼ってないため
ートがむき出しなものの、壁面と
と天井はかなり仕
上がっている感じ。中央に立って
って広さを実感しま
した。
参加者の声
●想像以上の建物に嬉しさでいっぱいです
しさでいっぱいです。棚田を
生かした建物で、本当に素晴らしいと
らしいと感激してい
ます。開館を楽しみにしています
しみにしています。
●景観にも配慮され素敵なところです
なところです。下呂の景色
がこんなによかったことに改めて
めて気付きました。
下呂市全体がにぎわいのある町
町（場所）になるこ
とを願います。
●市民が健康増進の為に使用できたり
できたり、趣味を生か
すために使用できたりするよう
できたりするよう、いろんな活動を
して頂き、常に稼働している、
、まさしくアクティ
ブな施設であってほしい。

▲マルチスタジオを見学中の
の様子

▲温（ホット）アリーナを見学中
見学中の様子

ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました
ありがとうございました。建物完成後の２
月には「内覧会」を開催予定です。完成した
した建物を市民のみなさんにご
覧いただく初めての機会となります。ぜひ
ぜひ、ご参加ください！！
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下呂交流会館は、市民の施設です。会館を創っていくの
も市民！ということで、交流会館に様々な形で携わってく
ださっている市民をご紹介します。今回は、泉ホールの舞
台で使用する大道具（所作台・平台など）を制作してくだ
さっている池戸さんをご紹介します。池戸さんの作業場に
お邪魔してきました！
舞台製作の仕事とは
仕事は怖いです。大道具は壊れるものだし、いつまでも新
しいわけではない。木自体によっても、場所によっても伸び
たり縮んだり、全然違う。木は生きているんです。木は自然

舞台製作の第一人者。これまでに５００以上の舞台及び所作台
等々の製作に係っており、北海道から九州まで全国の舞台製作に携
わる。また、歌舞伎役者 坂東玉三郎、中村吉衛門といった著名な役
者の舞台製作にも携わっている。
その他にも宮大工として、永平寺本山皇室用の明光台や高尾山薬
師寺山門などの他、京都三千院、鎌倉鶴岡八幡宮等々多くの神社仏
閣の仕事に携わっている。
■おもな舞台及び所作台制作実績
中日劇場・名鉄ホール・東京国立能楽堂・大阪松竹座・新橋演舞場
ほか多数

池戸さんの舞台の仕事に対する思い、下呂交流会館への願
いを伺った。
舞台のしごとはいつから
旧愛知文化講堂が封切り。そして名鉄ホール、中日劇場などの
仕事に携わった。こちら（下呂）に帰ってきたのは昭和４２年。
それからはお寺・宮・舞台の仕事に携わった。昭和４５年からは
ほとんど舞台の仕事をやっている。
今回、下呂交流会館の大道具製作を行うにあたって
今回地元に住んでいて、話を伺ったので大きなことは言えない
が、心のつながりでやらせていただこうと思っている。自分はま

自分はまだまだ未熟。。。。一生勉強です。。。。

池戸年夫さん（市内在住）
舞台製作者・宮大工

だまだ未熟なことばっかりで、死ぬまで一生勉強です。今でも５
０％～６０％ぐらいしか自分の気に入ったようにはできない。こ
れでいいというのは棺の中に入ったときだと思う。今回の仕事も
「やる」のではなく、「やらせていただく」という気持ちです。
しかし、やるからには完璧にやらなければいけないと思ってい
る。精一杯自分のできることは努力しようと思う。

舞台用語
■平台（ひらだい）
舞台上に屋台やひな壇を組んで舞台をかさ上げしたい時に用い
る台です。大きさはロクロク（６尺×６尺×４寸）、ヨンロク（４
尺×６尺×４寸）、サブロク（３尺×６尺×４寸）など様々な物が
あります。これに開き足や箱足などを用いて簡単に常高（１尺４
２1
寸）、中高（２尺１寸）、高足 （２尺８寸）などの高さの台を作り
ます。
※１尺は約 30.3 cm、１寸は 3.03 cm、１尺＝１０寸

においておくと土地に合うようになる。今回は地元なので、
この土地で木を空気にさらし、下呂交流会館に合うように作
っている。ちょっとした心掛けで、大道具は長持ちするもの
なんです。
池戸さんの作られた大道具が市民の皆さんや、演者に
使われるわけですが
自分が作ったものを市民の人に使ってもらうということ
でそれなりに愛着があればいいし、一年でも長く使っていた
だきたい。少しの心掛けで長く使えるものになる。
下呂は文化的に遅れていると思う。どう使うか、どうする
か、演者の相談を受けてやるといいのでは。

▲池戸木工所での取材の様子

■アクティブ・サポーターズのレポート
アクティブ・サポーターズのレポート■
アクティブ・サポーターズのレポート
初めてお合いする池戸さんは、小柄でニコニコと軽快
な話し方をする、気さくな人でした。
しかし、その話の内容は専門的で、いろいろな材料や図
面を見せてもらったのですが、ど素人の私にはついていけ
ない・・・。
所作台についても、寸法に正確ならいいんだろうと思っ
ていましたが、演者の足拍子をいかにいい音で響かせる
かという工夫がたくさんしてあり、職人さんのこだわりがあ
るんだと感心しました。
このようにこだわりを持って作っている分、愛情もぎっしり
つまっています。
大切に使いたいと思いました。 （K）

■所作台（しょさだい）
日本舞踊などの際に舞台上に敷く台です。天板は檜が貼って
あり、通常３尺×１２尺×４寸の大きさです。
所作台をひくと足のすべりがよく、裏側にちょうど角が当た
る形で当て木が通っているので、踏み降ろして「トントン」と
足拍子の音が響きます。
「檜舞台」とはここから来ています。
ちなみに所作台の上には決して土足や裸足で乗ってはいけま
せん。もし舞台関係者に土足で乗っている所を見つかったら、
もれなく「早く降りろー！」と乱暴な言葉を浴びせられるでし
ょう。みなさんもお気をつけくださいね。

お知らせ・イベント情報
情報
“こけらおとし”
こけらおとし”
東京フィルハーモニー
東京フィルハーモニー交響楽団
フィルハーモニー交響楽団
“こけら落とし“とは、舞台や劇場などが
などが新しく完成した
ことを記念して開かれる、そこでの最初の興業
興業・公演のこと
をいいます。
公演として「東京フ
下呂交流会館では、このこけら落とし公演
ィルハーモニー交響楽団」による演奏会を開催
開催することが決
定いたしました。
日本で最も歴史の
同楽団は平成 23 年に 100 周年を迎える日本
あるオーケストラです。また小坂町出身のファゴット
ファゴット奏者で
ある森純一氏が所属している
オーケストラでもあります。
なお、指揮者や曲目、チケ
ット販売等の詳細は、１１月
号「市政だより」でお知らせ
します。

・

・

プレイベント「
プレイベント「プレこけら落
こけら落とし」
とし」
こけら落としの開催に伴い
い、一足お先にプロの演奏家によ
るスペシャルコンサートを開催
開催します。
「プレこけら落とし」
として、2 回にわたるシリーズ
にわたるシリーズでみなさんにお届けします。
こけら落としの本格的なオーケストラ
なオーケストラ（管弦楽）の前に、
管楽器、弦楽器それぞれの特徴
特徴や素晴らしさに触れてみませ
んか？
一流のプロ奏者が馴染みのある
みのある曲で、楽器や音楽の素晴ら
しさを紹介します。
第一弾

プロオーケストラに所属する弦楽器
プロオーケストラに
奏者達によるスペシャルコンサート。
奏者達

平成２１
２１年１２月４日(金) 夜 星雲会館

第二弾

プロオーケストラに所属する管楽器
プロオーケストラに
奏者達によるスペシャルコンサート。
奏者達

平成２２
２２年２月１３日(土) 昼 交流会館
※都合により、内容を変更することがあります。

アクティブ・サポーターズ募集中
アクティブ・サポーターズ募集中
下呂交流会館では市民のみなさんが主体となって
となって運営に関
わっていただくため、
『アクティブ・サポーターズ
アクティブ・サポーターズ』を随時募
集中です。
しいイベントを実現させたい”
“イベント企画・提案をして楽しいイベントを
“来場者の方々にご案内をして人との交流を
を深めたい”
“専門技術をもって舞台裏や広報活動に活かしたい
かしたい”
など、みなさんの発想と行動力で、新しい街
街のシンボルを一
緒に創っていきませんか。
申込用紙（ホームページにあります）に必要事項
必要事項を記入
のうえ、交流会館開設準備室又は各地域の教育室
教育室に提出して
ください。
（下記 FAX でも受け付けます）

会館情報誌「
Times」を
会館情報誌「Active Times」
一緒に
一緒に作りませんか？
りませんか？
下呂交流会館の情報誌『Active
Active Times』の取材・編集等に
Times
ご協力いただける方を募集しています
しています。
今回の情報誌作成にも、アクティブ・サポーターズ
アクティブ・サポーターズにご協
力いただきました。
「写真を撮
撮るのが好き。」
、
「デザインやレ
イアウトを考えるのが得意！」
！」、
「取材をしたり、文章を書い
「
たりしてみたい。」、「とにかく
とにかく何かしたい！」そんな方を大
募集中です！
市民のみなさんにお届けするため、
下呂交流会館の情報を市民
お持ちのスキルを活かしてみませんか
かしてみませんか？
お申込みは、左記アクティブ
アクティブ・サポーターズと同様または、
サポーターズ
お電話にて受け付けております
けております。

施設利用申し
施設利用申し込み受付中
下呂交流会館では、来年４月以降ご利用の
の申込みを受付けております。
下呂交流会館は使用の規模や形態により、
、予約受付の時期が異なります。
・1 年前から予約受付開始となるもの
・6 か月前から予約受付開始となるもの

→

ホール全体やアリーナ全体を利用する大規模
大規模な大会等の催し
→

ホールやアリーナの一部を利用する会議や
や催し等

10 月 1 日から、下呂交流会館の一部を利用
利用する場合の予約受付が開始となります。10 月に
に予約ができるのは、
平成 22 年 4 月の利用分です。
※ 定期的に練習等に利用する場合の「定期的
定期的な利用」は、通常の利用とは別の予約受付となります
となります。
詳しくは下呂交流会館ホームページをご覧
覧いただくか、交流会館開設準備室までお問い合
合わせください。
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