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【山海塾 北九州芸術劇場】『遥か彼方からの―ひびき』リ・クリエーション 

2020年 2月 行程表 

公演日 開演時間 劇場 主催者 

『ひびき』リ・クリ

エーション 

2月 23日（日） 

 

 

14:00開演＠中劇場 

 

北九州芸術劇場 中劇場 

〒803-0812  

北九州市小倉北区室町 1-1-1-11 

TEL：093-562-2620 

FAX：093-562-2633 

舞台技術課直通：Tel.093-562-2650 

Fax.093-562-2588 

劇場顧問：津村 卓さん 

プロデューサー：龍 亜希さん 

制作：一田佳栄子さん 

市川瑞紀さん 

 

公益財団法人北九州市 

芸術文化振興財団 

 

(連絡先同左) 

 

演出・振付・デザイン：天児牛大  

演出助手：蟬丸 

舞踏手：竹内晶・市原昭仁・松岡大・石井則仁・百木俊介・岩本大紀・高瀬誠 

舞台監督：中原和彦 舞台監督助手：小野哲史  

照明：岩村原太・鈴木悟 音響：相川晶 制作：緒形彰・奥山緑 

☆皆様ご持参ください＝日当受取用ハンコ（シャチハタ NG）  

【スケジュール】 

日(曜日) 作 業 内 容 備考 

16（日） 9:00荷積み＠富山倉庫→北九州芸術劇場へ *車両情報(10t)：マイドさんから劇場一田佳栄子さんへ直接 

17（月） 

ダンサー入り 

搬入 

稽古 

【4名=竹内･松岡･百木・岩本】  

8:40集合 羽田空港 第 1 ターミナル 2F 

南ウィング出発ロビースターフライヤーカウンター 

9:15(羽田)→11：05（北九州）SFJ75 

【蟬丸】7:10富山→8:15羽田 ANA／ 

9:15羽田→11:05北九州 ANA3875 

北九州空港エアポートバスで劇場へ 

ノンストップ便で小倉駅バスセンター下車 

または、各駅停車で平和通り下車 

 

13：00搬入・仕込（敷物・割幕／持込） 

 

*稽古場でお渡しした eticket で、自動チェックイン機又は

カウンターにて各自チェックイン。 

*出発時刻の 15 分前までに保安検査場を通過して下さ

い。 

【天児】15：17小倉着 

【市原・石井】引雑 

【高瀬】11：17新幹線で小倉着（歩いて劇場へ） 

 

●現地大道具スタッフ 13時～18時 2名 

 *北九州では、お弁当の手配はありません 

 

18 日・19 日

(火・水)稽古 

稽古 
稽古＠中劇場 

可動式スピーカー：PC、ipad、iphoneなど接続可 

（終了後、劇場制作へ要電話） 

20(木) 

仕込 

【3名＝中原・鈴木・相川】 

羽田空港第 1 ターミナル 2F南ウィング 

出発ロビースターフライヤーカウンター 

07：45羽田→09：35北九州 SFJ73 

（劇場がタクシーを手配してくれています） 

10：30頃 劇場到着予定  仕込 

22：00（21：00）退館 

*お送りした eticketで、自動チェックイン機又はカウンター

にて各自チェックイン。 

*出発時刻の 15 分前までに保安検査場を通過して下さ

い。 

【小野】京都より新幹線で小倉着 

●現地大道具さん 10:30～22:00  1名 

●現地照明さん 10:30～22:00  4名 

*稽古＠セミナールーム 10：00～22：00 
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21（金） 

仕込 

10：00 作業開始 FOCUS 

22：00退館 

●現地大道具さん 14:00～21:00  1名 

●現地照明さん 10:00～22:00  4名 

【岩村】引雑 午後着 

【奥山】引雑 深夜ホテルへ 

22(土) 

舞台稽古 

10：00 作業開始 

12：30-15：30舞台稽古（照明確認中心） 

15：30-17：30直し、休憩 

（16：00-16：30 スペーシング） 

17：30-18：30 ゲネプロ準備 

18：30-20：00ゲネプロ（video収録・写真撮影有） 

21：00退館予定 

●現地大道具さん 12:00～20:00  1名 

●現地照明さん 10:00～21:00  2名 

【緒形】7:45羽田→9：35北九州 SFJ73 

北九州空港エアポートバスバスで劇場へ 

 

23（土） 

公演 

 

 

10：00作業開始 

（11：30-12：00 スペーシング） 

13:30 開場 

14:00 開演 『ひびき』リ・クリエーション初演 

15:30 終演／撤去・搬出   

→ジャンボタクシーで空港へ 

21：10北九州→22：40羽田 SFJ92  

(6名=松岡･百木・中原・鈴木・相川・緒形) 

●現地大道具さん 12:00～20:00 1名、15:30～20:00 1名 

●現地照明さん 15:30～20:00 4名 

 

 

 

 

 

 

 

 

←空港での座席指定となるそうです。 

24日（日） 

 

【蟬丸】引雑  羽田経由 10：55富山空港着 

荷下ろし＠富山倉庫 

 

【劇場】 北九州芸術劇場 

 

【ホテル】 西鉄イン小倉 

 

北九州芸術劇場 中劇場 

〒803-0812  

北九州市小倉北区室町 1-1-1-11 

TEL：093-562-2620 

FAX：093-562-2633 

http://www.kitakyushu-performingartscenter.or.jp/ 

小倉駅より徒歩 10分 

〒802-0003 北九州市小倉北区米町 1-4-11 

Tel:093-511-5454 Fax:093-511-5424  

http://www.n-inn.jp/hotels/kokura/index.php 

チェックイン＝15:00 チェックアウト＝10:00 

JR小倉駅より徒歩 4分 

朝食付き               （cf. 天児さんクラウンパレス小倉） 

宿泊者：蟬丸・竹内・松岡・百木・岩本・高瀬・中原・小野・岩村・

鈴木・相川・緒形・奥山    
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【今回のツアーメンバー連絡先一覧】   

 連絡 1 (TEL) 連絡 2 (email / FAX) 連絡 3 

山海塾 03-3498-9619 03-3498-9624  admin@sankaijuku.com 

蟬丸 090-3346-6089 moritaj@msa.biglobe.ne.jp  

竹内 晶 090-4379-2020 sho9t@yahoo.co.jp  

市原 昭仁 090-3432-1684 akihito@ichihara-t.com  

松岡 大 090-6105-0779 dmtsoka@gmail.com  

石井 則仁 080-9556-8190 ishiinorihito@gmail.com  

百木 俊介 080-5053-2229 100shiki100@gmail.com  

岩本 大紀 080-1787-3227 gan-x-gan@docomo.ne.jp taiki0iwamoto@gmail.com 

高瀬 誠 090-1390-1783 tokoma.sekata@gmail.com  

中原 和彦 090-9819-6916 nakaktoe@me.com  

小野 哲史 080-7964-9904 makuu46samurai155@gmail.com  

岩村 原太 090-8480-1572 pdd_glw@kmh.biglobe.ne.jp  

鈴木 悟 090-6706-4673 bell@moonlight-tokyo.co.jp  

相川 晶 080-1043-8262 soundweeds_aikawa@yahoo.co.jp  

緒形 彰 090-6526-6551 akira_3y@yahoo.co.jp  

奥山 緑 080-5021-6267 mdoriokuyama@gmail.com  

マイド  048-421-7161（マイド tel） 048-421-7122 （マイド fax） 

 


