舞台技
術
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修
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開催期間：平成30年 2月13日 （火）～17日 （土）
『grand MA2』ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
2月13日 （火）～2月15日 （木）

照明研修

場所：島根県民会館 2階 多目的ホール
定員
講師：有限会社タマ・テック・ラボ

50 名

『音響測定』 講座
2月15日 （木）～2月16日 （金）

音響研修

場所：島根県民会館 2階 202 会議室
講師：ヤマハサウンドシステム株式会社 定員

20 名

申し込み方法

『Vector Works』 セミナー
2月16日 （金）～2月17日 （土）

舞台研修

場所：島根県民会館 2階 多目的ホール
定員
講師：エーアンドエー株式会社

20 名

主催：公益財団法人しまね文化振興財団（島根県民会館）
・島根県
協力：有限会社タマ・テック・ラボ
ヤマハサウンドシステム株式会社
エーアンドエー株式会社

【お問い合わせ】
島根県民会館
施設利用課 施設管理･舞台振興グループ
TEL/0852-22-5510 FAX/0852-24-0109
Mail:stage@cul-shimane.jp

たくさんのお申込み
お待ちしております！

舞台技術研修会参加申し込み書 < 締切 /２月９日（金）>
E-Mail stage@cul-shimane.jp / FAX 0852-24-0109
講座ごと定員がございます。定員に達した場合は締切とさせていただきます。

役職名

フリガナ

所属団体名

個人参加

代表者氏名

□
所属等無い方は
こちらにチェック

電話

FAX

申込受付確認の
折り返し連絡方法

E-mail

FAX

E-mail

参加希望日

参加希望講座にチェックをしてください。複数の選択も可能です。

□
□
□

grand MA2 トレーニング
音響測定 講座
Vector Works セミナー

複数人でご参加の場合は、こちらに参加者全員の氏名をご記入ください。
役職名

氏

名

参加希望日

□
□
□
□
□
□
□
□
□

grand MA2 トレーニング
音響測定 講座
Vector Works セミナー
grand MA2 トレーニング
音響測定 講座
Vector Works セミナー
grand MA2 トレーニング
音響測定 講座
Vector Works セミナー

備考欄

お預かりした個人情報は、島根県民会館ならびに公益財団法人しまね文化振興財団の主催する文化事業実施及び案内にのみ使用し、適切に管理します。
※氏名、所属を当日配布の参加者名簿に記載致します。

公益財団法人しまね文化振興財団
島根県民会館 施設利用課 施設管理・舞台振興グループ
平成２９年島根県舞台技術研修会
照明研修：『grand MA2 トレーニング』日程のご案内
期間：平成 30 年 2 月 13 日（火）～15 日（木）
日時

内容

2 月 13 日（火）

「MA Lighting dot2 使い方紹介」

13:00～

受付

13:30～15:00

Dot2 概要～

15:30～18:00 頃

Setup～Cue の作成などトレーニング形式にて実施

2 月 14 日（水）

「grandMA2 初心者トレーニング 1 日目」

10:00~

受付

10:30~12:00

第1 部
・MA2 概要とプログラムの流れ

13:30~15:00

第2 部
・Setup

15:30~17:00

第3 部
・Channel・Fixtureの制御

17:30～19:00 頃

第4 部
・Sequence の作成

2 月 15 日（木）

「grandMA2 初心者トレーニング 2 日目」

10:00～

受付

10:30~12:00

第1 部
・Layout View、Sequence Sheet、Chaser

13:30~15:00

第2 部
・Cue の詳細な編集と保存

15:30~17:30 頃

第3 部
・Effect、簡単なMacro の紹介

※研修受講を希望される方は、裏面を必ずお読みください。

MA トレーニング in 島根 開催のお知らせ
いつもＭＡ製品をご愛用いただきありがとうございます。

来る2月13日～2月15日、grandMA2ならびにdot2の使い方トレーニングを開催
致します。参加ご希望の皆様は該当の申込書にてお申し込み下さい。
（会場の都合上それ
ぞれ定員設定させていただく事をご容赦下さい。） お申込みをお待ちしております。

初日2月13日午後からはdot2の使い方のご紹介を行います。定員は先着３０名様。
ご参加の際にはdot2 onPCのインストールされたPCをご持参下さい。

grandMA2初心者トレーニング は2月14、15日の二日間かけて初めて使う方を対象に
行います。二日ともそれぞれ定員５０名様。
ご参加の際は grandMA2 onPC のインストールされた PC をご持参下さい。

記
日時 dot2使い方 2月13日（火） １３時 ～ １８時頃
grandMA2初心者トレーニング
2月14日（水） １０時半～19時頃
2月15日（木） １０時半～1７時半頃

☆ソフトをインストールしたPCをご持参下さい！
初心者クラス → grandMA2 onPC

dot2の使い方 → dot2onPC

☆ＰＣを触りながら受講いただくことで、よりご理解いただけます。弊社にて数台は緊急用に
準備しておりますが、数に限りもあります。ぜひご自身でご用意下さい!!

公益財団法人しまね文化振興財団
島根県民会館 施設利用課 施設管理・舞台振興グループ
平成２９年度島根県舞台技術研修会
音響研修：『音響測定』講座日程のご案内
期間：平成 30 年 2 月 15 日（水）～16 日（木）
日時

内容

2 月 15 日（水）
9:30～

受付

10:00～11:00

開講
「音響測定」について
・音響測定の項目
・保守点検測定シートの見方
・測定データの見方など

11:00～12:00

「測定器」について-1

13:00～14:00

「機器の測定」
・パワーアンプ
・オーバーオール（入力から出力まで）など
「測定器」について-2

14:00～16:00

（音場の測定）
・音圧レベル
・周波数特性など

2 月 16 日（木）
10:00～12:00

「音の調整」について
・ソフトウェア Smaart Live を使って
・音のどの部分が見える？

13:00～15:00

「プロセッサー」について
・YAMAHA DME64N の中身を作ってみよう

15:00～

質疑

15:30

終了

・個人のノート PC をご持参ください。
・研修後半の「プロセッサー」についてで、YAMAHA DME64N のソフトウェアを使用します。
・以下のソフトウェアをダウンロードし、インストールをお願いします。
http://www.yamahaproaudio.com/japan/ja/products/processors/dmen/downloads.jsp
※参加を希望される方は、必ず裏面をご確認ください。

公益財団法人しまね文化振興財団
島根県民会館 施設利用課 施設管理・舞台振興グループ
平成２９年島根県舞台技術研修会
舞台研修：『Vectorworks』セミナー日程のご案内
期間：平成 30 年 2 月 16 日（金）～17 日（土）
2 月 16 日（金）10:30～17:00
●10:00

[受付開始：10:00～10:30]

受付開始

●10:30～12:30：Vectorworks スタートアップセミナー
テーブルや椅子を題材に、2D 図形や 3D モデルを作成。さらに作業効率を高める「シンボル」
「ワークシート」「シートレイヤ」機能を体験いただきます。
●13:30～15:30：Vectorworks 3D モデリングセミナー
Vectorworks の基本機能を使用して、照明機材やバトン、簡単な幕からドレープのかかった少
し複雑な幕のオブジェクトなどのモデリング方法を体験いただきます。
●16:00～17:00：Vectorworks VR 体験セミナー
いま各分野でブームとなっている VR（バーチャルリアリティ）を Vectorworks で手軽に体験
することができます。Vectorworks で作成した劇場や野外コンサート空間を携帯端末などで体
験いただきます。
2 月 17 日（土）10:30～16:30
●10:00

[受付開始：10:00～10:30]

受付開始

●10:30～12:30：Vectorworks Spotlight スタートアップセミナー vol. 1

野外ステージ編

野外イベントにおけるステージ製作をテーマに、Vectorworks Spotlight に搭載されているト
ラス、照明機材、音響機材のオブジェクトや、客席空間の製作ツールを使用した 3D モデルの
作成と、2D 平面図、立面図の取り出す流れを体験いただきます。また、ワークシートなどを
使用した機材一覧表の作成を行います。
●13:30～16:30：Vectorworks Spotlight スタートアップセミナー vol. 2

劇場編

劇場におけるステージ製作をテーマに、ステージ周りに関係する各種バトン、一文字幕や袖幕
照明機材、音響機材を設置していき 2D 図面と 3D モデルを同時進行で作成する流れを体験い
ただきます。劇場では特に重要なステージと客席の高さ関係を確認するための断面図作成や、
劇場在庫数に対する使用機材の数量が一目でわかる機材一覧表作成もご紹介いたします。
当日は Vectorworks 2018 を使用してハンズオンセミナーの進行をいたします。
・動作環境について：http://www.aanda.co.jp/Vectorworks2018/sysreq.html
・Vectorworks 2018 評価版のダウンロード：http://www.aanda.co.jp/Vectorworks2018/demo_index.html
・当日、パソコンの貸出し（限定：15 台まで（Windows 機 10 台、Mac 機 5 台））が可能です。
先着順となりますので、ご希望の方は、お早目に会場にお越しください。

