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『話しグルマ』　応募用紙

応募〆切＝1月5日［月］17:00 必着　郵送か直接持参

下記のチェック欄に○印をつけ、必要事項を記入してください。

氏　名

ふりがな
男    ・    

女

西暦

満　　　　　　   歳

年

月　　　　   日生まれ

携帯
電話

自宅
電話

FAX
（あれば）

メール
アドレス

P　C

携  帯

ふりがな

現 住 所

応募動機

保護者 保護者が直接ご記入いただきますよう、お願いいたします。

現住所

ふりがな

氏　名

ふりがな

〒　　　　　ー　　　　　　
メールアドレス

電話番号 FAX

応募先＝穂の国とよはし芸術劇場 PLAT　〒440-0887　愛知県豊橋市西小田原町123番地　TEL 0532-39-8810

A B
チェック欄 チェック欄

舞台美術製作補助希望 衣装補助希望

18歳未満の方は参加に際して、保護者の同意が必要です。

職     業（学生の場合は学校名）

C 制作補助希望
チェック欄

□第一次稽古
2015 年 1 月 9日［金］～12 日［月・祝］、16 日［金］～ 18 日［日］
※平日は 19:00～21:30　土日祝日は 13:00～19:00
□第二次稽古
2月 17 日［火］～ 3月 8日［日］
※平日は 19:00～21:30　土日祝日は 13:00～19:00
□劇場仕込日
2015 年 3月 9日［月］
□劇場リハーサル
３月 10 日［火］11 日［水］・12 日［木］・13 日［金］リハーサル・ＧＰ　
※夕方・夜を予定
□本番　会場：主ホール
３月 14 日［土］14:00 開演　公演①・15 日［日］14:00 開演　公演②
※劇場リハーサル・本番期間中は必ず参加。
　稽古期間中は事情に応じてスケジュール調整します。
※3/14-3/15 の本番中は終日を予定。
※稽古期間中は事情に応じてスケジュールを調整いたします。

近藤芳正

http://toyohashi-at.jp 平成26年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

お問合せ
公益財団法人豊橋文化振興財団（穂の国とよはし芸術劇場 PLAT 内）
〒440-0887 愛知県豊橋市西小田原町123 番地　TEL0532-39-8810　

□ステージング＝小野寺修二　
□映像＝山田晋平
□出演＝オーディションで選ばれた一般市民
□出演・演出補＝大谷幸広、小野寺ずる、憲俊
□主催＝公益財団法人豊橋文化振興財団　　
□共催＝豊橋市

憲俊

ス
タ
ッ
フ
募
集

今年８月に出演者オーディションを実施し、一般市民３４名の出演が決まりました。
出演者と共に裏方スタッフ（舞台美術製作、衣装手直し・メンテナンス、ヘアメイク、制作助手など）として
作品を創っていく仲間を募集いたします。演劇経験のある方はもちろん、未経験者の方でも大丈夫です。
皆さんのご応募お待ちしております。

２０１５年３月１４日［土］―１５日［日］両日とも１４時開演

構成・演出　近藤芳正
構成・演出助手　山田佳奈

穂の国とよはし芸術劇場PLAT主ホール

企画スケジュール 募集概要
プロのスタッフと一緒に、裏方スタッフとして
『話しグルマ』を創っていく仲間を募集します。
□申込＝左記の応募用紙に必要事項記入のうえ、
プラット窓口へ持参か郵送にて。
□募集人数＝若干名（未経験者OK）
□応募資格＝高校生以上で
積極的に体を動かすことを厭わない方。
□応募締切＝2015 年 1月 5日［月］17:00 必着
※稽古、本番に際しての会場までの交通費は
各自でご負担いただきます。
※18 歳未満の方は参加に際して、保護者の同意が必要です。
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