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この他にも、多彩な事業を計画中です。お楽しみに！

フジコ・ヘミング 夏井いつき
ピアノリサイタル 句会ライブ

さだまさし

アコースティック
コンサート
2019（仮）

TV番組「プレバト!!」
で
お馴染みの
辛口先生が周南へ！

4/27

4/22（月）18：00

5/12（日）14：00

（土）
１5：0０

◎会員発売2／16（土）◎一般発売2／23（土）

吉本新喜劇
ワールド
ツアー

◎会員発売2／2（土）◎一般発売2／9（土）

発売中

大野雄二＆ルパンティックシックス
with 不二子ちゃんズ JAZZ LIVE

布袋寅泰
HOTEI Live In Japan 2019

〜 60周年それがどうした！〜
出演：すっちー、
酒井藍 他

6/8（土）①13：30 ②17：00

発売中

6/15（土）１7：0０

©モンキー・パンチ/TMS・NTV

ＤＲＵＭ ＴＡＯ２０１９ ALICE AGAIN
2019-2020 ＝限りなき挑戦＝

新作舞台
「ザ・ドラマーズ」
世界26カ国・500都市・
観客動員数800万人！

6/30

6/23

（日）
（日）
１6：0０
◎会員発売2／24（日）◎一般発売3／2（土） １6：3０

ドリームコンサート

ジブリの思い出がいっぱい

6/22（土）
第29回西京コンサート

ロシア国立交響楽団

7/25（木）

Osaka Shion Wind Orchestra

ドラゴンクエストコンサート in 山口

予定曲目
・となりのトトロ
・もののけ姫
・天空の城ラピュタ
他

7/26（金）

Presentation made under license from Disney Concerts
© Disney All rights reserved

7/27（土）

フィンランド・
東京楽所 宮中雅楽公演
リコーダーカルテット

9/1（日）

文化会館への行き帰りに
徳山駅 → 文化会館7分

文化会館→ 徳山駅 5分

午前９時〜午後6時まで20分おきに運行

9/15（日）

9/29（日）

徳 山 駅 前 発〔
動物園文化会館入口着〔
動物園文化会館入口発〔
徳 山 駅 前 着〔
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※都合により期日、内容が変更になる場合があります。
ご了承下さい。

周南市文化会館
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2019.02.01

EVENT INFORMATION 2019.2

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6日・20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

開 場

開 演

終 演

℡.0834-22-8787

主 催 者

MISIA
ＫＲＹ山口放送
1
（金） 20th Anniversary MISIA星空のライヴ X ＳＯＬＤ ＯＵＴ 18:00 19:00 21:00 周南市文化振興財団
Life is going on and on ※３歳以上チケット必要
周南文化協会 周南ゆかりの人 第９回文化講演会

2
（土） 市山尚三
（映画プロデューサー）
「世界の国際映画祭とアジア映画の最前線」
3
（日）
5
（火）

周南市民劇場 第３１４回例会

劇団文化座公演 三婆
みんおん爆笑寄席

林家木久扇・林家木久蔵

※未就学児入場不可

第288回フコク生命チャリティーコンサート

無 料

13:30 14:00 16:00 周南文化協会

0834-22-8190

会員制

15:00 15:30 18:10 周南市民劇場

0834-21-7097
（TEL）
0834-21-7093
(FAX）

全席指定
4,300円

13:30 14:00 16:00

MIN−ON周南

18:30 19:00 21:00

無 料
17:30 18:30 20:30 フコク生命 山口支社
※要入場整理券

7
（木） 嶋﨑裕美・安部敦子・河野紘子

ジョイントコンサート
※未就学児入場不可
ゴスペラーズ坂ツアー2018〜2019
指定・立見
９
（土） What The World Needs Now
6,500円

※小学生以上チケット必要（未就学児童は保護者１名につき１名のみ膝上鑑賞可能。
ただし座席が必要な場合はチケット必要）

連 絡 先
082-249-3571
（夢番地）
0834-22-8787
（周南市文化会館）

ｔ
ｙ
ｓテレビ山口
16:45 17:30 20:15 周南市文化振興財団

0833-44-1681
0834-32-1872
（ＫＲＹラジオ編成部）
082-247-6111
（ユニオン音楽事務所）
0834-22-8787
（周南市文化会館）

第14回ｙａｂ吹奏楽コンサート
大阪桐蔭高等学校吹奏楽部 ※未就学児入場不可

立見
2,000円

ｙ
ａｂ山口朝日放送
0834-22-8787
12:00 12:30 15:00 周南市文化振興財団
（周南市文化会館）
山口県吹奏楽連盟

15
（金） 30th Anniversary LIVE Tour「the Best」〜励〜

全席指定
6,800円

18:00 18:30 20:30

10
（日）

T-BOLAN

※4歳以上有料、
３歳以下膝上可
（ただし席が必要な場合は有料）

17
（日）
２3
（土）

0834-22-8787
ｙ
ａｂ山口朝日放送
周南市文化振興財団 （周南市文化会館）

全席指定 10:30 11:00 12:30 ｙ
ａｂ山口朝日放送
0834-22-8787
3,000円
（当日500円高） 13:30 14:00 15:30 周南市文化振興財団 （周南市文化会館）

仮面ライダースーパーライブ２０１９
※２歳以下は保護者の膝上鑑賞の場合無料

絢香 30y/o Tour2018-2019

ｔ
ｙ
ｓテレビ山口
ＳＯＬＤ ＯＵＴ 16:00 17:00 19:30 周南市文化振興財団
※未就学児入場不可

082-247-6111
（ユニオン音楽事務所）
0834-22-8787
（周南市文化会館）

全席指定
0834-22-8787
yab山口朝日放送
（TAIRIKUプロデュース）〜 Ｓ席5,500円
２4
（日） 古澤巌〜品川カルテット
14:30 15:00 17:00
周南市文化振興財団 （周南市文化会館）
※未就学児入場不可 Ａ席4,500円
各

催

物

名

入 場 料

室

8
（金）
呉服展示会
9
（土）
9
（土）
第６５回西日本書芸院全国書道展覧会
10
（日）
9
（土） うたごえ喫茶周南
（開場13:00）

料

無

料

全席自由
300円

和

室

地下展示室

開 場

10:00

終 了

主 催 者

連 絡 先

18:00

山口井筒屋
周南ショップ 呉服部

0834-22-7111

西日本書芸院

0834-31-2912
（山本）

AYSAうたごえ喫茶周南
実行委員会

090-7895-9022
（杉原）

17:00

14:00 18:00
9:00 16:00

3階展示室 14:00 16:00
(開演）

13
（水） 働き方改革フェアin周南

無

料

3階展示室 10:00 17：00 リコージャパン株式会社

0833-43-2121

16
（土） ２０１９年新作ドレス無料試着会
17
（日） ２０20年/2021年振袖大展示会

無

料

3階展示室 10:00 18：00 (株)ブライダルギャラリー鈴乃屋

0120-73-5588

２2
（金） 書道用品展示会

無

料

練習室１ 10:00 15:30

有限会社 泰盛堂

082-854-0535

２3
（土）
（押し花）
作品展
２4
（日） すずらん会

無

料

地下展示室 10:00 17：00

すずらん会

0834-62-7017
（中山）

２3
（土）
２4
（日） 第１８回書游会展

無

料

3階展示室

前売券情報

2／1（金） MISIA
19:00
20th Anniversary
MISIA 星空のライヴX
Life is going on and on

●指定席・立見 8,800円 SOLDOUT

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

2／9（土） ゴスペラーズ
17:30
ゴスペラーズ坂ツアー
2018〜2019
What The World Needs Now
●指定席・立見 6,500円

周南市文化会館

(24日は15:30）

9:30 17:00 書游会
(24日は16:00）

090-3748-6665
（松井）

（文化会館事務所で発売中・1月23日現在）℡.0834-22-8787

周南市文化会館

2

無

会 場

2／10（日） 第１４回 yab吹奏楽コンサート
12:30
大阪桐蔭高等学校吹奏楽部

2／24（日） 古澤巌 〜品川カルテット
15:00
（TAIRIKUプロデュース）〜

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

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

●全席指定 Ｓ席3,000円 Ａ席2,500円 立見 2,000円

2／15（金） T-BOLAN
18:30
30th Anniversary LIVE Tour
「the Best」〜励〜
●全席指定 6,800円

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

2／17（日） 仮面ライダー
①11:00 スーパーライブ2019
②14:00

●全席指定 3,000円

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

2／23（土） 絢香 "30 y/o" Tour 2018-2019
17:00

●全席指定 S席5,500円 Ａ席4,500円

3／3（日） 山根浩志 ピアノ遊びVol.4
14:00

●全席自由 一般２,000円 学生1,000円
（財団会員ご招待）

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

3／9（土） TOYOTA presents
時間未定
AKB48チーム8 全国ツアー
〜47の素敵な街へ〜山口公演

※文化会館での発売はありません。
AKBオフィシャルサイトをご覧ください。

●指定席7,500円 立見7,000円 SOLDOUT

※

は財団会員割引があります。

2019.02.01

周南市美術博物館 〈※施設改修工事のため4/1（月）まで休館〉

〒745−0006 山口県周南市花畠町10-16

企画展

周南市郷土美術資料館・尾崎正章記念館
催物名

会期

常設展

〜3/10(日)

〈休館日：月曜日 ※ただし11日(月・祝)は開館、翌1２日(火)は休館。〉
入場料

磯崎有輔彫刻展
「 Vague outline ‒曖昧な輪郭− 」
〈中・小展示室〉

尾崎正章常設展「食卓の風景」
〈大展示室〉

一般 200円
(160円)
学生等 100円
(80円)

ワークルーム

( )内は20名以上の団体
※18歳以下および
70歳以上無料
※身障者の方は無料＊

会場

無

20(水)〜
南陽幼稚園 作品展
24(日)

料

〒746-0034 山口県周南市富田永源(永源山公園内） ℡.0834-62-3119

開場

終了

主催者

連絡先

展示室
(大･中･小)

9:30

1/30(水)〜
富田東幼稚園 作品展
11(月・祝)

14(木)〜
つくし園 作品展
17(日)

℡.0834-22-8880

１７:００

入館は16:30まで

周南市郷土美術資料館・
尾崎正章記念館

0834-62-3119

ワーク
ルーム

＊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

前売券情報

（文化会館事務所で発売中・1月23日現在）℡.0834-22-8787

3/16（土） 周南フィルハーモニー管弦楽団
17:00
第10回定期演奏会

●指定席 2,000円 自由席 1,000円

3／3（日） 第６回アラ還フェスティバルin 光
6/23（日） DRUM TAO 2019
16:00
新作舞台「ザ・ドラマーズ」 13:00 ●全席自由 ５００円
◎会員発売2/24（日） ◎一般発売3/2（土）
●全席指定 SS席7,500円 S席6,500円

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

3/21（木・祝） 山口県立徳山高等学校 吹奏楽部
14:30
第10回定期演奏会
●全席自由 500円

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

4／6（土） E.G.POWER 2019
18:00
〜POWER to the DOME 〜

【出演アーティスト】E-girls / Dream
Ami / Dream Shizuka / Happiness /
Flower / スダンナユズユリー
●指定席 8,500円（税別）
※文化会館での発売はありません。
夢番地広島(082-249-3571)へお問
い合わせください。

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

LIVE HOUSE Gumbo

2／9（土） ex.オフコース 鈴木康
19:30

●全席自由 6,500円（要1ドリンク）

スターピアくだまつ

◎会員発売2/3（日） ◎一般発売2/10（日）
●全席指定 S席 6,500円

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

6／8（土） 吉本新喜劇ワールドツアー
①13：30
〜６０周年 それがどうした！〜
②17：00

●全席指定 Ｓ席5,800円 Ａ席5,000円

2/16（土） 林家染太独演会
14:00
〜笑う門には福来たる〜
●全席自由 一般 1,500円
高校生以下 500円

シンフォニア岩国

5/18（土） ウラディーミル＆ヴォフカ
2／7（木） 宝くじ文化公演
15:00
アシュケナージ ピアノデュオ
18:30
三遊亭円楽 春風亭昇太 二人会
●全席指定 Ｓ席8,000円 Ａ席6,000円
●全席指定 一般２,000円 高校生以下1,000円
SOLD OUT

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

2/11（月・祝） ロバの音楽座 オンガッカイ

13:00
●全席自由 子ども 1,500円
4/22（月） さだまさし
(展示ホール） 大人 3,000円
18:00
アコースティック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コンサート2019（仮） 3/17（日） Viva!! Classic♪
◎会員発売 2/16（土） ◎一般発売2/23（土）
14:00
〜ヴァイオリン弾きと仲間
●全席指定 8,640円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(展示ホール） たちからの贈り物〜
4/27（土） フジコ・ヘミング
●全席自由 2,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
15:00
ピアノリサイタル
3/24（日） スターダスト☆レビュー
●全席指定 S席12,000円 Ａ席10,000円
Ｂ席8,000円
17:00
ライブツアー「還暦少年」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6,900円
5/12（日） 夏井いつき 句会ライブ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●全席指定
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◎会員発売2/2（土） ◎一般発売2/9（土）
14:00
3/30（土） 三浦祐太朗 Live Tour
●指定席2,000円 2階自由席1,500円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
15:00
47 MELODIES
●全席指定 5,000円 SOLD OUT
6／4（火） 前川清 ファミリーコンサート
18:30

周東パストラルホール

光市民ホール

2／2（土） 光市民ホール
2／3（日） 名画劇場

10:00
●全席自由 １日５００円
(小ホール）

（Ａ席学生2,500円）

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

5/19（日） アメリカ海兵隊軍楽隊
14:00
Historical Prospective on
THE PRESIDENT S OWN
United States Marine Band

●全席指定 Ｓ席8,000円 Ａ席6,000円
（Ａ席学生2,500円）

防府市地域交流センター（アスピラート）

2／17（日） プリマヴェラ合奏団
14:00
35周年記念演奏会

●全席自由 一般2,000円 高校生以下1,500円

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

3／16（土） 村治佳織＆村治奏一
14:00
ギター・デュオリサイタル

●全席指定 一般4,000円 高校生以下2,000円

山口市民会館

2／17（日） 三山ひろし 〜故郷を唄う〜
14:00
コンサート2019
●全席指定 6,000円

ニューメディアプラザ山口

2／10（日） 音楽の贈り物
14:00
●全席自由 3,000円
(多目的シアター）

周南市文化会館
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さだまさし

フジコ・ヘミング

アコースティック
コンサート 2019（仮）

ピアノリサイタル

1973年フォークデュオのグレープでデビュー。
グレープ解散後ソロデビューして今年で46年目
を迎えます。
コンサート活動は4260回以上を数
え、名実ともに日本を代表する シンガーソングラ
イターとして、第一線を走り続けています。
今や噺家、小説家、
タレントとしてマルチに活
躍中。
ＮＨＫ深夜番組にして大ヒット番組の「今夜も生でさだまさし」ではキャスターとして
番組を進行し、全国行脚に出て地方も盛り上げています。

4/22（月）18：0０ 周南市文化会館

フジコのピアニストとしての軌跡を描いたNHKの
ドキュメント番組、ETV特集『フジコ〜あるピアニス
トの軌跡〜』が放映され大反響を巻き起こしてから
今年で２０年経ちます。
「 奇蹟のカンパネラ」のCD
は、200万枚を超える売上げで日本ゴールドディスク
大賞を受賞しています。
６年ぶり３回目のリサイタルをぜひお聴きください。

プログラム
スカルラッティ：ピアノソナタL.104 (K.159)ハ長調
ショパン：ポロネーズ、
ノクターン、別れの曲
ドビュッシー：月の光、雨の庭
リスト：ラ・カンパネラ ほか

Ⓒnakajima hideo
※曲目は変更になる場合があります。
全席指定8,640円 ※未就学児入場不可
◎会員発売２／１６(土) ◎一般発売２／２３
（土）
（土）15 ：0０ 周南市文化会館
◎お問合せ ユニオン音楽事務所 ０８２−２４７−６１１１ 全席指定 Ｓ席12，0００円 Ａ席10，0００円 B席8，0００円
周南市文化会館 ０８３４−２２−８７８７ ※財団会員5００円割引 ※未就学児入場不可
【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：62188〉
（チ
◎お問合せ 周南市文化会館 ０８３４−２２−８７８７
ケットぴあ）0570-02-9999〈Ｐコード：137-758〉
（イープラス）http://eplus.jp/

4/27

夏井いつき
句会ライブ

【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：61509〉
（チケットぴあ）0570-02-9999〈Ｐコード：138-577〉

吉本新喜劇ワールドツアー

〜 60周年 それがどうした！〜
出演：すっちー、酒井藍 他

ＴＶ番組「プレバト
！!」
でお馴染みの夏井い
つき先生による軽快なトークを楽しみながら、
俳人の仲間入りをしてみませんか？
「俳句な
んて作れない」
と思っているあなたに、俳句
が簡単に作れる魔法の法則を伝授します。

※都合により出演者が変更になる
場合がありますので、ご了承ください。

本場大阪！笑いの旋風が山口に上陸！！

〜夏井いつきプロフィール〜

昭和32年生れ。松山市在住。俳句集団「いつき組」組長、藍生俳句会会員。
第8回俳壇賞受賞。俳句甲子園の創設にも携わる。松山市公式俳句サイト
「俳句ポスト365」等選者。2015年より初代俳都松山大使。句集『伊月集龍』、
『「月」の歳時記』等著書多数。

5/12（日）14：0０ 周南市文化会館

指定席２，
０００円 ２階自由席１,５００円 ※未就学児入場不可
◎会員発売２／２
（土） ◎一般発売２／９
（土）
◎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（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：61520〉
（チケットぴあ）0570-02-9999〈Ｐコード：641-453〉

平成31年度会員募集中!!
●特 典
①平成31年度自主事業のチケット優先販売、割引

（個人Ａ＝２枚、家族Ｂ＝４枚、団体Ｃ＝登録枚数 ただし催しにより枚数制限あり）

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のメニュー１割引
⑥入会時、徳山動物園入園料割引券贈呈
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

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
4

周南市文化会館

日本中で笑いの渦を巻き起こしている「吉本新
喜劇」が６０周年を迎えるのを機に敢行する全国
ツアー。すっちーと酒井藍のダブル座長をはじめ、
豪華メンバーで大爆笑のステージをお届けします。

6/8（土）

1回目１3：3０ 2回目17：００

周南市文化会館

全席指定 S席5，8００円 A席5，0００円 （当日５００円高）
※財団会員３００円割引 ※3歳以下入場不可
◎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（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：61574〉
（チケットぴあ）0570-02-9999
〈Ｐコード：491-618〉
（チケットよしもと）0570-550-100〈Yコード：107398〉

31 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 入会の日より翌年３月３１日まで
●お問合せ 周南市文化会館 ０８３４−２２−８７８７

ゴスペラーズ 前川 清
ゴスペラーズ坂ツアー2018〜2019
What The World Needs Now

2019.02.01

ファミ
リー
コンサート

36都市40公演にわたる
全国ツアー開催決定！
！

1994年にデビューし、
「永
遠（とわ）
に」
「ひとり」
など多数
のヒット曲を送り出してきたゴ
スペラーズ。5人の美しいハー
モニーとエンターテイメント溢
れるステージをお見逃しなく！

前川紘毅

前川 清

前川侑那

えとう窓口（Wエンジン）

夢の親子競演が実現！極上の歌声と馴染み良いコミカルな
掛け合いでショーを盛り上げ、聴かせます！笑わせます！

2/9（土）17：3０ 周南市文化会館

出演

前川清、前川紘毅、前川侑那、
えとう窓口（Wエンジン）他

6/4（火）18：3０ 周南市文化会館

全席指定 Ｓ席6，
５００円 ※財団会員5００円割引 ※未就学児入場不可
◎会員発売２／3（日） ◎一般発売２／10（日）
※小学生以上チケット必要(未就学児童は保護者1名につき1名のみ
膝上鑑賞可能、
ただし座席が必要な場合はチケット必要)
◎お問合せ ソワード株式会社 ０９５６−２２−２０３６
◎お問合せ ユニオン音楽事務所 ０８２−２４７−６１１１
周南市文化会館 ０８３４−２２−８７８７
周南市文化会館 ０８３４−２２−８７８７ 【プレイガイド】
（周南）文化会館・南陽ミュージック
（ローソンチケット）0570-084-006〈Ｌコード：
指定６，
５００円

立見６，
５００円

【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63261（チケット
ぴあ）0570-02-9999 Pコード121 -108 (イープラス)http://eplus.jp

61420〉
（チケットぴあ）0570-02-9999〈Ｐコード：140-725〉(イープラス)http://eplus.jp

T-BOLAN

30th Anniversary
LIVE Tour
「the Best」〜励〜

ステージ

祝え、新たな戦いの生誕を。

デビュー30周年を記念した、
ファン待望の全国ツアー!!

９月２９日の埼玉・東松山市民文化センターから２３年ぶりの全国ツアー
（今年３月まで全
２３公演）
を開催しているT-BOLAN。
「離したくはない」
「Bye For Now」
「マリア」．．．90年
代の数々の大ヒット曲と共に伝説のロックバンドが周南で蘇ります。
どうぞご期待ください！

2/15（金）18：3０ 周南市文化会館

全席指定6,800円 ※4歳以上有料。3歳以下膝上可（ただし座席が必要な場合は有料）
◎お問合せ 周南市文化会館 ０８３４−２２−８７８７
夢 番 地 広 島 ０８２−２４９−３５７１
【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61487（チケットぴあ）0570-02-9999 Pコード129-498

古澤 巌

©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

従来のキャラクターショーの枠を超えた、スペシャルアクションステージ『仮面ライダースー
パーライブ』は、
レーザーや照明、音響機器を駆使した ライブ ならではの演出で迫力満点！
目の前で繰り広げられる超絶バトルに大興奮間違いなし！ライブ終了後にはライダーたちと
の握手会もあります。
さあ、みんなで会場に集合しょう！

〜品川カルテット
（TAIRIKUプロデュース）
〜

古澤巌（ヴァイオリン）
TAIRIKU（ビオラ）高
木 (チェロ) 福田（ 2 n d
ヴァイオリン）の4人で奏
でる弦楽器四重奏をお
古澤巌
TAIRIKU
高木慶太 ©志立 育 福田悠一郎 ©Kei Uesugi
楽しみください。
グループ名の命名は、TAIRIKUの父、
さだまさしさん。
往年の
「東京カルテット」
のちょっと手前、玉川でもない
「品川カルテット」。

---------------------------- プログラム ----------------------------

マリーノ：Side to Side、My Funny Valentine、Moon River
シューベルト：死と乙女 モーツァルトなど、珠玉のカルテットをお届けします。

2/24（日）15：0０ 周南市文化会館

全席指定 Ｓ席５，
５００円 Ａ席４，
５００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：62306〉
（チケットぴあ）0570-02-9999〈Ｐコード：132-315〉

1回目１1：００

2/17（日）2回目14：００ 周南市文化会館

全席指定 3，
０００円（当日500円高）※財団会員３００円割引
※2歳以下で保護者の膝上鑑賞の場合、無料。

◎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（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：62314〉
（チケットぴあ）0570-02-9999〈Pコード：640-794〉

山根浩志ピアノ遊びVol.4

『すべてはクララのせい〜ピアノとラブレター』
4回目の ピアノ遊び は、生誕200年を迎えるクララ・
シューマンにまつわる冒険。
「４つのつかの間の小品」
「Romance in A Minor」
などのほか、夫であるロベルト・シューマンの「献呈」や、
ロベルトの死後、彼女を支えたブラームスの「雨の歌」
などを縦糸にして、
ラウタヴァーラやファジル・サイ、そし
て、楽譜のない即興演奏がひとつの物語の中に溶け
合い、単なる音楽会でも、演劇でも、
ミュージ
カルでもない、不思議な世界を織り上げます。
音楽を聴くだけのリサイタルでもない、演劇
でもない、内なる想像力を刺激する不思議な
時間をぜひご体験ください。
松浦宏志（トランペット）

山根浩志（ピアノ）

木村健二（俳優） 大塚恵美子（演出）

プログラム ４つのつかの間の小品、ロマンス／クララ・シューマン
（予定）
献呈、クライスレリアーナ／ロベルト・シューマン 雨の歌／ブラームス ほか

3/3（日）１４：００ 周南市文化会館

全席自由 一般２，
０００円 学生１，
０００円 ※未就学児入場不可
財団会員様には今月号発送の際にご招待券をお送りしました。
◎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

周南市文化会館

5

2019.02.01

大野雄二＆ルパンティックシックス
with 不二子ちゃんズ JAZZ LIVE
©モンキー・パンチ/TMS・NTV

ＤＲＵＭ ＴＡＯ２０１９
新作舞台「ザ・ドラマーズ」

世界26カ国・500都市・
観客動員数800万人に迫る！

圧倒的な音表現を持つ「和太鼓」そして篠笛・三
味 線・箏などを驚 異のパフォーマンスで表 現 する
DRUM TAOは、想像を完全に裏切る「最新の日本
エンターテイメント」。
2016年NYオフ・ブロードウェイでは全６公演SOLD OUT！Newsweek誌が「TAOは日本を
世界へ売り込む『顔』になる！」と絶賛。2017年9月より東京にて、訪日外国人向けナイトエンタメ
ロングラン開催。さらにユニバーサミュージックよりメジャーデビュー、iTunesジャパン・
Fujikochans 「万華響」
Yuji Ohno & Lupintic Six
ワールドアルバムランキング1位獲得！iTunesシンガポール総合アルバムランキング1位、その他3
「ルパン三世のテーマ」の生みの親、大野雄二が「Yuji Ohno & Lupintic カ国のiTunesワールドチャートでTOP3入り。
Six」にコーラス「Fujikochans」を迎え、10人でお届けする極上のライブ。
「大分県文化功労者 学術・文化振興」、
「 竹田市文化創造賞」、
「 第6回観光庁長官表彰」
Yuji Ohno & Lupintic Six
「総務大臣表彰」受賞。現在「A組」
「 K組」
「 G組」の3班で、年間700公演を行なう。
大野雄二が、2016年3月23日に結成したジャズ・バンド。10年間活動した、2006年
結成の「Yuji Ohno & Lupintic Five」が前身。メンバーには、初代「YOU ＆ THE
EXPLOSION BAND」からDr：市原康、Eb：ミッチー長岡が、前バンド「Yuji Ohno &
Lupintic Five」からはTp：松島啓之、Sax：鈴木央紹、Gt：和泉聡志が参加。さらに若
手のH.Org：宮川純を加えた7人編成で、おなじみのルパンサウンドをお届けします。

6/15（土）17：0０ 周南市文化会館

次号詳細

全席指定 Ｓ席5，5００円 Ａ席4，5００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

うたごえ喫茶周南

【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）
山口市民会館・
山口情報芸術センター
（ローソンチケット）
〈Lコード62187〉
（チケットぴあ）
〈Pコード141-140〉

周南フィルハーモニー管弦楽団
第10回定期演奏会

ピアノ伴 奏で懐 かしい 抒 情
歌・童 謡・歌 謡曲などをみんな
で歌い、楽しむ集いです。
好きだったあの曲を思い出し
てみませんか？
初 め て の 方もお 気 軽 にど
うぞ 。

2/9（土）１４：００ 周南市文化会館 3階展示室

全席自由 ３００円（飲み物代含む）
◎お問合せ うたごえ喫茶周南事務局 090−7895−9022（杉原茂樹）

第65回

6/23（日）16：0０ 周南市文化会館

全席指定 ＳＳ席７，
５００円 Ｓ席６，
５００円（当日５００円UP）※６歳未満入場不可
◎会員発売２／２4（日） ◎一般発売3／2
（土）
◎お問合せ ＴＡＯ山口公演事務局 ０８３−２８７−０９１９
周南市文化会館 ０８３４−２２−８７８7

指 揮：栗田哲海
ピアノ：森永康夫

〜プログラム〜
・モーツァルト
歌劇「魔笛」より序曲K.620
・ベートーヴェン ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調作品.73「皇帝」
・ベートーヴェン 交響曲第5番 ハ短調 作品.67「運命」

3/16

（土）
１7：0０ 周南市文化会館
指定席 ２,０００円 自由席1,０００円 高校生以下無料
◎お問合せ 周南フィルハーモニー管弦楽団080−3875−5045（中村素子）
【プレイガイド】
（周南）
文化会館・シンフォニー・演奏堂
（下松）
スターピアくだまつ
（光）
市民ホール

西日本書芸院全国書道展覧会 第18回書遊会展−併催･教育部書展−

県内を中心に活動
している西日本書芸院
(加藤紫雲会長)の第
65回全国書道展覧会
です。
昭和の戦後まもない時から、
そして平成と65回を継続し開催されている歴
史と伝統ある展覧会です。
新春にふさわしい個性豊かな作品をご鑑賞ください。

日々研鑽を重ね、
自己を表現した書游会
の１８回目となる作品展。漢字・仮名・近代詩
文など書を楽しむ会員作品４３点の力作が
並びます。
併せて教室で学ぶ幼年より中学生までが
作成した作品１７０点の展示、
恒例の5点の賛助作品もあります。ぜひ間近で筆遣いをご覽ください。

作品解説
色紙抽選

2３日(土)15：00より堀鴻烽先生(玄游会副会長・毎日書道展審査会員)に
よる作品解説があります。
作品解説後に堀先生の直筆色紙抽選を行います。

2/9（土）14：00〜18：00 2/10（日）9：00〜16：00 2/23（土）〜24（日）9：30〜17：00（最終日は16：00まで）

周南市文化会館 地下展示室

◎お問合せ
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周南市文化会館

西日本書芸院

入場無料

0834−31−2912（山本）

周南市文化会館 3階展示室
◎お問合せ

書游会

入場無料

090-3748-6665(松井)
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Culture Information HANABATAKE

しゅうなん・文化財団

かるちゃあ通信

周南市美術博物館

A rt,P hoto,Hi story ,etc .

郷土美術資料館・尾崎正章記念館

No.286

アート情報

発行
【

美

公益財団法人 周南市文化振興財団
術

博

物

館

2

山口県周南市徳山5854-41（0834-22-8787）http://s-bunka.jp/top/

】山 口 県 周 南 市 花 畠 町 1 0 − 1 6 （0834−22−8880）http://s-bunka.jp/bihaku/

【 郷土美術資料館・尾崎正章記念館 】山口県周南市富田永源（永源山公園内）
（0834−62−3119）http://s-bunka.jp/kyoubi/

周南市美 術 博 物 館

平成３１年度 展 覧会紹介

☆下記の３つの展覧会をお届けします。ご期待ください。

MINIATURE LIFE展
〜田中達也 見立ての世界〜
5/24（金）〜 7/7（日）
NHKの連続テレビ小説「ひよっこ」のタイトルバックを担当
した、ミニチュア写真家・見立て作家 田中達也。
日常の身近にあるものを別なものに見立てた写真作品を、2011年から
一日も休まずインターネット上で発表しつづけています。そのフォロワー数
は海 外も含め170万人を超えています。思 わずクスッと笑ってしまう、
さすが！とうなってしまう、楽しい作品世界をお楽しみください。

〜 憧 れ の 欧 米 への旅 〜

「新パン線」 ⓒTatsuya Tanaka

竹久 夢二 展

7/18（木）〜8/25（日）
叙情画家、竹久夢二の哀愁に満ちた大正ロマン＆モダン
の世界。
夢二の美 人 画や屏風 画、オリジナル港屋 版 画などを紹 介。
夢二はアメリカやヨーロッパに長 年 憧 れつづけていました 。
晩 年 、彼 がそれらの地へ 旅 行した際 のスケッチやデッサンも
あわせて展示します。各地で出会った青い瞳の女性たちや街の
風情など、これまでほとんど公開されることがなかった作品を
「着物の女」 通して夢二の新たな魅力をお届けします。

生誕１１０年

「港屋絵草紙店」

まど・みちお展

〜国際アンデルセン賞を受賞した日本人たち〜（仮称）
11/15（金）〜12/22（日）
周南市出身の詩人まど・みちおの生誕110年を記念する展覧会。
日本人として初の国際アンデルセン賞作家賞を受賞したまど・みちお。
国 際 アンデル セン賞は「小さなノーベル賞」とも呼ば れています。
日本人でこの賞を受賞したのは、まどの他、画家の赤羽末吉、安野光雅、
作家の上橋菜穂子、角野栄子です。まど・みちおを中心に、アンデルセン
賞受賞者５人の作品や足跡を紹介します。
◇都合により会期、内容等が変更になる場合があります。ご了承ください。
−訃 報−
小川亮 元 徳山市長・周南 市 文化 振 興 財団 初 代 理 事 長 が 、 平成 31 年 1 月 16 日に逝 去されました 。 文化会 館 ・ 美 術 博 物 館の建 設を
推し進められ、周南 市の文化 振 興に尽くされた多大なるご 功 績を偲 ぶと共に 、 心より哀悼の意を表します 。
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周南市美術博物館

休館のお知らせ

施設改修工事のため、4月1日まで休 館します。ご迷 惑をおかけしますが、ご了承ください。

2019.02.01

MINIATURE LIFE展

5/24（金）〜 7/7（日）

〜田中達也 見立ての世界〜

遊 び 心 い っ ぱ い の 作 品 を 紹 介 し ま す。

リアルなメモ＝メモリアル

クモワッサン

地球は甘かった

問題の解き方は人それぞれ

ⓒTatsuya Tanaka

ブロッコリー１本分のサバンナ

果汁が多いと荷重が心配

トウモロコシ燃料ロケット

作 家 プ ロフィール

田 中 達 也（ た な か・た つ や）

雨あけパンチ

ビール冷え切ってます

ミニチュア写真家、見立て作家。1981年
熊本県生まれ。
2011 年から日用品とジオラマ用人形を
モチーフにして、日常にある物を別の物
に見立てたアート「MINITURE CALENDAR」
をインターネット上で発表。海外を含め
人気を呼び、雑誌やテレビなどのメディア
でも広く話題に。
2017 年 NHKの連続テレビ小説「ひよっこ」
のタイトルバックを担当。

宮崎進さん愛蔵の作品が寄贈されました。

周南市出身の画家で、当館の名誉館長も務めていただいた宮崎進さん。昨年５月１６日に亡くなられました。
この度、宮崎さんが生前そばに置かれていた愛蔵の作品２点を、ふるさとの美術館で、周南市の文化振興に
お役立ていただければと、奥様よりご寄贈いただきました。

1月21日に、木村市長が記者発表をしました。

長谷川利行 「荷車のある風景」

堀口泰造 「若い捕虜」

び はく

美博クイズ〜！
〈61〉 もんだい
きょう ど

び じゅつ し りょうかん

お さき

え

か

郷 土 美 術 資 料館 では尾 崎さんが 絵を描くのに
つか

どう

ぐ

使った道具などをケース
なか

てん じ

の中に展示しているよ。
な

まえ

この展示ケースの名前は
なん

何でしょう？
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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〜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

に Go!

山の上の風車でお馴染みの永源山公園。季節ごとにさまざまな花が咲きお散歩コースにも最適です。そんな
自然に囲まれた公園の中に当館はあります。郷土の画家・尾崎正章氏の作品を展示するために建てられた施設
ですが、尾崎氏の常設展示のほかに、地元ゆかりの作家の企画展も開催しています。
「こんなところにこんな場所があったのね」と、思わぬ場所での芸術との出会いにみなさん驚かれます。ただ
場所がわかりづらいのが悩みの種。今回はみなさんに美術館までの行き方をご紹介します。
ぜひ、お散歩がてら立ち寄ってみてください。素敵な作品がみなさんをお待ちしています。

ート
スタ

館の
郷土美 術 資 料
。
石碑があります

駐車場から
通って
公園入り口を ・
・
左に曲がると・

神の
国道 2号 線 大
。
交差点を南へ と
すぐ右に曲がる
永 源山公園の す。
ま
駐車場があり

ら左に・・・
地図が見えた
まま
桜並木をその
上がっていくと
右にあります。

階段を
のぼると・・・

碑を
青木健作 文学
ら
右手に見なが
少し歩くと…。
板が
右に館の掲示
見えます。

ゴール

館の
郷土美 術 資 料
。
看板があります

ケヤキ並木
ス）
いお 散歩コー
（気持ちのい

…目印

参 加者
▪日
▪場
▪講
▪内

募中

時／２月９日

…
郷土美術資料館

※ホームページでは道順を動画で紹介しています。あわせてご覧ください。

子ども芸術ワークショップ Vol.15

和紙とのりを使って
不思議なかたまりをつくろう
午前9時45分 〜 午後４時（予定）

所／周南市郷土美術資料館・尾崎正章記念館（永源山公園内）
師／磯崎

有輔 先生（彫刻家）

容／ 自分のイメージする不思議なかたまり（立体）を張り子で制作します。今回は、木を

彫って様々な形の彫刻を作っている周南市出身の彫刻家、磯崎有輔さんを講師に行い
ます。郷土美術資料館で開催中の、磯崎有輔彫刻展「Vague outline-曖昧な輪郭-」
も磯崎さんと一緒に見学します。立体の面白さを味わってみませんか。
▪対
象／小学生、中学生
▪定
員／１0名
▪参 加 料／５００円（材料費など）
▪申し込み／ 往復はがきに①住所、②氏名、③学校名・学年、④電話番号を明記の上、
周南市美術博物館（〒745-0006 周南市花畠町10-16）までお送りください。
希望者多数の場合は抽選となりますので、ご了承ください。※市外の方も参加OK！
▪締め切り／２月４日（月）必着
び

はく

美博クイズ〜！
〈61〉 こたえ
ローケースだよ。
ほか

ハイケース

てん じ

たか

ひく

他の展示ケースよりガラスの高さが低めで
うえ

み

ローケース

とくちょう

上からのぞいて見やすいのが特徴だよ。
他にも、高さがあるものを展示できるハイ
よんめん

エアタイトケース

ケースや四面すべてから見ることのできる
き みつせい

しつ ど

ちょうせい

ケース、気密性が高く、湿度の調整ができるエアタイトケースなど、
い

いろんなケースがあるんだ。どんなものを入れるか、どのように
つか

見てもらいたいかでケースを使いわけているよ。

3

ドアを開けると が♪
音
カランコロンと
も
絵本コーナー
あります。
寄り
気 軽にお立ち
ください。

周南市美術博物館

磯崎有輔彫刻展
「Vague outline - 曖昧な輪郭 -」
展示作品

2019.02.01
周南

ART and HISTORY インフォメーション
周南市郷土美術資料館
☎0834-62-3119

磯崎有輔彫刻展

「Vague outline −曖昧な輪郭−」
〜３／１０
（日）

尾崎正章常設展
「食卓の風景」

〜３／１０
（日）

1／30
（水）
〜２／１１
（月・祝）
つくし園 作品展

2／14
（木）
〜2／17
（日）
南陽幼稚園 作品展

2／20
（水）
〜2／24
（日）
防府
山口
萩

毛利博物館
☎0835-22-0001

２／９
（土）
〜４／７
（日）

山口県立美術館
☎083-925-7788

２／１４
（木）
〜３／３
（日）

萩博物館
☎0838-25-6447

〜３／３(日)

長門
下関

下関市立美術館
☎083-245-4131

お雛さま

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

磯崎有輔彫刻展

Isozaki Yusuke

「Vague outline −曖昧な輪郭−」
３月１0日（日）まで開催中

〈中・小展示室〉

開会式

1月12日（土）に開会式がありまし
た。当日は作品解説もあり深く楽しい
話で会場は盛りあがりました。

説

作品解

いちぼくづく

一木造り

第72回山口県美術展覧会
萩博

美のイッピン！

「香月泰男 ―眺められるしあはせ― 」
２／９
（土）
〜５／６(月・祝)
連載50周年記念特別展

さいとう・たかを ゴルゴ13

２／２
（土）
〜３／２４
（日）
広島

広島県立美術館
☎082-221-6246

周南市郷土美術資料館・尾崎正章記念館

休館日：月曜日 ※ただし2月11日開館、翌12日休館

富田東幼稚園 作品展

香月泰男美術館
☎0837-43-2500

〜永源山公園の中にある美術館〜

サヴィニャック

有田館長が磯崎さんを紹介。今回の
開会式はロビーに置かれた大きな彫刻
を囲んで行いました。

作品の で
展示ま
集荷から

磯崎氏に今井学芸員がインタビュー。
この金箔の自刻像は一本の木（クスノキ）
を彫って造ったそうです。

ていねいに細心の注意を払って運んできました。

パリにかけたポスターの魔法

〜２／１１
（月・祝）
広島市現代美術館
☎082-264-1121
ひろしま美術館
☎082-223-2530

[特別展] 松江泰治

〜２／２４
（日）

地名事典

シャルル＝フランソワ・ドービニー展

ゴッホが愛した風景画家
〜３／２４
（日）

福岡

ふくやま草戸千軒ミュージアム
☎084-931-2513

〜３／３１
（日）

福岡県立美術館
☎092-715-3551

国立国際美術館コレクション展

教科書の歴史に見る近現代の姿
平成30年度国立美術館巡回展

「美術のみかた 自由自在」
〜２／５
（火）

福岡市博物館
☎092-845-5011

第30回新収蔵品展

ふくおかの歴史とくらし

〜２／１７
（日）

京都・醍醐寺 ―真言密教の宇宙―

九州国立博物館
☎050-5542-8600

〜３／２４
（日）

北九州市立美術館・本館
☎093-882-7777

聖なる芸術とモデルニテ

市政55周年記念 ジョルジュ・ルオー

〜２／１７
（日）

紹
ント
イベ

介

子ども芸術ワークショップ

Vol .15

「和紙とのりを使って不思議なかたまりをつくろう」
参加者募集中！
！ 詳しくはP3参照

〈大展示室〉
尾崎正章常設展「食卓の風景」

今年度は尾崎の描いたさまざまな風景を紹介しています。最後
となる４回目は、食卓を描いた作品を展示します。
いわしやカニ、葡萄やレモンなど、尾崎は多く
の静物画を描いています。それらの多くは、画家
の日常を垣間見ることができる食卓の風景で
す。独特の白い画面の中で、鮮やかな色彩が
私たちの目を楽しませてくれます。
展示風景

同時開催

冬の冷 え 込 みが一段
と 増 し ︑春の訪 れが 待
ち 遠 しいです ね ︒夕 食
の支 度 を し な がら ︑ふ
と暖かな 春の日のこと
を思い出しました︒
海 辺の町で育 ち ︑食
卓には新 鮮な海の幸が
並んでいました︒
ぐらぐらと沸いたお湯の中に磯の
香 りのする採 れたてのワカメを 入 れ
ると︑
ワカメの色 が一瞬にして茶 色 か
ら鮮やかな緑色に変わった時の驚き ︒
大 粒のアサリで作った旨 味たっぷりの
貝 汁は︑
お鍋の中でパッと殻が開いた
ら お 醬 油 を 加 え る だ けで 出 来 上 が
り ︒台 所に立つ母が︑幼い私に見せて
く れた 料 理の魔 法です ︒その時の光
景やおいしさは︑
今でも鮮明に覚えて
いま す ︒未 知の世 界 を 知る楽 しさや
これまでの記 憶 を 大 切にし︑日 常 を
豊 かにする創 造 力につな げていき た
いと思います︒
﹁ 緑と文 化と活 力に満 ちた街づく
り﹂の実 現を目 指し広 域 的な文 化 活
動の拠 点 を と︑当 時の小 川 亮 市 長の
熱い思いにより ︑昭 和 年に周 南 市
文化会館は完成しました︒
徳 山 藩 館 邸 跡 という 由 緒 あ る 場
所にふさわし く ︑銅 板ぶきの屋 根 と
白 壁が背 後の岐 山の緑に映 えるよう
にイメージして建てられたそうです ︒
毎日通う職場ですがあらためて外観
を 眺めると︑建 物の優 美 さや大 き な
屋 根が安 心 感 を 与 えてくれま す ︒こ
こで文 化や芸 術に携わる仕 事ができ
ることを幸せに思います︒
今 年で開 館
年 目を迎え
平 成 から 新 た
な 時 代へ︑
これ
か ら も 皆 様の
文 化 創 造の場
として ま た 文
化の殿 堂 とし
て 在 り 続 けて
ほしいと願って
います︒
︵西村 真 美 ︶

開館当時の文化会館
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