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【 文化会館 】山口県周南市徳山5854−41（0834−22−8787）http://s-bunka.jp/bunka/

平成30年度文化会館プログラム
●フォレスタコンサートin山口

発売中

▶５／１９
（土）
１４：００

●シャルル・リシャール＝アムラン
ピアノリサイタル

発売中

▶５／２０
（日）
１４：００

●さだまさし
４５周年記念コンサート
（仮）

完

売

▶６／２
（土）
１７：００

今月発売
●しまじろうコンサート
たんけん！うみのワンダーランド

▶６／９
（土）①１３：３０②１６：１０
◎会員発売 ５／１５
（火）
◎一般発売 ５／１９
（土）

●第28回西京コンサート
ロシア・ナショナル管弦楽団

今 月発 売 !

歌っておどって♪
家族・お友だちと楽しめる
参加型コンサート！
さあ、
ワクワクいっぱいの
探検に出かけよう！
1回目１３：３０

6/9（土）2回目１６：１０
周南市文化会館

全席指定 3，00０円（会館特別価格）

※3歳未満は保護者1名につきお子さま1名までひざ上無料（席が必要な場合は有料）

◎会員発売5／15（火） ◎一般発売5／19（土）

※会員発売においては、家族会員の方は４枚を超えてご家族登録人数まで購入可。

◎お問合せ
発売中

指揮：ミハイル・プレトニョフ ピアノ：牛田智大

▶６／２３
（土）
１５：００
発売中
●Ｋ−ＵＮＩＯＮ４０
Dance Dance Dance!! とき
〜心踊るシンフォニックな瞬間〜

▶７／１
（日）
１４：００

●槇原敬之
完 売
Makihara Noriyuki Concert 2018
▶７／１９
（木）
１８：３０

発売中
●古澤巌 バイオリンの夜
ストラディヴァリウス・サン・ロレンツォを弾く

▶７／３０
（月）
１９：００

●郷ひろみ
発売中
Hiromi Go Concert Tour2018
-Urban Velocity- UV
▶８／２５
（土）
１８：００

今月発売
●ナオト・インティライミ
全国47都道府県弾き語りツアー２０１８

▶８／３０
（木）
１８：３０
◎会員発売 ５／26（土）
◎一般発売 7／28（土）

周南市文化会館 ０８３４−２２−８７８７
しまじろうコンサートお客さま窓口（通話料無料）
0120−988−883（受付時間9：00〜21：00）

ナオト・インティライミ

こんなの初めて!!
ナオト・インティライミ
独りっきりで全国47都道府県
弾き語りツアー２０１８

2010年にデビューした、
シンガーソングライター、
ナオト・イ
ンティライミ。大学を卒業後「世界一周48ヶ国の旅」
に挑
戦、帰国後に本格的な音楽活動をスタートさせました。名前の由来はケチュア語で
「太陽の祭り」
という意味。
その名前の通り、明るく開放感に溢れたサウンドや耳に残るメロディ、
ストレートで飾り
気のない優しい歌詞は多くの若者に支持されています。今回、全国47都道府県ツアーでの周南
公演が決定しました。
チケットのお求めはお早めに！

8/30（木）１８：３０ 周南市文化会館

指定席6，48０円 立見5，98０円 ※3歳以上チケット必要
◎会員発売５／２６
（土）※枚数限定。なくなり次第販売は終了します。
◎一般発売７／２８
（土）
◎お問合せ 夢 番 地 広 島 ０８２−２４９−３５７１
周南市文化会館 ０８３４−２２−８７８７
【プレイガイド】
（ 周南）文化会館（ローソンチケット）[発売日の み特電] 0570-084-661[発売日翌日以降]
0570- 084 -00 6〈 Lコード69 159 〉
（ チケットぴ あ）[発売日の み 特電] 05 70 -02 -99 23[ 発売日翌日以降 ]
0570-02-9999〈Pコード349-953〉(イープラス)http://eplus.jp

今 月開 催 !

フォレスタコンサート in 山口 シャルル・リシャール=アムラン
ピアノリサイタル

開催決定
●ＨＹ
2018-2019 HY 47都道府県ツアー

注目のピアニストが
お届けする
ショパン&シューマン

▶１１／２５
（日）
１７：００

開催決定
●Little Glee Monster
Live Tour 2018〜Calling!!!!!

▶１１／17(土）17:30

●野村万作･萬斎 狂言の会
▶１１／３０
（金）

開催決定

※当写真はイメージです。

（C）ＢＳ日テレ

5/19（土）14：0０ 周南市文化会館 5/20（日）14：0０ 周南市文化会館
全席指定 Ｓ席５，
５００円 Ａ席５，
０００円
※３歳以下入場不可

◎お問合せ 山口放送企画事業部 ０８３４−３１−９３００

周南市文化会館 ０８３４−２２−８７８７

全席指定 Ｓ席4，0００円 Ａ席3，
０００円
※財団会員30０円割引
※未就学児入場不可

◎お問合せ 周南市文化会館 ０８３４−２２−８７８７
周南市文化会館

1

2018.05.01

イベントインフォメーション

大 ホ ー ル

周南市文化会館

〈休館日：今月は2日・16日
（毎月第1・3水曜日休館）
〉 〒745-0874 山口県周南市徳山5854-41
催

物

名

入場料

1(火） 平成３０年度周南市小学校研修会総会
3
（木・祝）

１０
（木）

開場

ふたりの王子

平成３０年度周南市戦没者追悼式

関係者

平成３０年度周南市戦没者合同追悼法要

関係者

-

全席自由
大人1,000円

１５
（火） 日本香堂ご愛用者謝恩観劇ご招待会「明日の幸福」 招待制
水谷八重子、
若林豪、
内海光司、
芳本美代子ほか

連絡先

周南市小学校研修会

０８３４-２２-８４６５
（地域福祉課）

9:30 10:30 周南市

10:40 12:00 周南市連合遺族会

０８３４-２２-２１１５
（周南市社会福祉協議会)

12:30 13:00 17:00 徳山ライオンズクラブ

０８３４-２１-４４１８

11:00 12:00 16:00 株式会社日本香堂

０８２-２９３-００８２

KRY山口放送

※３歳以下入場不可

シャルル・リシャール＝アムラン
ピアノリサイタル
※未就学児入場不可

全席指定
Ｓ席4,000円
Ａ席3,000円

13:30 14:00 15:45

周南市文化振興財団 0834-22-8787
（周南市文化会館）
ｔ
ｙ
ｓテレビ山口

関係者

12:00 13:00 16:00

公益社団法人
０８３４-２５-６２６２
周南市シルバー人材センター

関係者

12:30 13:00 14:30 山口県私立幼稚園協会

0834-25-2469
（池田）

13:00 14:00 16:00 女声合唱団ℓあい

０９０-４６９６-６７７９
（野村）

平成３０年度公益社団法人

周南市シルバー人材センター定時総会

第２３回定期演奏会

全席自由
1,000円
（当日1,100円）

女声合唱団ℓあい

各

催

物

周南市文化振興財団

名

入場料

会場

室

11
（金）
12
（土）

ミシンPit 2018年度感謝祭

無

料

練習室3

12
（土）
13
（日）

第４７回建築家展

無

料

3階
展示室

第２８回西京コンサート入門講座

開場

終了

主催者

10:00 18:00

（１2日） 15:30
10:00 17:00

ミシンPit周南店

０８３４-３９-１１２３

時盛建設㈱
A S J 周南スタジオ

０１２０-１９-３１５９

無 料
練習室１ 14:00 16:00 周南市文化振興財団
（要事前予約）
ストラヴィンスキー 〜バレエ音楽「火の鳥」から始まった創造の回廊〜

18
（金） 書道用品展示会

無

料

２０
（日） 池坊徳山支部青年部花展

無

料

3階
展示室

10：00 16：00 池坊徳山支部青年部

２６
（土） 児玉源太郎顕彰会平成３０年度総会&記念講演会

無

料

3階
展示室

14:00 16：30

第１６回あんさんぶるマスタークラス

前売券情報

１日券
2,000円
２日共通券
3,000円

練習室１ 10：00 15：30 有限会社 泰盛堂

リハーサル室

9:30 18:55

（27日）18:00

（文化会館事務所で発売中・4月20日現在）℡.0834-22-8787

周南市文化会館

5／3（木・祝） 劇団カッパ座
13:30
「ふたりの王子」

●全席自由 大人（中学生以上）2，500円
こども（3才〜小学生まで）1，500円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5／13（日） 第3回徳山ライオンズクラブ
13:00
チャリティー石見神楽

●全席自由 大人1，
000円
中学生以下（保護者同伴で）無料

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5／19（土） フォレスタコンサート
14:00
in 山口

●全席指定 S席5，500円 A席5，000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5／20（日） シャルル・リシャール＝アムラン
14:00
ピアノリサイタル
●全席指定 S席4，000円 A席3，000円

5／26（土） 第16回あんさんぶる
9:30〜18:55 マスタークラス（リハーサル室）
5／27（日） ●聴講料 1日券 2,000円

9:30〜18:00
（入退室自由）

児玉源太郎顕彰会

周南市文化振興財団
あんさんぶるマスタークラス
実行委員

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6／2（土） さだまさし
17:00
45周年記念コンサート（仮）
●全席指定 8,640円 立見8,100円
SOLD OUT

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6／9（土） しまじろうコンサート
①13:30
「たんけん！うみのワンダーランド」
②16:10

◎会員発売5/15(火) ◎一般発売5/19(土)
●全席指定 3,000円(会館特別価格）

0833-71-2752
（曽根）
0834-22-8190
090-4050-4884
（実行委員・大谷）
0834-22-8787
（周南市文化会館）

●全席指定 S席9,000円 A席8,000円
B席7,000円 C席6,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7／1（日） K-UNION40
14:00
Dance Dance Dance！
！
※会員ご招待
●全席自由 一般2,000円
高校生以下 1,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7／5（木） 山下達郎
18:30
ＰＥＲＦＯＲＭＡＮＣＥ２０１８

※文化会館での発売はありません。山下
達郎オフィシャルサイトをご覧ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7／14（土） 舞台 たからモノ
18:30

※
周南市文化会館

082-854-0535

指揮：ミハイル・プレトニョフ
ピアノ：牛田智大

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●全席自由 1，
000円

0834-22-8787
（周南市文化会館）

6／23（土） 第28回 西京コンサート
15:00
ロシア・ナショナル管弦楽団

2日共通券 3,000円

5／27（日） 女声合唱団ℓあい
14:00
第23回定期演奏会

0834-22-8787
（周南市文化会館）

連絡先

13
（日） 講師：布施安浩氏

2

０８３４-３１-０８２５

13:00 14:00 16:00 BS日テレ

２５
（金） 平成３０年度 山口県教育振興大会

２６
（土）
２７
（日）

0834-22-8830
（今宿小学校）

全席指定
Ｓ席5,500円
Ａ席5,000円

ｉ
ｎ山口
１９
（土） フォレスタコンサート

２7（日）

℡.0834-22-8787

主催者

12:30 13:30 15:30 徳山カッパ友の会
9:00

※中学生以下保護者同伴無料 （当日1,200円）

２３
（水）

終演

（予定）
（予定）（予定）

全席自由
大人
（中学生以上）
2,500円
こども（３歳〜小学生まで）
1,500円

創立50周年記念公演劇団カッパ座

開演

13:30 13:45 14:30

関係者

１３
（日） 徳山ライオンズクラブチャリティー 石見神楽

２０
（日）

EVENT INFORMATION 2018.5

●全席自由 一般3，500円 学生2，000円
は財団会員割引があります。

2018.05.01

シャルル・リシャール=アムラン 郷ひろみ
ピアノリサイタル
Hiromi Go
Concert
Tour 2018

演奏予定曲

ショパン／
バラード 第1番 ト短調 op.23 バラード 第2番 ヘ長調 op.38
バラード 第3番 変イ長調 op.47 バラード 第4番 ヘ短調 op.52
シューマン／
アラベスク ハ長調 op.18 幻想曲 ハ長調 op.17

-Urban Velocity- UV

２０１５年ショパン国際ピアノ・コンクールで
第2位とクリスチャン・ツィメルマン賞
（ベスト・

２年ぶりの周南公演決定！
！

ソナタ賞）
を受賞し同世代の中でも最も重
要なピアニストと注目されているアムラン。
中でもＭ.アルゲリッチ、
Ｐ.アントルモン、
ダ
ン・タイ・ソン、
Ｄ.ヨッフェ等の審査員から最高の評価を獲得しています。
ショパン
後期の作品を収録したファースト・アルバムが2015年9月にアナレクタ・レーベル
からリリースされると、
世界中の評論家から賞賛をうけるなど高い評価を得てい
ます。
2016年5月の日本でのリサイタル・デビューは各地で絶賛されています。

5/20（日）１４：００ 周南市文化会館

全席指定 Ｓ席4，00０円 A席3，00０円 ※財団会員３００円割引
◎お問合せ

8/25（土）１8：0０ 周南市文化会館

全席指定 7，50０円 ※3歳以上チケット必要 ※3歳未満入場不可
◎お問合せ 周南市文化会館 ０８３４−２２−８７８７
キャンディープロモーション ０８２−２４９−８３３４

本番終了後、CD購入者を対象にサイン会を実施します。

※未就学児入場不可

今年でデビュー４７周年を迎えた郷ひろみ。
ますますパワフルでエネルギッ
シュなステージでファンを魅了し続けています。進化し続けるHIROMI GOの
今をお見逃しなく！

【プレイガイド】
（周南）文化会館・演奏堂（下松）
スターピアくだまつ（防府）
アスピラート
（ロー
ソンチケット）0570-084-006〈Lコード63012〉
（チケットぴあ）0570-02-9999〈Pコード
107-026〉(イープラス)http://eplus.jp

「古澤巌 バイオリンの夜」

周南市文化会館 ０８３４−２２−８７８７

【プレイガイド】
（周南）文化会館・演奏堂（下松）
スターピアくだまつ（防府）
アスピラート
（山口）
山 口 井 筒 屋（ローソンチケット）0 5 7 0 - 0 8 4 - 0 0 6〈Ｌコード：6 1 3 8 6 〉
（ チケットぴ あ ）
0570-02-9999〈Ｐコード：100-695〉

周南市民劇場 第３１０回例会

加藤健一事務所 vol.102

ストラディヴァリウス・
サン・ロレンツォを弾く

「煙が目にしみる」 7/30

（月）19：００

周南市文化会館

Ｓ席５，
０００円 Ａ席４，
０００円
※財団会員5００円割引 ※未就学児入場不可

【出演】
加藤健一 、山本郁子、天宮良、加藤忍、伊東由美子、
佐伯太輔、菊地美香、伊原農、久留飛雄己、吉田芽吹、
照屋実、新井康弘

とある田舎の斎場で偶然出会った、北見栄治
と野々村浩介。頭には三角の布、手には数珠、前
進白ずくめというスタイルの二人。生まれて初め
て
（？）
の長旅に、
良き相棒が見つかった･･･。
ニコ
ニコ手を振る年老いた母と、満開の桜に見送ら
れて、見知らぬ世界への珍道中、
いざ、
スタート！

6/１8（月）１８：３０
6/１9（火）１3：３０

◎お問合せ 周南市文化会館 ０８３４−２２−８７８７

古澤巌さんは今回で４回の周南公演ですが、単
独公演は今回が初めてです。
４月１１日に発売した
最 新アルバム
「スウィンギン・フーガ」は、T O K Y O
FM/JFN「LOVE＆HOPE〜ヒューマン・ケア・プロ
ジェクト」イメージソング めぐり逢い2018 を含む、古澤巌の「フーガ・シ
リーズ」第2弾。弦楽四重奏団「品川カルテット」
（ 古澤巌：1st Violin、福
田悠一郎：2nd Violin、TAIRIKU：Viola、髙木慶太：Cello ）で奏でる
イタリアの作曲家ロベルト・ディ・マリーノ新曲集、
ジプシースウィングなバッ
ハ他全15曲収録作。
「 神のヴァイオリン」
と呼ばれる古澤巌の美しいヴァイ
オリンの音を存分に堪能出来るニューアルバムです。
なお、
この公演では
特別に1718年製ストラディヴァリウスEX-ビオッティ
「サン・ロレンツォ」
を使
用します(宗次コレクションより)。

予定曲目 マドリガル、ノクターン、
タイスの瞑想曲、チャルダシュ etc.

周南市文化会館

会員制
（周南市民劇場への入会が必要です）

◎お問合せ 周南市民劇場 TEL:0834-21-7097／FAX:0834-21-7093
緑の木々を眺めながら、
旬の素材を使った和洋豊富な
メニューをお楽しみ下さい

【プレイガイド】
（周南）文化会館（下松）
スターピアくだまつ（防府）
アスピラート
（山口）山口井
筒屋（宇部）宇部井筒屋（ローソンチケット）0570-084-006〈Ｌコード：61547〉
（チケットぴあ）
0570-02-9999〈Ｐコード：112-547〉

新発売!!

マチカフェフローズン
文化会館の行事に関係なく営業しております
周南市文化会館2F 定休日／水曜日
営業時間／10：30〜17：00（大ホール行事時19:00迄）

TEL・FAX ０８３４-３１-１３５８
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コーヒー
ストロベリー
各

295円（税込）

2018.05.01

第28回西京コンサート ミハイル・プレトニョフ指揮

フォレスタコンサート in 山口

ロシア・ナショナル管弦楽団

ＢＳ日テレで毎週
月曜日２１時〜好評
放送中の
「ＢＳ日本・
こころの歌」。
（C）ＢＳ日テレ
日本の素 晴らし ※当写真はイメージです。
い風土と文化を歌い継ぐ、
というテーマのこの番組のレギュラーとして誕生
し、多くの出演経験も重ねて、現在も絶え間ない研鑽を続けています。
美しい日本の言葉 美しい旋律 を次世代に歌い継ぐという番組の志そ
のままに、童謡・唱歌、
さらに歴史に刻まれた
『想い出の名曲』
を周南市文化
会館でまた熱唱します。
番組のテイストそのままに、
「こころの歌」温故知新お楽しみ下さい。

＜ピアノ＞ 牛田智大

「ロシア芸術で最高の生きたシンボル」
（ﾏｲｱﾐ･ﾍﾗﾙﾄﾞ紙）
「人が望み得る完璧に
最も近い演奏」(ﾄﾘﾆﾃｨｰ･ﾐﾗｰ紙）
と世界中
で絶賛されるロシア・ナショナル管弦楽団
(c) RNO
はミハイル・プレトニョフのもと、
ロシア初の (c)Ariga Terasawa
衣装企画：
（株）
オンワード樫山
民間オーケストラとして1990年に創立され 縫製：グッドヒル（株）
て以来、世界一流のオーケストラとして活
動しています。
ロシアのオーケストラとして
初めてバチカンとイスラエルでコンサートを
(c) RNO
行い、マルタ・アルゲリッチ、イツァーク・
演奏予定曲
パールマン、ルネ・フレミング、
ラン・ラン、
ピ グラズノフ／組曲『中世より』前奏曲
ンカス・ズッカーマン等世界一流の演奏者 ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第２番 ハ短調op.18
ストラヴィンスキー／バレエ音楽『火の鳥』
（1945年版）
達をソリストに迎えています。
指揮者のプレトニョフは世界的ピアニストとしても知られており、愛弟子である牛田
智大との共演は公演の目玉のひとつです。

５/１９（土）１4：0０ 周南市文化会館

全席指定 Ｓ席５，
５００円 Ａ席５，
０００円 ※３歳以下入場不可
◎お問合せ 山口放送企画事業部 ０８３４−３１−９３００
周 南 市 文 化 会 館 ０８３４−２２−８７８７

【プレイガイド】
（周南）文化会館（ローソンチケット）０５７０-０８４-００６〈Ｌコード：６２１３６〉
（チケットぴあ）０５７０-０２-９９９９〈Ｐコード：１０２-５６９〉

K-UNION40

6/23（土）15：００ 周南市文化会館

Dance Dance Dance!! 〜心踊るシンフォニックな瞬間〜
とき

国立音楽大学の出身の4人のピアニストで結成された2台８手ユニット、
「K-Union40」が「ダンス」
をテーマにしたプログラムで、一台のピアノでは
味わえないシンフォニックなアンサンブルをお届けします。K-Union40の為
に作曲された委嘱作品「山の起源」(世界初演)やこのコンサートの為に編
曲された楽しいルロイ・アンダーソンの名曲。そしてお馴染みのドボルザー
クのスラブ舞曲の他に、
スメタ
ナやグリーグ、
ドビュッシーなど
など、盛りだくさんです。心踊
るシンフォニックな時間を会場
でぜひお楽しみください！

7/1（日）14：００ 周南市文化会館

全席自由 一般2,000円 高校生以下1,000円 財団会員ご招待

※財団会員様には６月号発送の際にご招待券をお送りします。
◎お問合せ 周南市文化会館 ０８３４−２２−８７８７
【プレイガイド】周南市文化会館

第１６回あんさんぶるマスタークラス聴講生募集

講師 山根浩志（ピアノ）モチェオ久美（ソプラノ）
リズムや言葉、音色、
フレーズ・・・そしてその音
楽の根底にある作曲家の意思。そういった一緒
に音楽を表現していくうえで欠かすことの出来な
いアンサンブル力を身につける演奏家のための
一体型レッスンです。プロアマ問わず、自らの演
奏やレッスンの方針を見つける絶好の機会です。

全席指定 Ｓ席9，00０円 A席8，00０円 B席7，00０円 C席6，00０円
※財団会員5００円割引 ※未就学児入場不可
◎お問合せ 周南市文化会館 ０８３４−２２−８７８７
【プレイガイド】
（周南）文化会館・演奏堂（下松）スターピアくだまつ（防府）アスピラート（山口）山口井筒屋
（ローソンチケット）0570-084-006〈Ｌコード：62500〉
（チケットぴあ）0570-02-9999〈Ｐコード：106-038〉

クラシック入門講座のご案内

受講無料

ストラヴィンスキー
〜バレエ音楽『火の鳥』から始まった創造の回廊〜
はじめてオーケストラを鑑賞される方、鑑賞初心者のための入門講座です。もち
ろん中上級者も参加できます。布施氏がストラヴィンスキーの人間像やその作
品を紐解きながら、
６月２３日の公演の聴きどころや楽しみ方を様々な角度から
やさしく解説。ぜひご参加ください。

日時／5月１３日（日）14：00

講師／布施安浩 募集人数／50名程度 会場／文化会館 練習室1

【参加受付】 周南市文化会館 0834-22-8787

第２３回定期演奏会

女声合唱団 あい

周南市を拠点に幅広い活動をし
ている女声合唱団「ℓあい」の第23
回定期演奏会。
５つのステージで構成、
とくに最終
昨年の様子
ステージの、童声・混声合唱とピアノのための｢葉っぱのフレディ｣には、周南少年
（土）9：3０〜18：55
少女合唱団、
たぶせ少年少女合唱団、｢葉っぱのフレディ｣を歌う会の協力を得て
（日）9：3０〜18：00（2日共に入退室自由） 「うつりゆく季節の命は廻ること」を表現します。指揮は西岡茂樹、ピアノは橋本菜
穂子、
ヴァイオリンに内山優子を迎えます。多数のご来場をお待ちしています。

5/26
5/27

周南市文化会館（リハーサル室）

聴講料 一日券２，
０００円 二日共通券３，
０００円
◎お問合せ 周南市文化会館 ０８３４−87−2222
実行委員 大谷 ０９０−４０５０−４８８４

平成30年度会員募集中!!
●特 典
①平成30年度自主事業のチケット優先発売、割引

（個人Ａ＝２枚、家族Ｂ＝４枚、団体Ｃ＝登録枚数 ただし催しによる変更の場合あり）

②美術博物館展覧会ご招待 ③音楽会等のご招待
④月刊紙「かるちゃあ通信・花畠」の送付
⑤文化会館レストラン、美術博物館カフェテラスもメニュー１割引
⑥入会時、徳山動物園入園料割引券贈呈

5/27（日）１4：0０ 周南市文化会館

全席自由 １，
０００円（当日１，
１００円）
◎お問合せ 女声合唱団「あい」090-4696-6779(野村)

30 年度も特典満載で皆様のご加入をお待ちしています。
会員発売初日のチケットご購入には、前日までのご入会が必要です。
●年 会 費
個人会員 ３，
０００円 家族会員 ４，
０００円 団体会員２０，
０００円
（１０名をこえる場合は１名につき２，
０００円加算）

●お申し込み 文化会館、美術博物館窓口で直接受付のほか現金書留、
郵便振替、銀行振込、預金口座振替も実施しています。
●有効期限 入会の日より平成３1年３月３１日まで
●お問合せ 周南市文化会館 ０８３４−２２−８７８７

周南市文化会館
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出光興産コンサート

〜みらいを奏でる音楽会 〜

池坊徳山支部青年部花展
出逢い〜with ﬂowers

出 逢い〜w i t h ﬂ o w e r s をテーマに、青 年
部、
こどもいけ花40点を出品します。
コーヒーコーナー(無料)もあります。
ぜひ、季節の花との出逢いにお出かけください。

5/20（日）10：00〜16：00

出光興産が2006年より地域の皆さまへの文化貢
献を目的にコンサート活動を開始。2017年から装い
を新たに
「出光興産コンサート〜みらいを奏でる音
楽会〜」
として、若手音楽家の発表機会の創出と学
生への体験学習開催など、音楽経験を支援するコ
ンサート活動をおこなっています。
今回は、新進音楽家の登竜門「出光音楽賞」
を
受賞し、
「題名のない音楽会」へのテレビ出演など、
人気沸騰中の若手サックスプレイヤー上野耕平をコ
photo：Hikaru̲Hori
ンサートマスターとする
「こぱんだウインドアンサンブ
ル」
が登場！サックス、
フルート、
オーボエなど16名で構成された新時代の吹奏楽
団「こぱんだウインドアンサンブル」
の演奏をお楽しみください。
また、小学生とのコラボレーションやステージ上での楽器体験コーナーも予定
しており、
さまざまな年齢層の方々に気軽に楽しんでいただけるコンサートです。
今年は家族の絆を深める
「親子枠」
（400席）
を新設しました。多くのご応募を
お待ちしております。

7/7（土）１3：3０周南市文化会館 入場無料

周南市文化会館
3階展示室 入場無料
第９回

コンサートの鑑賞者募集 !!
抽選で 1,500 名様をご招待 !!

photo：Kitara̲Club

◎お問合せ

池坊徳山支部青年部(0833)71-2752（曽根）

佐々部清（監督）、武正晴（監督）、足立紳（脚本家）、片元亮（監督）、柴口勲（監督）

「八重子のハミング」
「 嘘八百」
「 十年」
「 それから」
「ストロボライト」
「 隣人のゆくえ」
映画を通して人と人との「絆」を結び、周南を活性化しようとスタートした周南「絆」映画祭。
萩市在住の陽信孝による同名著作を佐々部清監督が周南でも撮影した作品「八重子のハ
ミング」、
「百円の恋」の監督と脚本家が再タッグを組み中井貴一と佐々木蔵之介をダブル主
演に迎えたコメディドラマ「嘘八百」などを上映します。
また、
５人の監督・脚本家をゲストに迎えて、
トークショーや交流会など２日間にわたって開
催します。映画好きな方もイベントに興味がある方も、
この機会にぜひ会場にお越しください。

（要入場整理券）

応募方法

★６／8(金)当日消印有効

出光興産コンサート

お申込者の
・郵便番号
・住所
・氏名
・年令
・電話番号
・希望枠

(一般枠または親子枠)

・ご来場同行者

（全員の氏名・年令）

※当選ハガキを入場整理券とし、当日、座席指定券と引き換えます。
※ご希望枠（一般枠または親子枠のいずれか）
をご記入ください。
※一般枠は2名／枚まで、親子枠は4名／枚までで同行者全員の氏名・年令をご記入願います。
※未就学児の入場はできません。
※郵便往復ハガキ
（私製は除く）
でご応募ください。

八重子のハミング

嘘八百

©Team「八重子のハミング」

©2018「嘘八百」制作委員会

6/2（土）（日）
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070-7560-6930
【プレイガイド】
（ 周南）文化会館・まちのポート（下松）スターピアくだまつ（光）市民ホール（防府）アスピラート
（山口）山口情報芸術センター（宇部）シネマスクエア７
（柳井）ふちだ楽器店柳井店（田布施）田布施地域交流館

日本キルト界の
日本キルト界の
パイオニア
パイオニア

野原チャックキルト展ｉｎ宇部２０１８

アンティークキルト
オリジナルキルト

6/14（木）〜18（月）10：0０〜19：00
※最終日は15:00閉場

会 場

入場料

ヒストリア宇部（旧宇部銀行館）

前売り:一般 1,000円 18歳以下 500円
当日券:一般 1,200円 18歳以下 600円

問合せ・予約

TEL:070-7560-8772
E-mail：mizutama24p@ezweb.ne.jp

野原チャック トークショー
6/16（土）11：0０〜
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林忠彦賞「 川はゆく」藤岡

林 忠彦 生誕100年

第27回

ふじ

お か

あ

や

亜弥

―授賞式並びに祝う会・受 賞 記 念 写 真 展を開 催 ―
■授賞式並びに祝う会
受賞者の藤岡亜弥さんに、周南
市文化振興財団理事長・周南市長
木村健一郎より、
賞状と目録、
ブロン
ズ像が授与されました。
授賞式には、
細江英公選考委員
長、大石芳野副委員長をはじめ、
日
本写真家協会会長熊切圭介氏や
社会学者上野千鶴子氏のほか、
大
勢の写真関係者が列席し、受賞を
祝いました。

４月20日(金) コートヤード・マリオット銀座東武ホテル (東京)

木村理事長・市長より賞状、副賞、
ブロンズ像が授与されました

受賞の喜びを語る藤岡亜弥さん

■受賞記念写真展(東京展)

４月20日(金)〜26日(木) 富士フイルムフォトサロン 東京 (東京ミッドタウン)

受賞作「川はゆく」を展示。４月
21日(土)には藤岡さんによるギャラ
リートークを開催しました。世界的
に知られる平和都市広島を、そこに
住む者ならではの視線でとらえた作
品を観に、連日多くの方が来場され
ました。

今後の
受賞記念
写真展

東京ミッドタウン、
富士フイルムスクエア 東京入口

■周南展

林忠彦の故郷

周南市美術博物館
5/11(金)〜20(日)

9:30〜17:00 14
（月）
休館

しゅうなん アート・ナウ
2018 開催しました!

今年もたくさんの方にご観覧いただきました。
ありがとうございました。

ギャラリートークのようす

会場風景

藤岡亜弥さんは、
林忠彦賞に続いて、
第43回木村伊兵衛写真賞
も受賞されました。

■東川展(北海道) 写真の町・東川

東川町文化ギャラリー

11/28(水)〜12/12(水) 会期中無休
10:00〜17:30
（最終日は15:00まで）

春のサロンコンサート

〜たくさんのご来 場
ありがとうございました〜
４月15日春爛漫のこの日、恒例のサロンコンサートを開催しました。
雨上がりの新緑が美しい春の日、グループひびき による箏の名曲や
竹勇会 の尺八の演奏、
さらに全国的に有名な尺八奏者、田嶋謙一さ
んも特別出演され、雅な調べがロビーに響きわたりました。
プログラムの最
後には、
ソプラノの貞本華乃さんをリードに「荒城の月」などを出演者、観
客全員で、場内一体となって歌い、素晴らしいひとときを過ごしました。
び はく

美博クイズ〜！
〈52〉 もんだい
かい さい

しんしゅうぞう ひん てん

とう かん めい

5/20まで開催されている新収蔵品展では当館名
よ かんちょう

が

か

みや ざき しん

さく ひん

誉館 長 の 画 家・宮 崎 進 の 作 品
てん

じ

「アムール」が展示されている
そ ざい

え

つか

よ。絵にはいろいろな素材が使
われているけれど、どんなもの
わ

が使われているか分かるかな？
こたえはどこかのページにあるよ。
さがしてみよう！
周南市美術博物館
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2018.05.01

（
常設観覧料：一 般 200円（160円） 大学生等 100円（80円）

）内は 20 名以上の団体
※18歳以下および70歳以上無料 ※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、
戦傷病者手帳等をご持参の方とその介護の方は無料

周南市美術博物館

常設展示室
展示室

３

◆「林忠彦賞受賞記念写真展」の会期中（5/11〜20）は無料
◆「ひつじのショーン展」の観覧券で常設展も無料（5/24〜6/24）
休館日：月曜日 ※ただし４/30（月・休）は開館、翌５/１（火）は休館

コレクション展示室

新収蔵品展

展示室

４

開催中〜5/20（日）

林忠彦記念室

生誕100年 林忠彦の仕事Ⅰ 〜ドキュメンタリー

開催中〜 ７/３１
（火）

平成２９年度、新たに収蔵された作品を中心に「新収
今年、生誕100年を迎えた林忠彦。12月まで3回に分けて林忠彦の足跡を
蔵品展」を開催しています。
たどります。
周南市美術博物館では、周南市ゆかりの作家の業
その第1弾は、
ドキュメンタリー。林忠彦は、昭和17（1942）年、北京大使館の
績や歴史資料を後世に伝え、また特色あるコレクショ 外郭団体として華北弘報写真協会を結成し、
北京に渡りました。半年ごとに東
ンを目指して、資料の収集を行っています。
京と北京を往復し、報道カメラマンとして戦場へ向かう兵士たちや軍需工場
で働く女性たちなど当時の状況を撮影しています。終戦を迎え昭和21（1946）
今回は、美術部門では宮崎進や久保克彦、森寛斎
年に北京から日本に引き揚げてきてからは、東京で
などの作品、写真部門では、
戦後の混乱期の人々の暮らしぶりを取材し、多くの
第 26 回 林 忠 彦 賞 受 賞 作 品
雑誌に写真が掲載される売れっ子カメラマンとなりま
「TOKYO CIRCULATION」
した。今回は、林自身も
( 有 元 伸 也 ) を 展 示します。
「写真は記録だ」
と言っ
また歴史部門では狩野松洲
ているように、戦前から
( かのうしょうしゅう) が描い
戦後にかけての重要な
た「吉 田 松 陰 像」と「高 杉 晋
記録ともいうべき、林の
作像」を展示します。
ドキュメンタリー作品を
展示しています。
狩野松洲 「高杉晋作像」
（ 部分）
艦上相撲大会 横須賀 1941年撮影 語り合う戦災孤児〈上野公園〉1946年撮影
展示室
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まど・みちおコーナー

徳山の歴史 特設コーナー

今回の展示内容は5/31（木）
までです。
まど・みちおコーナーでは、
まどさんが５０歳はじめの時期に
集中的に描いた抽象画を紹介しているほか、
まどさんの文学
資料もあわせて展示しています。
今回紹介しているのは、
まどさんが物語を書いた絵本で
す。童謡や詩だけでなく、
まどさんは、幼児雑誌に物語も書い
ています。
「ふしぎな さんだる」は、子どもたちが声に出して
読んでいるうちに覚えられるように、詩のような感じでというこ
とでまどさんに依頼されたものです。実際、声に出して読んで
みると、心地よいリズムが感じられるかもしれません。

徳山藩最後の藩主

毛利元蕃とその時代

明治維新150年にあわせて、幕末から維新にかけての激動の時
代に徳山藩主であった、
毛利元蕃にスポットをあてて、
その時代を資
料とともに紹介しています。今回の展示内容は6/30（土）
までです。

七卿落図
（徳山毛利家蔵）

文久３
（１８６３）年、
京都では公武合体派により攘夷派を一掃する
クーデター
（八月十八日の政変）
がおこり、攘夷派の公卿７人が京都
を追われ、山口をめざしました。
そのうちの５人の乗った船が嵐にあ
い、徳山の港に上陸。
５人は陸路で三田尻に向かいました。
そのこと
を伝える石碑が、
市内の晴海親水公園に立っています。

周南市美術博物館 その他の5月の展覧会

午前9時30分〜午後5時（入館は午後4時30分まで） 入場無料

山口・広島世界遺産写真展 ̶̶̶̶̶̶̶ 3(木)〜6(日)（最終日は16:00終了）
【展示室1】
第46回山口県写真作家集団会員展 ̶̶̶̶ 3(木)〜6(日)【展示室２】
び

はく

美博クイズ〜！
〈52〉 こたえ
よ

あさぶくろ

ぬの

いた

うえ

ドンゴロスと呼 ば れ る麻 袋 や 布 が 板 の 上 に はら
いろ

ふく

れ 、そ の 上に色がぬられ て いるよ。このように複
すう

そ

ざい

つか

数の素材が使われ
さく ひん

ぎ

ほう

ている作品の技法を
ミクストメディア
というんだよ。
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周南市美術博物館

宮崎進 「アムール」 162.0×335.0㎝

2018.05.01
周南

ART and HISTORY インフォメーション
周南市美術博物館
☎0834-22-8880

〜永源山公園の中にある美術館〜

周南市郷土美術資料館・尾崎正章記念館

山口・広島世界遺産写真展
５／３
（木・祝）
〜５／６
（日）

9時30分〜17時
（入館は16時30分まで）
観覧料：一般200円
（160円）学生100円
（80円）

第４６回山口県写真作家集団会員展
５／３
（木・祝）
〜５／６
（日）

（

第２７回林忠彦賞受賞記念写真展「川はゆく」
５／１１
（金）
〜５／２０
（日）

休館日：月曜日 ※ただし4/30（月・休）は開館、翌5/1（火）は休館

※5/２９
（火）〜6/29（金）は展示替え・施設メンテナンスのため休館

「アードマン・アニメーションズ
設立４０周年記念 ひつじのショーン展」
５／２４
（木）
〜６／２４
（日）

山口
萩

周南市郷土美術資料館
☎0834-62-3119

生誕100年 林忠彦写真展「東海道を撮る」
尾崎正章常設展「港の風景」
〜５／２７
（日）

山口県立美術館
☎083-925-7788

浦沢直樹展
描いて描いて描きまくる―山口の巻―
〜６／１７
（日）

中原中也記念館
☎083-932-6430

中也、
この一篇――
「帰郷」
〜７月２９日
（日）

山口県立萩美術館・浦上記念館
☎0838-24-2400

サンタフェ リー・ダークスコレクション
浮世絵最強列伝〜江戸の名品勢ぞろい〜
〜５／２７
（日）

萩博物館
☎0838-25-6447
長門

香月泰男美術館
☎0837-43-2500

下関
島根
広島
福岡

下関市立歴史博物館
☎083-241-1080

明治維新150年記念企画展
幕末のメディアと下関
〜５／２０
（日）

島根県立石見美術館
☎0856-31-1860

モダン・アートに出会う 5つの扉
−和歌山県立近代美術館名品展
〜６／１７
（日）

広島県立美術館
☎082-221-6246

ボストン美術館 パリジェンヌ展
時代を映す女性たち
〜６／１０
（日）

広島市現代美術館
☎082-264-1121

[特別展] 阿部展也―あくなき越境者
〜５／２０
（日）

ひろしま美術館
☎082-223-2530

[特別展] ねこがいっぱい ねこアート展
〜 ６／２４
（日）

ふくやま草戸千軒ミュージアム
☎084-931-2513

[春の展示]広島ものづくり
―塩・備後表・備後絣・伝統的工芸品―
〜６／３
（日）

九州国立博物館
☎050-5542-8600

[特別展] 至上の印象派展
ビュールレ・コレクション
５／１９
（土）
〜７／１６
（月・祝）

福岡県立美術館
☎092-715-3551

息を呑む繊細美 切り絵アート展
〜６／３
（日）

北九州市立美術館・本館
☎093-882-7777
北九州市立美術館・分館
☎093-562-3215

５月２7日（日）
まで開催中

「東海道を撮る」〈中・小展示室〉

林が晩年、病魔と闘いながら最後のライフワークとして完成させたのが、
写真集『東海道』です。
下の写真は、歌川広重の浮世絵「東海道五十三次」にも登場する有名な
とろろ汁の店を写し
たものです。林自身、
仕事半分、とろろ汁を
食べる楽しみ 半分、
何度も足を運んだそ
うです。夜の店の 光
と 自 動 車 の ヘ ッド
ライト、さらに二燈の
ストロボを利 用して
撮 影したこだわりの
写真です。

香月泰男 風景へのまなざし ―日本編―
〜７／５(木)
[明治150年記念特別展示]
狩野芳崖とその系譜
〜６／１７
（日）

福岡市博物館
☎092-845-5011

生誕100年 林忠彦写真展

新収蔵庫完成記念企画展
『萩博 美のイッピン！』
〜６／３
（日）

下関市立美術館
☎083-245-4131

）
内は20名以上の団体 ※18歳以下および70歳以上無料

※身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳等をご持参の方とその介護の方は無料

「丸子 丁子屋」

〈大展示室〉
尾崎正章常設展「港の風景」
尾崎正章は風景画を多く描いています。瀬戸内の穏やかな海や漁港、そし
て海外を旅した時に描いたベニスの風景。今年度は尾崎の描いたさまざまな
風景を紹介します。
1回目は、
「港の風景」を展示しています。昭和40年代から尾崎は、瀬戸内
の漁港を多く描くようになりました。また、高松や青森などの港の絵も描い
ています。

「赤い燈台
（高松港）
」
1984年
油彩・キャンバス

今年度の展覧会

[特別展]レオナルド・ダ・ヴィンチと
「アンギアーリの戦い」
展
〜日本初公開「タヴォラ・ドーリア」の謎〜
〜６／３
（日）

６／３０
（土）
〜 ８／２６
（日） コレクション展
６／３０
（土）
〜 ９／ ２
（日） 尾崎正章常設展「アトリエの風景」
９／２２
（土）
〜１１／１１
（日） 山本俊昭作品展（仮称）
９／２２
（土）
〜１１／１８
（日） 尾崎正章常設展「旅の風景」

森山安英 解体と再生
Decomposition & Recomposition
５／１９
（土）
〜７／１
（日）

１／１２
（土）
〜 ３／１０
（日） 磯崎有輔作品展（仮称）
〃
尾崎正章常設展「食卓の風景」

再興第102回 院展
〜５／６
（日）

４月が過ぎ美術館横
の桜のアーチも青々と
した緑に変わりまし
た︒
出勤前にくぐる華や
かなピンク色のアーチ
も 素 敵 で し た が︑日 が 差 し 込 み 青
さが際立った葉桜も綺麗です︒青々
と茂る新緑を眺めていると草木の
力 強 さ を 感 じ︑気 を 引 き 締 め て 仕
事を頑張ろうという気になります︒
美 術 館 で は た だ い ま﹁ア ー ド マ
ン・ア ニ メ ー シ ョ ン ズ 設 立 周 年
記 念 ひ つ じ の シ ョ ー ン 展﹂の 準 備
を行っています︒
展 覧 会 前 は︑か な り 忙 し く な り
ま す が︑な に も 無 い 展 示 室 に 次 々
と展示物が搬入され︑展示が終わっ
た 後 の 室 内 を 見 る と︑達 成 感 と 幸
福感に胸が満たされます︒
展覧会によってがらりと印象が
変 わ る 美 術 館 は︑別 の 世 界 に 引 き
込まれていくような非日常な体験
が出来る場所でもあると思います︒
当 館 で 5 月 日︵木︶か ら 始 ま
る ひ つ じ の シ ョ ー ン 展︑粘 土 で で
きたユーモア溢れるキャラクター
たちの世界と彼らが動くまでのそ
の裏側を知ることができます︒
老若男女楽しめる内容の展覧会
に な る と 思 い ま す の で︑お 子 さ ん
など︑美術館に初めて来られるきっ
かけにされるのもよいかもしれま
せ ん︒当 館 で は シ ョ ー ン が や っ て
くる握手会イベントも開催予定で
す︒
﹁アードマン・アニメーションズ
設立 周年記念 ひつじのショーン
展﹂は 当 館 で 日 本 最 後 の 巡 回 と な
り ま す︒こ の 機 会 を ど う ぞ お 見 逃
しなく︒
︵森岡︶
ミニコラム

40

24

40

周南市美術博物館
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