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大黒
摩季

フォレスタコンサート in 山口 2017

※当写真はイメージです。

4/22（土）１4：3０

Maki Ohguro
2017 Live-STEP!!
〜 Higher↗↗Higher↗↗中年よ熱くなれ !! Greatest Hits＋ 〜

（C）ＢＳ日テレ

5/5（金・祝）17：30

発売中

出演：
大木こだまひびき、
インパルス、
とろサーモン、
石田 靖
ミキ 他

5/28（日）

間

寛平

坂田利夫

山田花子

発売中

c Hikaru.

5/21（日）14：00

発売中

「しまじろうと
もりのきかんしゃ」

6/10（土）

①１3：3０②１6：1０

①１2：3０
②１6：0０
発売中

﹁ラスト３〜最終伝説〜﹂

※写真はあくまでもイメージです。

6/25（日）17：30

◎会員発売5／14（日）
◎一般発売5／21（日）

2017 年 全国ツアー
開催決定 !

◎会員発売中 ◎一般発売4／8（土）
平成二十九年度
（公社）全国公立文化施設協会主催 西コース

松竹大歌舞伎

7/2（日）18：00

◎会員発売中 ◎一般発売4／2（日）

LIVE TOUR 2017 〜W FACE〜

中村橋之助改め
八代目中村芝翫襲名披露

9/2（土）18：00

9/8（金）13：30

◎会員発売5／27（土）◎一般発売6／10（土） ◎会員発売5／20（土）◎一般発売5／27（土）

ウィーン＝ベルリン・ブラス・クインテット

開館35周年特別企画

9/17（日）18：00

◎会員発売5／14（日）
◎一般発売5／28（日）

9/30（土）15：00

◎会員発売5／13（土） ◎一般発売5／21（日）

平成２９年度 会員募集中!
●特 典
①２９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
「まど」のメニュー１割引
⑥ふるさと産品の店「こあ」店内商品５００円以上購入で５０円割引
⑦入会時、徳山動物園入園料割引券贈呈

12/15（金）19：00

２９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３０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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イベントインフォメーション

周南市文化会館

〈今月は5日・19日が休館（毎月第1・3水曜日休館）〉 〒745-0874 山口県周南市徳山5854-41

大 ホ ー ル

催

2(日)

物

名

入場料

（一社）実践倫理宏正会

7(金)
16（日）

山口地区支部設立50周年記念式・講演会

無 料

お釈迦様の誕生会
「花まつり」
花まつり子供大会

無 料

周南市民劇場50周年記念公演
周南市民劇場第303回例会

22(土) フォレスタコンサート in 山口 2017

※３歳以下入場不可

関係者

28(金) 安室奈美恵 LIVE STYLE 2016-2017

ＳＯＬＤ
ＯＵＴ

※3歳以上有料。2歳以下入場不可

各

物

名

8（土） 桜茶会

入場料

開演

終演

℡.0834-22-8787

主催者

連絡先

一般社団法人
9:00 11：30 実践倫理宏正会

8:30

13:30 14:00 16：00 周南市仏教団
18:00 18:30 21：15
13:00 13:30 16：15

全席指定
A席5,000円

23(日) ミキグループ徳山セミナー

催

開場

会員制

17（月） 前進座公演
「柳橋物語」

周南市民劇場

KRY山口放送
13:30 14:30 16：30 BS日テレ
周南市文化振興財団

未定

0834ｰ32ｰ3394

0834-21-1373
(金剛寺)
0834ｰ21ｰ7097
0834-22-8787
（周南市文化会館）

12:30 15：20 ミキグループ

082ｰ212ｰ0600

18:00 19:00 21：00 キャンディープロモーション

082ｰ249ｰ8334

会場

開場

終了

主催者

連絡先

（受付）（受付終了）

9:30 14：00 裏千家淡交会徳山支所

0834ｰ21ｰ6348
(河本)

室

500円

和 室

無 料

３階
展示室

無 料

10：00 17：00 戸塚刺しゅう協会
３階
展示室 （14日）15：00 徳山支部

0834ｰ21ｰ0294
(兼安)

全席自由
300円

地下
AYSAうたごえ喫茶周南
14:00 16：00
展示室 （開演）
実行委員会

090ｰ7895ｰ9022
(杉原)

24
（月） 花の会 〜想いを込めて〜

無 料

10：00 17：00
３階
華道専心池坊山口東部支部
展示室 （24日）16：00

0834ｰ21ｰ5613
(亀山)

27(木) 書道用品展示会

無 料

8（土）
9（日）

※当日券あり

第21回 花遊 明 癒しのアート展２０１７

11
（火）
〜 第42回 戸塚刺しゅう展
14
（金） テーマ：春のおとずれ、夏の足音
22（土） うたごえ喫茶周南
（開場１３
：
３０）
23
（日） 華道専心池坊山口東部支部

29(土・祝) チャリティ

前売券情報

10：00 17：00 花遊明グループ

練習室1 10：00 15：30 有限会社 泰盛堂
練習室1 (受付) （受付終了）
地下展示室
9:30 13：30
和 室
3階展示室

（文化会館事務所で発売中・3月24日現在）℡.0834-22-8787

4／２2（土）フォレスタコンサート
14:30
in 山口 2017

●全席指定 S席5,500円 A席5,000円

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

4／２8（金）安室 奈美恵 LIVE
19:00
STYLE 2016-2017

●SOLD OUT
※文化会館での発売はありません

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

5／4（木・祝） 劇団カッパ座
13:30 「つるのおんがえし」

●全席自由 大人（中学生以上）1,600円
こども（3才〜小学生まで）1,100円

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

5／5（金・祝） 大黒摩季2017Live-STEP!!
〜Greatest Hits+ 〜
17:30
●全席指定 6,800円

周南市文化会館

濃茶・薄茶
点心
3,500円

みどりの茶会

周南市文化会館
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5／6（土） 超特急 Bullet Train
17:00
5th Anniversary Tour 2017
●指定席 7,000円

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

5／21（日）BRA★BRA FINAL FANTASY
14:00
BRASS de BRAVO 2017 with
Siena Wind Orchestra
●指定席 6,800円
学生シート 4,800円

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

5／27（土） 徳山ライオンズクラブ
13：00
チャリティ石見神楽
※4月上旬発売予定
●全席自由 1，000円

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

5／28（日） 吉本新喜劇＆
①12：30
バラエティーショー
②16：00

●全席指定 S席 5，400円
Ａ席 4，300円

茶道裏千家淡交会
周防支部

0834ｰ25ｰ1396
(岡)

082-854-0535
0834ｰ21ｰ6348
(河本)

6／4（日） 女声合唱団 あい
14：00
第22回定期演奏会
●全席自由 1，000円

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

6／25（日） 井上陽水コンサート 2017
GOOD LUCK!
17：30
◎会員発売中
◎一般発売 4/8（土）
●全席指定 8，640円

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

7／2（日） ワハハ本舗
18：00
「ラスト3〜最終伝説〜」
◎会員発売中
◎一般発売 4/2（日）
●全席指定 S席7，800円 A席6，800円

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

8／6（日） 石川雅起
18:30
オリジナルミュージカル愛好会
「マッチ売りの少女」公演
※

●全席自由 大人1,000円
高校生以下 500円

は財団会員割引があります。

2017.04.01

周南市美術博物館
展

会期

〒745-0006 山口県周南市花畠町10-16

〈月曜休館〉

催物名

入場料

会場

3/30(木)〜
第13回周南水墨画連盟 作品展
2(日)

室

19(水)〜
6/4(日) 新収蔵品展
1(土)〜 林忠彦記念室
30(日) 「異郷好日 世界の旅」

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
※身障者の方は無料＊

1(土)〜
30(日) まど･みちおコーナー/徳山の歴史
ハイビジョン
ギャラリー

パリで見られる１９世紀フランス美術Ⅰ
日本絵画の見方
● 日本の巨匠たち その二
● 絵巻の世界 その二

連絡先

入館は16:30まで
（3/30は13：00〜）
（最終日は16：00終了）

周南水墨画連盟

0834-21-2014

周南市

0834-22-8622

書苑書道会

0833-91-2195

アルテ

0834-21-8770

周南市美術博物館

0834-22-8880

１７:００

入館は16:30まで

１７:００

入館は16:30まで

展示室
1・2

〈美博のコレクション展〉
〜2(日)

春だ。旅に出よう！

主催者

展示室
1・2・3

無 料

℡.0834-22-8880

終了

１７:００

展示室
1・2

示

8(土)〜
16(日) しゅうなんアート・ナウ２０１７
22(土)〜
第９回書苑展
23(日)
26(水)〜
第９回アルテ展
30(日)

開場

（最終日は16：00終了）

展示室
3
１７:００

9:30

入館は16:30まで

展示室
４
展示室
5

●

1(土)〜
30(日)

●

ハイビジョン 9:45
ギャラリー （予定）

無 料

16:53

（予定）

＊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

周南市郷土美術資料館・尾崎正章記念館
催物名

会期

展

一般 200円
(160円)
学生等 100円
(80円)

示

林忠彦写真展

室

〜 5/28(日)

「東海道を撮る」
〈中・小展示室〉
尾崎正章常設展

「彩りの世界」
〈大展示室〉

〈月曜休館〉〒746−0034 山口県周南市富田永源(永源山公園内） ℡.0834-62-3119
入場料

会場

展示室

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

開場

9:30

終了

１７:００

入館は16:30まで

主催者

連絡先

周南市郷土美術資料館・
0834-62-3119
尾崎正章記念館

＊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・3月24日現在）℡.0834-22-8787

スターピアくだまつ

4／２3（日） 和太鼓集団
13:30
山城組 空

●全席自由 1，
０００円
小学生以下無料

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

8／14（月） Disney Live!
18:00
ミッキーの
8／15（火） フォーエバーマジック！
①10：30
②13：30
③16：30

◎一般発売 4/15(土)
●全席指定 5,200円

※2歳以下無料

周東パストラルホール

6／18（日） ひろしま神楽
14:00

●全席指定 2,500円
高校生以下1,500円

光市民ホール

5／２8（日） 精華女子高等学校
14:00
吹奏楽部コンサート

●全席指定 一般 ２，
０００円
高校生以下 １，
０００円

6／9（金） 第46回市民夏季大学
7／12（水） ◎一般発売 4/1(土)
7／18（火） ●3講座共通券（全席自由）
18:30

一般 2，5００円 学生 2，
０００円
障がい者 1，
０００円 高校生以下無料

シンフォニア岩国

5／14（日） 八代亜紀
プレミアムJAZZコンサート
15:00
●全席指定

防府市地域交流センター
（アスピラート）

4／2（日） Sella コンサート2017
優しさに抱かれて
14:00
5００円
●全席自由 1，

山口市民会館

6／24（土） TAO LIVE 2017
「ドラムロック疾風」
16:00
●全席指定 SS席7，
5００円

シネマ ヌーヴェル

一般 ５，
８００円

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

6／18（日） オーケストラによる
ドリームコンサート
15:00
〜ジブリの思い出がいっぱい〜
◎一般発売 4/7(金)
●全席指定 2，
0００円

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

8／10（木） 東京バレエ団
子どものためのバレエ
16:00
ねむれる森の美女

◎一般発売 4/21(金)
●S席 5，0００円 S席学生 2，0００円
A席 3，0００円 A席学生 1，5００円

5／20（土） 第8回周南
「絆」
映画祭
5／21（日） ◎発売 4/8(土)
9:30

●1日券 1，
5００円
2日間共通フリーパスポート 2，5００円

山口県立美術館

4／20（木） 高畑・宮崎アニメの秘密がわかる。
〜6／18（日） スタジオジブリ・レイアウト展

●一般 1,1００円 シニア・学生900円

山口県立美術館・浦上記念館

4／29（土・祝） -色絵磁器の最高峰〜6／25（日） 今右衛門の色鍋島

●一般 1,0００円
70歳以上の方・学生800円
周南市文化会館
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大黒
摩季
Maki Ohguro
2017 Live-STEP!!

〜 Higher↗↗Higher↗↗中年よ熱くなれ !! Greatest Hits＋ 〜 ファイナルファンタジー音楽の作曲家・植松伸夫 完全監修

６年ぶりにアーティスト活動再開！２５周年全国ツアー開催 ! !

c Hikaru.

シエナ・ウィンド・オーケストラ演奏 FF吹奏楽全国ツアー第3弾開催 ! !

2010年病気治療のためアーティスト活動を休止していた大黒摩季。
2016年8
累計出荷本数1億1,000万本を超え、2017年で30周年を迎える人気RPG
月、
ライジングサン・ロックフェスティバルでの出演を皮切りに、
故郷である北海道
「FAINAL FANTASY」
シリーズ。
そのFFシリーズを 吹奏楽 だけで演奏す
からアーティスト活動をついに再開！
！
「BRA★BRA FAINAL FANTASY BRASS de BRAVO」
さらに25周年を迎える今年、47都道府県をまわる全国ツアーを開催すること るコンサートが
を発表、
大黒は
「全国に直接元気をお届けしたい！」
とその想いを口にしました。 です。制作総指揮・植松伸夫のトークと、栗田博文指揮でシエナ・ウィンド・オー
「DA・KA・RA」
を始め
「チョット」
「あなただけ見つめてる」
「夏が来る」
「ら・ ケストラが全公演で演奏。FFファンも吹奏楽ファンも一緒に楽しめるコンサート
ら・ら」
などのミリオンヒットをもつ大黒摩季が、昨年11月にリリースした究極のベ です。
ストアルバムを引っ提げて、
パワフルなステージで魅了します！
！

5/5（金・祝）１7：3０ 周南市文化会館
全席指定

6，
８００円

◎お問合せ

発売中

※財団会員３００円割引

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：６２５５５〉
（チケットぴあ）
０５７０-０２-９９９９
〈Ｐコード：３２１-９８２〉

石田

大木こだまひびき

インパルス

靖

とろサーモン

間

寛平

坂田利夫

5/21（日）１4：0０ 周南市文化会館
指定席6，８００円 学生シート4，８００円
※財団会員３００円割引
※3歳以下入場不可。

◎お問合せ

発売中

☆学生シートの対象は高校生以下とさせて頂きます。
☆学生シートは後部の座席となります。
☆当日ご本人様が確認できる『学生証』をお持ち下さい。

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：６２５５７〉
（チケットぴあ）
０５７０-０２-９９９
９
〈Ｐコード：３２１-９８３〉
（イープラス）http://eplus.jp/

山田花子

２０１７年全国ツアー開催決定！

ミキ

今年２月、1973年に発売した代表曲
『夢の
※写真はあくまでもイメージです
出演：石田靖、間寛平、坂田利夫、山田花子
中へ』
をシングルCDとして再リリース。
この巨匠
大木こだまひびき、インパルス、とろサーモン、ミキ、どさけん、 エンジニア テッド・ジェンセン が手掛けたリマスター版は、
現在放送中の
「視覚
山口ふく太郎・ふく子他
探偵 日暮旅人」
のオープニングテーマでも使用されています。
※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。
4月８日の福島・いわき芸術文化交流館・アリオスを皮切りに全国20会場22公
演を巡る大規模ツアーが決定。3年ぶりの周南公演です。色あせない名曲の
本場大阪！笑いの旋風が今年も山口に上陸！！
数々を生み出してきた井上陽水のステージをお見逃しなく！
日本中で笑いの渦を巻き起こしている
「吉本新喜劇＆バラエティーショー」
が
今年もまた山口県にやってきます。豪華メンバーが勢揃いするお馴染みの新喜
劇と人気芸人による漫才・コントの２部構成で大爆笑のステージをお届けします。

1回目１2：３０

5/28（日）2回目１６：0０ 周南市文化会館

発売中

全席指定 S席5，4００円 A席4，3００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：６２８５０〉
（チケットぴあ）０５７０-０２-９９９９
〈Ｐコード：４５７-０９３〉

6/25（日）１7：3０ 周南市文化会館

会員発売中

全席指定 8，64０円 ※未就学児入場不可
◎会員発売中 ◎一般発売4／8（土）
◎お問合せ

周南市文化会館 ０８３４−２２−８７８７
ラ グ タ イ ム ０８３−925−6843

【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）[発売
日特電]0570-084-662[発売日翌日以降]0570-084-006〈Lコード：62666〉
（ チケットぴあ）[発売日特電]
0570-02-9925[発売日翌日以降]570-02-9999〈Pコード：323-563〉
（イープラス）http://eplus.jp/

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
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お受取り日の3日前までにご予約ください。

2017.04.01

「ラスト３〜最終伝説〜」
出演 久本 雅美 柴田 理恵
佐藤 正宏 梅垣 義明 ほか

倖田來未 LIVE TOUR 2017
〜W FACE〜
２年連続での
周南公演決定！
！

9/2（土）１8：0０ 周南市文化会館

ラスト3部作が完結・
・
・そして、
今度こそ本当のエンディングとなる舞台ならではの
ワハハ本舗の表現力！ ワハハヂカラで、
舞います・魅せます・酔わせます！！

7/2（日）１8：0０ 周南市文化会館

全席指定 S席7，8００円 A席6，8００円（当日1,000円高）
◎会員発売中 ◎一般発売4／2（日）※未就学児入場不可
◎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

【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）市民会
館（ローソンチケット）[発売日のみ特電]０５７０-０８４-６６１[発売日１８：００以降]０５７０-０８４-００６
〈Ｌ
コード：６２３２４〉
（チケットぴあ）[発売日のみ特電] ０５７０-０２-９９４１[発売日１８：００以降] ０５７００２-９９９９
〈Ｐコード：４５６-４２２〉
（イープラス）http://eplus.jp/

指定席8，6００円

※未就学児入場不可（小学生未満でも座席が必要な場合は、チケットが必要です。）

◎会員発売5／27（土） ◎一般発売6／10（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] 0570-084-662〈Lコー
ド62137〉発売日18:00以降0570-084-006〈Lコード62137〉
（チケットぴあ）[発売日のみ特
電] 0570-02-9925〈Pコード319 -513〉発売日翌日以降0570-02-9999〈Pコード319
-513〉(イープラス)http://eplus.jp/

周南市文化会館開館３５周年特別企画

第27回西京コンサート

平成二十九年度(公社)全国公立文化施設協会主催 西コース

松竹大歌舞伎

中村橋之助改め 八代目中村芝翫襲名披露
中村国生改め四代目 中村橋之助襲名披露
中村宗生改め三代目 中村福之助襲名披露

イルジー・ビエロフラーヴェク指揮

演 目

恒例の松竹大歌舞伎周南公演。今年は八代目中村芝翫 四代目中村橋之助
三代目中村福之助の襲名披露公演です。演目は、舞踊「猩々(しょうじょう)」幹部俳優
が勢 揃いする豪 華な
「 襲 名 披 露口上 」、古
典 歌 舞 伎の名 作「 一
谷嫩軍記」の一幕「熊
谷陣屋」
を上演します。
どうぞご期待ください！

９/8（金）１３：３０ 周南市文化会館

全席指定 特等席７，
０００円 一等席６，
０００円 二等席４，
０００円
三等席３，
０００円 学生席（小中高生）
２，
０００円 ※財団会員５００円割引
◎会員発売5／20（土） ◎一般発売5／27（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:63387〉
（チケットぴあ）[発売日のみ特電]
0570-02-9985[発売日翌日以降] 0570-02-9999
〈Ｐコード:457-963〉

1 8 9 6 年にドヴォル
ザークの指揮によって
プログラム
初公演を行って以来、 ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 作品92
交響曲第8番 ト短調 作品88
その温かく美しい響き
スメタナ
連作交響詩「わが祖国」
より
で聴衆を楽しませてい
ヴィシェフラド、ブルタヴァ（モルダウ）、シャールカ
る世界的オーケストラ
がついに周南に。
マーラーが1908年に自作の交響曲第7番を指揮して世界初演するなど、音
楽史に名を残す名門オーケストラです。
その純朴で哀愁に満ちた演奏は、長きにわたって日本人に愛されていま
す。黄金時代を迎えたチェコの至宝をぜひこの機会にご鑑賞ください。

9/30（土）15：００ 周南市文化会館

S席13,000円 A席11,000円 B席9,000円 C席7,000円
※財団会員1,0００円割引 ※未就学児入場不可
◎会員発売5／13（土） ◎一般発売5／21（日）
◎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）[発売日のみ特電]０５７０-０８４-６６２[発売日翌日以降]０５７０-０８４-００６
〈Ｌコード：６３３８８〉
（チケットぴあ）[発売日のみ特電] ０５７０-０２-９９２５[発売日翌日以降] ０５７０-０２-９９９９
〈Ｐコード：３２７-６７６〉

■印刷全般
■企画

■各種販促物

周南市文化会館
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周南市文化会館ご利用案内
周南市文化会館は、
1,800人を収容できる大ホー
ルをはじめ､練習室など７つの部屋があり様々な用
途に応じて使用できる施設です。
バレエや楽器等の
練習、
会議・研修や展示会など、
市民生活に密着し
た身近な施設として多くの人に利用されています。
お気軽にお問い合わせください。
使用の申し込み・受付

施設の基本使用料(単位：円)

午前９時から午後５時半まで。休館日
（毎月第1・3水曜日

午

及び12月29日から翌年1月3日まで）は受付いたしません。

区
大ホール

申し込みは直接ご来館いただくか、郵送で申請書を提出
してください（FAX不可）。申請書はホームページよりダウン
ロードできます。電話でご予約の場合は、予約して７日以内
に申請書を提出してください。

申し込み受 付日
●大ホール…使用日の1年前から6日前までの間。
●その他の施設…使用日の６ヶ月前から。

分

前

午

後

夜

間

13時 から
18時 から
９時 から
12時 まで 17時 まで 22時 まで

昼

間

午後・夜間

全 日

９時 から
13時 から
９時 から
17時 まで 22時 まで 22時 まで

平日

33,020

59,230

76,010

84,400 122,150

144,680

土・日・休

42,980

74,960

96,450

105,900 153,080

181,910

リハーサル室

2,820

5,020

6,380

7,020

10,160

12,780

練 習 室 1

1,770

3,030

4,080

4,280

6,380

8,060

練 習 室 2

1,150

1,770

2,400

2,610

3,660

5,130

練 習 室 3

1,150

1,770

2,400

2,610

3,660

5,130

地下展示室

2,820

5,020

6,380

7,020

10,160

12,780

和

室

1,150

1,770

2,400

2,610

3,660

5,130

３階展示室

3,490

6,170

7,920

8,640

12,650

15,840

※設備・冷暖房料は別途必要。

大ホール

リハーサル室（地下２階）

■定員 1,800人 ■固定席 1,647席 ■舞台（間口19.3ｍ 奥行15ｍ）
クラシック・ポップスなど各種コンサート、演劇・舞踊などに使える多目的ホール。

■面積 193㎡ ■定員 150人
バレエやダンス、ピアノ発表会などに。ヤマハセミコンピアノあり。

練習室１（地下１階）

練習室2（地下１階）

練習室3（地下１階）

■広さ 126ｍ ■定員 80人
アップライトピアノ、天井スクリーン(120インチ)
あり。楽器練習や会議、研修会などに。

■広さ 75ｍ ■定員 40人
アップライトピアノ、天井スクリーン(100インチ)あり。
会議、各種練習などに。

■広さ 50ｍ ■定員 30人
1.5ｍ×4ｍの鏡、
アップライトピアノ、天井スクリーン
(80インチ)あり。
ダンスや楽器練習、会議などに。

2

2

2

地下展示室（地下１階）

和室（3階）

３階展示室（３階）

■広さ 172ｍ ■定員 110人
天井スクリーン(180インチ)あり。
展示会や即売会、会議などに。

■広さ 35畳 ■定員 50人
お茶会、邦楽練習などに。

■広さ 357ｍ ■収容人数 160人
展示パネル12台、天井スクリーン(150インチ)あり。
展示会や即売会、会議などに。

2

2

皆様のご利用をお待ちしています。周南市文化会館 (0834-22-8787)
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周南市文化会館屋根防水改修工事
文化会館は来館される方々に快適な環境を提供するために、
毎年改修工事を行っています。
平成２８年度は、
昭和５７
年の開館以来３４年が経過し、
経年劣化が見られる屋根の防水改修工事を実施しました。
【改修前】

【改修後】

このたびの屋根の防水改修工事は、
「電源立地地域対策交付金」※を活用しました。
※電源立地地域対策交付金は、
国のエネルギー施策のひとつとして、
発電用施設の設置に対して理解・促進
等を図るために、
発電用施設の立地地域・周辺地域で行われる公共施設整備などに対して、
国
（経済産業省）
が都道府県を通じて市町村に交付する交付金です。

周南市文化会館
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周南市民劇場５０周年記念公演

柳橋物語 劇団 前進座

作／山本周五郎
脚本／田島 栄 演出／十島 英明
出演／今村 文美・浜名 実貴・嵐 芳三郎 ほか
過酷な運命と愛の悲劇に耐えて、人間の真実を貫き愛を
全うした江戸庶民の恋と人情を描いた山本周五郎の名作

フォレスタコンサート in 山口 2017

※当写真はイメージです。

（C）ＢＳ日テレ

上方に働きにゆく 荘吉 と将来の
約束をした おせん 。幼い恋心と一途
さで答えた
「待っているわ」
の一言が、
一生を左右してしまう。江戸の大火で
すべてを失い、記憶喪失になるほどの
衝撃を受けながらも、
その時拾った赤
子を育てようとするのだが…。

フォレスタは、
ＢＳ日テレで毎週月曜日２１時〜放送中の「ＢＳ日本・こころの
歌」
でおなじみのコーラスグループ。
メンバーは全員音大を卒業しており、歌
にあくなき夢をかける若人の集まりです。
日本の素晴らしい風土と文化を歌い継ぐという番組テーマの下、番組出
演経験も重ね現在も絶え間ない研鑽を続けています。番組のテイストそのま
まに、
「こころの歌」
を温故知新お楽しみください。

会員制（周南市民劇場への入会が必要です）

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

4/16（日）18：30 4/17（月）13：30 周南市文化会館
◎お問合せ

周南市民劇場 ０８３４-２１-７０９７

Bullet Train 5th Anniversary Tour 2017
「Trans NIPPON Express」
デビュー5周年を迎える超特急が昨年を超える最大規模の全国ツアー決定!
各地で異なる演出・セッ
トリストの色を添えて、新た
な旅へと向かう7人がニッ
ポンを駆け巡りあなたに会
いに行きます。恋する列車
に乗り遅れなく。

4/22（土）１4：3０ 周南市文化会館

残席わずか

【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：６２２８９〉
（チケットぴあ）０５７０-０２-９９９９〈Ｐコード：３１６-１３０〉

「しまじろうと もりのきかんしゃ」

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！
さぁ、ワクワクいっぱいの冒険に
出かけよう！
1回目１３：３０

6/１0（土）2回目１６：１０

5/6（土）１7：0０周南市文化会館

発売中

周南市文化会館

全席指定 ２，28０円（会館特別価格）

指定席 ７，
０００円 ※3歳以上チケット必要。3歳未満膝上鑑賞可。 ※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）。
◎お問合せ 周 南 市 文 化 会 館 ０８３４−２２−８７８７ ◎会員発売5／14（日） ◎一般発売5／21（日）
キャンディープロモーション ０８2−２49−８334 ※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。
【プレイガイド】周南市文化会館（ローソンチケット）
０５７０-０８４-００６
〈Ｌコード：６２２５９〉
（チ
ケットぴあ）０５７０-０２-９９９９
〈Ｐコード：３２１−２６３〉
（イープラス）http://eplus.jp/

第４２回戸塚刺しゅう展

◎お問合せ 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）
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：

「春のおとずれ、
夏の足音」華道専心池坊山口東部支部
兵庫県西宮市に本部を置く、
一般社団法人戸塚刺しゅう協
会の徳山支部（兼安浩子支部
長）作品展です。
「 毎日の少しず
つの時間を積み重ね、一針一針
大切に刺した成果をご覧くださ
い。
どの作品にも大きな愛情が
込められています」
と呼びかけ
ています。
「春のおとずれ、夏の足音」
をテーマに、岩国から防府までの指導
者と生徒が合わせて約１８０点を展示します。多くのお客さまのご来場をお
待ちしています。

（
〉チケットぴあ）0570-02-9999〈Ｐコード

〉

花の会〜想いを込めて〜

華道専心池坊山口東部支部（亀山和子支部
長）
のいけばな展です。
それぞれの想いを花に託
して表現しました。
４０人が５０瓶を展示します。
専心池坊のいけばなは、古典花と現代花に大別
されます。古典花には立華と生花があり、格調の
高さとその技を後世に伝承、現代花（写真）は時
代とともに変化する中でその生活空間に合った
花を提案しています。
さらに英国スタイルのフラ
ワーアレンジメントなど幅広い分野の花を生けて
います。ぜひお誘い合わせの上、
ご来場ください。

4/11（火）〜14（金）10：00〜17：00（最終日は15：00まで） 4/23（日）〜24（月）10：00〜17：00（24日は16：00まで）

周南市文化会館 3階展示室

◎お問合せ

8

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

戸塚刺しゅう協会徳山支部０８３４−２１−０２９４
（兼安） ◎お問合せ 華道専心池坊山口東部支部０８３４−２１−５６１３
（亀山）

2017（H29）Apr
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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/

夢の世界 のデザイナー

シンジカトウ・ワールド
会期

６/９(金)〜７/30 (日)

2017年

月曜休館 ただし7/17 (月・祝)開館、7/18(火)休館

０
０円(７５０円) / 大学生７
０
０円(５５０円)
観覧料一般９
( )内は前売および20名以上の団体
※18歳以下無料

〜童話とのコラボ作品〜
「赤ずきんちゃん」や「白雪姫」、
「不思 議 の国のアリス」などの

〜キャラクターとのコラボ作品〜

キャラクターを 独 特 の 優 し い

「ディズニーキャラクター」や「ポケモン」、

タッチで描き出し、新たな魅力を

「ちびまる子ちゃん」などとのコラボレーション

与えて多くのファンを惹きつけて

作品も手掛け、キャラクターの可愛さを際立た

います。

せつつ、個性豊かにアレンジするところにシン
ジカトウらしさが表れています。

Alice in Wonderland13

〜絵

本〜
これまで25冊以上を出版。
地球環境の変化に翻弄さ
れながらも、ホッキョク

世界中のファンをとりこにし

グマ兄弟の「そら」と

た魅力的なデザインの数々。

「べあ」が織りなす、ほ

シンジカトウは、ステーショ

んわか絵本「そらべあ」
を手がけたことも話題に
SORABEAR

〜シンジカトウのデザインしたグッズ〜

なっています。
「そらべあ」
は、地球にもココロにも

ナリー、バッグ、靴、服、ジュ

の
人気 ー
クタ
キャラ も
グッズ !
予定
販売

エリーなど、4 0年を超える
キャリアの中で、1 万点以上
のデザイングッズを世の中に
送り出しています。

優しいお話です。
※写真はイメージです。

●詳細は花畠５月号をお楽しみに！

1

周南市美術博物館

＊プロフィール＊

デザイナーとして1971年か
ら活動を開始し、数多くの
ヒット商品を送り出す。童
話やキャラクターとのコラボレーション作品も多数
手掛ける。絵本制作にも積極的に取り組み、地球
環境をテーマにした絵本「そらべあ」を中心に地
球環境教育や太陽光発電所を寄付する活動で、
20 10年環 境大臣賞を受賞、20 12年第 1 回ソー
ラーアワードを受賞。パリ、台湾、ロンドンでイベン
トを開催するなど世界でも活躍している。

シンジカトウのギャラリートーク＆サイン会

日時 ６月1 0日（土）

開催 !
決定

2017.04.01

春のサロンコンサート

しゅうなん アート・ナウ
2017

〜春風にさそわれて 和のひびき心地よく〜
日時：４月９日
（日） 入 場 無 料

＜午前の部＞ １０:３０〜１２:００
＜午後の部＞ １４:００〜１５:３０

4月8日
（土）
〜16日
（日）

※10日
（月）
は休館日

会場 : 周南市美術博物館
エントランスホール

昨年の会場風景

入場無料

「春の海」
や
「さくら」
など、春らしい雅な楽曲を
「グループひび
き」
が奏でます。若手のプロ尺八奏者として全国的に活躍され
ている田嶋謙一さんが特別出演され、花柳流師範の花柳町京
さん、尺八の竹勇会のみなさんが賛助出演されます。美しく胸
を打つ箏や尺八の音色、
日本舞踊などをご堪能ください。
「カフェテラスまど」
では当日限定メニューとして、抹茶と桜餅
の
「抹茶セット」
をご用意しています。春の和と美の世界をお楽し
みください。

会場：周南市美術博物館展示室１・２・３
開館時間：9時30分〜17時
（入館は16時30分まで）

周南市を中心に広く活躍する作家の
作品を、平面・立体・書・写真の４部
門で展示します。周南地区の 今 を感
じる芸術をどうぞご観覧下さい !

第26回

昨年の演奏風景

林忠彦賞「

田嶋謙一さん

」有元
あり もと

しん

や

伸也

受賞作「TOKYO CIRCULATION」は、東京という都市と共存しながらたく
ましく生きる人間の姿をとらえた作品です。
作者の目に映る東京は壮大な循環を持つ一つの生態系であり、作者が被写
体となっている人たちとコミュニケーションをとりながら撮影している作品の
数々は、重厚感あふれる中にも大変人間的で、作品の持つ圧倒的なエネルギー
は選考委員会でも高く評価されました。
有元 伸也

1971年大阪生まれ。ビジュアルアーツ専門学校大阪卒業後、インド、
チベットに撮影旅行に赴く。1998年「西藏より肖像」で第35回太陽賞受賞。2008
年自身の作品発表の場としてTOTEM POLE PHOTO GALLERYを設立、自らの名
を冠した「ariphoto」として作品の発表を続け、2016年その集大成として「TOKYO
CIRCULATION」を発行した。現在は東京を拠点に国内外での個展やグループ展を
精力的に開催、参加している。

受賞記念
写真展

報告

■東京展
富士フイルムフォトサロン

5/12(金)→18(木) 会期中無休
10:00〜19:00
（最終日は16:00まで）

子ども芸術ワークショップ vol.13

■周南展 林忠彦の故郷
周南市美術博物館

■東川展(北海道) 写真の町・東川
東川町文化ギャラリー

5/26
（金）
→ 6/4
（日）
9:30〜17:00 月曜休館

11/27
（月）
→ 12/12
（火）
会期中無休
10:00〜17:30
（最終日は15:00まで）

ここちよい《色》の発見〜顔料をつくってみよう

３月１９日
（日）
画家の原井輝明先生を講師に迎え、子ども芸術ワークショップ
を行いました。プロの作家から直接指導をうけながら作品をつくる企画で、今
回が13回目です。
この日は小学１年生から中学３年生までの１６名の子どもたちが、土や石など
の身近な素材から顔料を作り、それを使って絵を描きました。中には、卵の殻を
素材で持ってきてくれた子もいました！
みなさんが作ってくれた色の見本は、
しゅうなんアート・ナウの会期中に当館
ロビーに展示します。是非ご覧ください。

が
自然な色 ♪
ました
り
入
に
気

び は く

美博クイズ〜！〈39〉 もんだい
び じゅつ はく ぶつ かん

てん

じ

おお

美術博物館の展示は、大きくわけ
ると２つあります。
じょう せつ

てん

き

かく てん

常設展と企画展 です。さて、その
ちが

なに

違いは何でしょう？
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

2

2017.04.01

（
常設観覧料：一 般 200円（160円） 大学生等 100円（80円）

周南市美術博物館

常設展示室
展示室

３

休館日：月曜日

コレクション展示室

展示室

４

新収蔵品展

４/１９
（水）
〜６/４
（日）

平成２８年度に新たに収蔵された作品を中心に「新収蔵品展」
を開催します。
周南市美術博物館では、周南市ゆかりの作家の業績や歴史資
料を後世に伝え、また特色ある
コレクションを目指して、資料の
収集を行っています。
今回は、美 術部門では宮崎
進や朝倉南陵、大 庭学僊など
の作品、写真部門では、第25回
林忠彦賞受賞作品「フィリピン
残留日本人」（船尾修）を展示
します。また歴史部門では毛利
宮崎進 「炎」 1987年頃 ミクストメディア
元徳の書などを展示します。

5

まど・みちおコーナー

林忠彦記念室では、旅好きだった林忠彦が写真家仲間と外国
を訪れた際に撮影した中からピックアップしたものを紹介中！
中国、インド、モロッコ、イタリアで暮らす人びとや街角など、
林の新たな一
面が垣間見え
る作品となっ
ています。
林忠彦の写
真 を 通 して、
世界の旅をお
楽しみくださ
い。
イタリア

徳山の歴史 特設コーナー

今回の展示内容は5/31（水）まで

竹島御家老屋敷古墳の鏡

まど・みちおコーナーでは、まどさんの絵画だけでなく、
文学資料も展示しています。
今回は、台湾時代（30 代の頃）に雑誌に発表した作品な
どを紹介しています。
みなさん、よくご存
知の童謡「やぎさん
ゆうびん」。この童
謡の原型となる詩が、
実 は、台 湾 時 代 に
同人誌に投稿されて
「鶴の雑記帳」 （『文芸台湾』第３号掲載）
います。

報告

林忠彦記念室

「異郷好日 世界の旅」Ⅱ期：開催中〜4/30（日）

※美博のコレクション展「春だ。旅に出よう！」
は、
４/２
（日）
まで展示。
展示室

）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

竹島御家老屋敷古墳は、
４世紀前半に作られた県内最古の前方後円墳です。
この古墳からは、
中国・魏の年号である
「正
始元年」の銘がある鏡が出土しています。
「正
始元年」は、邪馬台国の女王卑弥呼が魏に
使者を送った翌年（240年）
で、魏から贈られ
た「銅鏡100枚」が届けられた年にあたりま
す。
このことからこの鏡が、
魏の鏡であるという
説の有力な資料とされています。今回はレプリ
カで紹介しています。

まどさんについてのおはなし会「まどさんと国際アンデルセン賞」

２月２８日、まどさんの命日にあわせて、
「まどさんについてのおはなし会」を開
催しました。３回目となった今回は、まどさんの国際アンデルセン賞受賞の立役者
であり、JBBY（一般社団法人日本国際児童図書評議会）会長の板東悠美子さん
にお話いただきました。
皇后・美智子さまによる詩の英訳など受賞に至るまでのエピソードをうかがうこ
とが出来ました。受賞時のまどさんのビデオスピーチを鑑賞し、子どもたちを思う
まっすぐなまどさんの言葉に会場のみなさんも聞き入っていました。

周南市美術博物館 その他の4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）
【展示室1・2】

第13回周南水墨画連盟 作品展 ̶̶̶̶̶̶̶̶ 3/30(木)〜4/2(日) (3/30は13:00〜、最終日は16:00終了）
第９回書苑展 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 4/22(土）〜23(日)（最終日は16:00終了）
第９回アルテ展 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 4/26(水)〜30(日)

び は く

美博クイズ〜！
〈39〉 こたえ
じょう せつ

てん

び じゅつ はく ぶつ かん

さく ひん

てん じ

常設展・・・美術博物館がもっている作品を展示する。
かん

（常設展をみるとその館のコレクションの
とく しょく

き

かく てん

じょうせつてん じ しつ

み

【P3 常設展示室を見てみてね】
特色がわかるよ。）
ほか

企画展・・・テーマをきめて、他の美術館などから作品
か

いっ てい

き

かん

こんねん ど

【美博の今年度
を借りて一定期間展示する。
さいしょ

ひょうし

てん

最初の企画展は、表紙のシンジカトウ展だよ】
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周南市美術博物館

板東先生

入場
無料

2017.04.01
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

第13回周南水墨画連盟 作品展
3／30(木)〜4／2(日)
しゅうなんアート・ナウ２０１７
４／8(土)〜16(日)
第９回書苑展
４／22(土）
〜23(日)
第９回アルテ展
４／26(水)〜30(日)

防府
山口

周南市郷土美術資料館
☎0834-62-3119

林忠彦写真展「東海道を撮る」
尾崎正章常設展「彩りの世界」
〜５／２８
（日）

毛利博物館
☎0835-22-0001

[企画展] お雛さま
〜４／９
（日）

山口県立美術館
☎083-925-7788

[特別展]

〜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
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）

（

）
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

休館日：月曜日

（日）
まで開催中！
【企画展】 ５月２８日

林忠彦写真展「東海道を撮る」〈中・小展示室〉
「駿河湾落日」
かつて東海道にあった立 派
な松並木とは比べものになら
ない。風雪に耐え、街の公
害にめげず、やっと生きなが
らえているような松の姿に、
僕は哀れさを感じつつシャッ
ターを切った。

高畑・宮崎アニメの秘密がわかる。

スタジオジブリ・レイアウト展
４／２０
（木）
〜６／１８
（日）

萩
長門

山口県立博物館
☎083-922-0294

［テーマ展］
吉田松陰肖像画の絵師
松浦松洞
４／１８
（火）
〜５／２1
（日）

中原中也記念館
☎083-932-6430

[企画展Ⅰ] 山頭火と湯田温泉
４／１９
（水）
〜７／２３
（日）

萩博物館
☎0838-25-6447

高杉晋作没後150年記念特別展
『高杉晋作の決意―明治維新への助走― 』
４／14
（金）
〜5／7
（日）

香月泰男美術館
☎0837-43-2500

下関

[企画展]画家・香月泰男のことば
〜４／１７
（月）

島根
広島
福岡

下関市立美術館
☎083-245-4131

［所蔵品展］
特集：端・橋・はし
―Edge, Bridge, Hashi
〜４／２３
（日）

下関市立歴史博物館
☎083-241-1080

［企画展］
焦心録
（しょうしんろく）
−晋作が翔けた下関
４／１
（土）
〜５／２８
（日）

島根県立石見美術館
☎0856-31-1860

［企画展］
キャプテン・クック探検航海と
『バンクス花譜集』展
４／２２
（土）
〜６／２６
（月）

広島県立美術館
☎082-221-6246

[特別展]
英国 ウェールズ国立美術館所蔵
ターナーからモネへ
４／１
（土）
〜５／２８
（日）

ひろしま美術館
☎082-223-2530

[特別展]
ビアトリクス・ポター™生誕150周年
ピーターラビット™展
４／１５
（土）
〜６／４
（日）

林忠彦写真集「東海道」
より抜粋

※今回の展示では撮影時のエピソードも作品ごとに紹介しています。エピソードととも
に作品を味わってください。

尾崎正章常設展

〈大展示室〉

尾崎正章の色使いは、その時々で大きく変化しまし
た。鮮やかな色から白、青そして赤へ。その移り変わ
りを見ていると、まるで作品自体が人生の時を刻んで
いるかのような不思議な気持ちにさせられます。本年
度1回目の常設展では、瀬戸内の漁師や女性像など色
鮮やかな作品を紹介します。この機会にぜひ尾崎のさ
まざまな色の世界をご堪能ください。

展示風景

「花模様」1964年 油彩・キャンバス

２９年度の展覧会

九州国立博物館
☎050-5542-8600

[特別展]
日タイ修交１５０周年記念特別展
タイ 〜仏の国の輝き〜
４／１１
（火）
〜６／４
（日）

６／１７
（土）
〜 ８／２０
（日）
「北川敏治作品展（仮称）」
６／１７
（土）
〜 ８／２７
（日）尾崎正章常設展「白の世界」

福岡県立美術館
☎092-715-3551

POWER OF PRINCESS
「ディズニープリンセスとアナと雪の女王展」
４／１４
（金）
〜６／１１
（日）

９／１６
（土）
〜１１／１９
（日）
「石村周寳作品展（仮称）」
９／１６
（土）
〜１１／２６
（日）尾崎正章常設展「青の世界」

福岡市博物館
☎092-845-5011

[特別展] 世界遺産 ポンペイの壁画展
４／１５
（土）
〜６／１８
（日）

１／１３
（土）
〜 ３／１１
（日）
「小田善郎作品展（仮称）」
〃
尾崎正章常設展「赤の世界」

桜 の 季 節 で す︒
卒 業 や 進 学︑職 場
の異動と人生の転
機︑旅 立 ち の 季 節
で も あ り ま す︒上
着を脱いで軽やか
にスキップでもし
たくなります︒
齢を重ねるほどに歳月の早さ
を 痛 感 し ま す︒周 南 市 文 化 会 館
はこの秋で三十五周年を迎えま
す︒４月のフォレスタをはじめ︑
５ 月 の 大 黒 摩 季︑吉 本 新 喜 劇︑
６月の井上陽水など新年度の事
業が次々と決まっています︒
９月の松竹大歌舞伎は中村橋
之 助 改 め 八 代 目 芝 翫 襲 名 披 露︑
西 京 コ ン サ ー ト は チ ェ コ・フ ィ
ルハーモニーと名だたる公演が
続 き ま す︒会 員 の 入 会 状 況 も 好
調 で す︒待 ち わ び て チ ケ ッ ト を
手にした日からワクワクドキド
キ ⁝︒一 流 の 舞 台 は あ な た の 人
生を豊かに彩ってくれます︒
劇場や美術館へ出かけること
が︑﹁非 日 常﹂か ら﹁日 常﹂に な
る よ う に な れ ば い い で す ね︑と
ＮＨＫシ ニ ア ア ナ ウ ン サ ー の 伊
東 敏 恵 さ ん︒２ 月 に 文 化 会 館 で
催された講演会で聴衆に語りか
けました︒
春風に誘われて音楽や美術の
旅 へ ご 一 緒 に ど う ぞ︒美 術 博 物
館 で は 林 忠 彦﹁異 郷 好 日 世 界
の 旅﹂を ４ 月 末 ま で 開 催 中︑９
日にはエントランスホールで邦
楽のサロンコンサートもありま
す︒名 曲﹁春 の 海﹂が あ な た を
お待ちしています︒
︵西﨑︶
ミニコラム

周南市美術博物館
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