
令和 3 年 8 月益田市民吹奏楽団第 34 回定期演奏会実行委員会報告 

令和 3 年 8 月 4 日 

出席者：椋、兼廣、三浦、青木、山本 

 

1．各係からの報告・検討事項 

○企画係  

・今回はなるべく費用をかけず、最低限の照明で演出を検討した。（別紙参照） 

・前日、当日のタイムスケジュール →企画係で作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ひな壇は、今年は 2 段にする。 

2 段目は高さ 30、奥行き 120。3 段目は高さ 60、奥行き 240。 

・タイムスケジュールは、8/15 の練習で配付できるよう準備しておく。→企画係 

当日は、大楽屋 1・2、小楽屋、廊下に掲示する。 

・前日 21 日の練習は、ＭＣは入れずに曲の練習を中心に行う。 

・マイクは、前日は指示出し用の 1 本のみでＯＫ。 

 

○広報係 

・プログラムの構成について 

 各パートに名前の掲載許可を確認→全パート掲載 OK 

 500 部作成。当初 400 部作成の予定だったが、団員・広告主への配付分を考慮して変更。 

・お知らせ方法について 

 山陰中央新報、お知らせ放送に、それぞれ掲載・読み上げをしてもらえるよう原稿を用意。 

・アンケートの準備状況 

 アンケートは作成済。500 部印刷予定。 

・プログラムへのチラシ・アンケートの挟み込み作業について 

 前日 21 日の 21:00～ 広報係は挟み込み作業にまわる。当日様子を見て人数を調整する。 

 

 

21 日 18：00～ 舞台設営 
   19：00～21：00 練習 と 照明仕込み 
   21：00～22：00 客席の貼り紙（490 枚）とホワイエ準備  
            客席は 1 席ずつ空ける、ステージ前、花道前も 2～3 列空ける 

→ホワイエは前日から準備できるか確認（山本）   
 
22 日 9：00～10：00 照明・音響直し  楽屋サロンなどで音出し 
   10：00～10：20 ごろ 流れの確認 
           主に 2 部 ファンファーレからのつながり、曲のつなぎ、 

踊り隊の導線確認、最後の挨拶のマイク取り回しなど 
   10：30 頃～12：00 過ぎ 通しリハーサル 
   12：00～ 休憩 最終チェック 

12：45 受付スタッフ集合、説明 
   13：00～13：15 写真撮影 
       ※出演者のみで撮影。グラントワの人にお願いする。 
   13：30 開場 ウェルカム演奏 
   14：00～14：30 一部 
   14：45～15：30 二部 
        お見送り、片付け、客席の貼り紙をはずす、客席の消毒 

 →客席の消毒は、こちらで行うのかグラントワに確認（山本） 
   17：00 撤収完了 



○庶務係 

・受付について 

 受付スタッフは 12 時 45 分に集合。謝礼は弁当ではなく 500 円分のクオカード。 

 小ホールで別の催しがあるため、来場者の列が長い場合はホワイエに入ってもらう。 

 検温は早めに開始する。 

 チケットに連絡先を記入していない人は、受付開始前に書いて貰えるように案内する。 

  →お願いを書いた紙を準備し持って回る（庶務係で準備） 

ペグシルは 50 本準備する 

・お弁当について 

 ほっともっとで税込 500 円。希望や集金袋は準備する予定。片付けは庶務係で行う。 

 マナーをもって片付けて貰えるようお願いの言葉を添える。 

・アルコール消毒液は 3 個準備。 

・録音について 

グラントワにお願いする。（費用は 3,900 円）→グラントワにお願い（山本） 

 ＣＤにするか、ホームページにアップするかは、庶務係で検討する。 

・使用する楽屋 

 大楽屋 1、大楽屋 2、小楽屋（ＭＣ用）を使用する。 

・DVD 撮影を依頼している業者は、フィルムノアール。→グラントワに伝達（山本） 

 

2．今後の予定 

８/15（日） 通しリハ（19：30～基礎合奏後、リハーサル開始予定） 

８/21（土） 大ホール（19：00～ＭＣなしでリハーサル） 

８/22（日） 当日（午前ゲネ、午後本番 ～15：30 終演予定） 

 

3．その他 

・当日は小ホールで同じ時間帯に催しが予定されているため、できる限り乗り合わせで。 

搬入口に車をおいても良い 

・楽器のつば受け（ペットシート）を準備する。雑巾は不可。 

・ベーズアンプが必要。→グラントワに伝達（山本） 

・「東京五輪音頭」にて和太鼓を使用。 

・新型コロナウイルス感染症による移動制限などで坂根先生の参加ができなくな

ったときの対応について、団長に相談する。→山本 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 照明案 

〈1 部〉 

 

〈2 部〉 

 

 

 

 

演奏曲 照明 器具、演出等 スタンドプレー

「ドルフィン　イン
     ザ　スカイ」

白 ・曲始まりで緞帳上げる

MC（影アナ） ステージややダウン

「インビクタ」
白

MC（影アナ） ステージややダウン

「大行進曲　大日
本」

白

MC（影アナ）

「あんたがたどこさ
の主題による行進

曲」

MC（影アナ） ステージややダウン

「春の猟犬」

影アナ 客席明転 ・緞帳下げる

演奏曲 照明 器具、演出等 スタンドプレー

「東京オリンピック
マーチ　ファン
ファーレ」

客席ダウン

※花道は固定の明かりで
明るくする（ピンスポは
使わない）

・ファンファーレ隊（4名）
は下手花道から出て、花道
で演奏
・演奏後半に緞帳が上がる
※緞帳はファンファーレ終
了直前に素早く上げる

「東京オリンピック
マーチ」

前奏：花火を映し出す
　　　（赤青緑黄の4色）
①～　黄
④～　緑
⑤～　青←色が出にくい
　　　　　おまかせする
DC～　赤

※サーチライト　片側3台
（1台160円×3）→両側で6
台（計960円）→ゲネでも使
用するので、960円×2＝
1,920円

MC

「栄光の架け橋」

L～　サイドは赤で白の
サーチライト
※或いはサーチライトに
五輪色がつけられるか
→横に3つずつ
　左右共に真ん中を白、
背景色も含めて5色

※サーチライトは熱くなる
ので、途中での色の取り替
えは難しい。取り替えは団
員が行う形になる。サーチ
ライトを、横ではなく後ろ
に並べる方法もある。

C　Tｐ……スタンド、ピンスポ
D　Sax……スタンド、ピンスポ
Kの1小節前～　Fl、Kの4小節目
～Ob……スタンド、ピンスポ

MC

ステージややダウン
ピン：MCへ



 

「風が吹いている」

A～　うすい緑
D～　水色に雲を浮かせる
　　　　→1枚220円→ゲ
ネでも使用するので、220
円×2＝440円
　　　　グラデーション
DS～　うすい緑

MC

ステージややダウン
ピン：MCへ

「星影のエール」

最初～　夕暮れに星
※豆球の使用は別料金？
E～　少しずつ明るくなる
イメージ（白を入れてい
く？）

※ミラーボールを使用

※ミラーボール　920円→ゲ
ネでも使用するので、920円
×2＝1,840円

Eの1～2小節　Sax……スタンド
Eの4小節終わり～7小節　Cl、
Sax、Tp……スタンド

MC

ステージややダウン
ピン：MCへ

「東京五輪音頭」

最初の4小節　暗→明るく
A～Eの前はミラーボール
を回す
（A赤　B青　C黄　D緑　E
オレンジなど使ってない
色）
Aの前、E、Codaはサーチ
ライトを入れて派手にす
る

・ミラーボール、うちわ使
用

・踊り隊は下手から登場。
一列に並んで踊る。

アンコール
「ドリフずっこけ大

集合！！」

開始は暗くして、徐々に
明るく
Aの前のホイッスルで一気
に明るく
A～　客席にランダムにピ
ンを流し当てる→団長挨
拶では団長にピンを当て
る
B～　白
Gの2小節前　ピンク
（ピン：ソロ演奏者へ）
G　ミラーボール
H　白
J　緑→Kにかけて薄くし
ていく
M　オレンジor黄
N　紫or濃い青　客席に向
けてライトを点滅（160円
×4台）
Oの4小節前で明るく
P～　サイドを赤、白の
サーチライト、団長が出
てきたらピンを当てる

ドラムは良いタイミングで
演奏開始。
A～花道から踊り隊が登場。
　　一列で中央通路から入
り、ステージ下で両サイド
に分かれて登壇。
Bに入らず、団長挨拶。
B～踊る。
E  踊り隊は客席などばらけ
て走って逃げる。
G　ソロは前に出る。
N　踊り隊2～3名でヒゲダン
ス、バケツパフォーマン
ス。
P　2回目より団長は前に出
て一言コメント。

G　ソロ1回目Tp
   　　2回目Tb、Ob
　演奏者は前に出てピンスポ

ステージ暗転　緞帳を下げ
る


