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平成29年度 開催決定プログラム TEL.0834-22-8787
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935
﹁ラスト３〜最終伝説〜﹂

平成二十九年度(公社)全国公立文化施設協会主催

LIVE TOUR 2017〜W FACE〜

7/2（日）18：00

9/2（土）18：00

発売中

周南市文化会館
開館３５周年特別企画

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

9/17（日）18：00

発売中

Kｉｒｏｒｏ

コンサート
２０１７

9/30（土）15：00

発売中

11/11（土）

enra VOYAGER

今月発売

◎会員発売7／8（土） ◎一般発売7／22（土）

11/12（日）16：00

今月発売

今月発売

◎会員発売7／15（土）
◎会員発売7／16（日） ◎一般発売7／30（日） ◎一般発売7／22（土）

◎会員発売7／23（日）
◎一般発売8／11（金・祝）

今月発売

〜 +ONE with Strings〜

発売中

10/28（土）15：00

AI TOUR
「和と洋」

Acoustic
Tour 2017

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

第27回西京コンサート

18：00

10/29（日）15：30

松竹大歌舞伎

9/8（金）13：30

発売中

西コース

ミュージカル

アンデルセン

開催決定!

ウィーン＝ベルリン ブラス・クインテット

11/13（月）

18：30

◎会員発売9／2（土）
◎一般発売9／9（土）

12/7（木）

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

撮 影：荒 井 健

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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2017.07.01
今月発売!

enra VOYAGER

映像と身体表現を融合させた
新しいスタイルのパフォーマンス
カンパニー・ｅｎｒａ
（エンラ）
山口県初上陸！

Kｉｒｏｒｏ

コンサート２０１７

映像作家の花房伸行と、加世田剛、横山真希、和多谷沙耶、汰椿、望月ゆうさく、石
出一敬、森本天子、野中葵ら8名のパフォーマーによって、2012年3月1日に結成された
パフォーミングアーツカンパニー・ｅｎｒａ。
映像とパフォーマンスのみで構成し、言語を一切使用しない世界観は、国内外で高
い評価を受け、欧米諸国、
アジア、中東など、世界中からオファーを受けています。
国内ではIOC（国際オリンピック委員会）の視察団を招いた内閣総理大臣主催公
式歓迎・東京オリンピック開催50年記念夕食会でゲストパフォーマーとして出演、五輪
招致に貢献しました。
ｅｎｒａの創造する全く新しい世界をぜひ体感してください。

「長い間」
「Best Friend」
「未来へ」．．．誰もが口ずさめる名曲で
知られる女性デュオKiroroのコンサートが決定しました！
２人のハーモニーとあたたかな音色をお楽しみください♪
Ｋ
ｉ
ｒ
ｏ
ｒ
ｏ 玉城千春（たましろ ちはる）ボーカル担当。

金城綾乃（きんじょう あやの）
ピアノ・キーボード担当。
1998年1月にシングル「長い間」
でメジャーデビュー。
1998年、1999年、2001年にはNHK紅白歌合戦に出場。

10/28（土）１5：0０周南市文化会館

10/29（日）１5：3０周南市文化会館

◎会員発売7／8（土） ◎一般発売7／22（土）
◎お問合せ 周南市文化会館 ０８３４−２２−８７８７

※小学生以上有料。※未就学児は保護者1名につき1名膝上鑑賞無料。

全席指定 4，
80０円 ※財団会員３００円割引

【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：62048〉
（チケットぴあ）
［発売日特電］0570-02-9985［発売日翌日以降］0570-02-9999〈Ｐコード：480-235〉

AI TOUR
「和と洋」2年連続での
周南公演決定！
！

全席指定 5，
30０円 ※財団会員３００円割引

◎会員発売7／16（日） ◎一般発売7／30（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）
0570-084-006〈Ｌコード：62068〉
（チケットぴあ）
［発売日特電］0570-02-9985［発売日翌日以降］0570-02-9999〈Ｐコード：337-197〉

昨年の
「THE BEST TOUR」
ではパワー溢れる
ステージで超満員の観客を魅了したＡＩ。
6月に約4年ぶりとなるオリジナルアルバム
「和と
洋」
をリリースしました。
テレビ朝日系ドラマ
「緊急取
調室」
第2シーズンの主題歌
「最後は必ず正義が勝
東京藝大在学中に
「KRYZLER&KOMPANY」
を結成し、
その後ソロの
つ」
や、
GLOBAL WORKの新テレビCMソング
「FEEL IT」
などが収録されて ヴァイオリニスト、
作曲家、
プロデューサーとして世界を駆け巡る葉加瀬太郎。
います。
今回そのアルバムを携えて、
全国32公演の全国ツアーがいよいよ9月より
ヴァイオリン奏者であり、作曲家、観客を楽しませるエンターテイナーでもある
スタートします。
ますます進化するＡＩのステージにご期待ください。
葉加瀬太郎の、
趣向を凝らしたステージにどうぞご期待を！

11/11（土）１8：0０周南市文化会館

全席指定 7，5００円 ※４歳以上はチケットが必要になります。
◎会員発売7／15（土） ◎一般発売7／22（土）
◎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

【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：61958〉
（チ
ケットぴあ）
0570-02-9999
〈Pコード：332-027〉
（イープラス）
http://eplus.jp/

今 月開 催 !

11/12（日）１6：0０ 周南市文化会館

全席指定 7，8００円 ※小学生以上有料（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７／２3（日） ◎一般発売８／１１
（金･祝）
◎お問合せ キャンディープロモーション ０８２−２４９−８３３４
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（ローソンチケット）
［発売
日特電］0570-084-661［発売日翌日以降］0570-084-006〈Lコード：62713〉
（チケットぴあ）
［発売日翌日以
降］0570-02-9941［発売日翌日以降］0570-02-9999〈Pコード：334-421〉
（イープラス）http://eplus.jp/

「ラスト３〜最終伝説〜」

好評発売中!

出演：久本雅美 柴田理恵
佐藤正宏 梅垣義明 ほか

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

魅せる音楽集団「ブラスト
！」がディズニー音
楽で贈る究極のエンターテイメント！
日本で１１１万人以上が熱狂！
トニー賞受賞、
ブロードウェイ作品「ブラスト
！」
と永遠に愛され
るディズニー音楽が夢の共演！
さらにパワーアップした演奏をお見逃しなく！

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）※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（ローソンチケット）
０５７０-０８４００６
〈Ｌコード：６２３２４〉
（チケットぴあ）
０５７０-０２-９９９９
〈Ｐコード：４５６-４２２〉
（イープラス）http://eplus.jp/
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周南市文化会館

１8：0０周南市文化会館
9/17（日）

全席指定 Ｓ席９，
８００円 Ａ席８，
５００円 Ｂ席６，
０００円

※３歳未満入場不可。 チケットはお一人様一枚必要（膝上鑑賞不可）。

◎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：６３２３９〉、
（チケッ
トぴあ）
０５７０-０２-９９９９
〈Ｐコード：４５７-７３１〉
（イープラス）http://eplus.jp/（楽天チケット）
http://r-t.jp/blast（セブンチケット）http://7ticket.jp

2017.07.01

倖田來未 LIVE TOUR 2017 KYOSUKE HIMURO
THE COMPLETE FILM OF
〜W FACE〜
2年連続の
LAST GIGS
47都道府県ツアー開催！

俺たちは、氷室京介を卒業できない。これが俺たちの矜持だ。

2016年とは違う、
新たな倖田來未の一面を
お見逃しなく ! !

9/12（火）１8：3０周南市文化会館

9/2（土）１8：0０ 周南市文化会館

全席指定8，6００円 ※小学生以上有料（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。）
◎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）0570-084-006〈Lコード62137〉
（チケット
ぴあ）0570-02-9999〈Pコード 319 -513〉(イープラス)http://eplus.jp/

全席自由 2，500円 ※整理番号順入場
◎お問合せ ＨＩＧＨＥＲＳＥＬＦ ０８２−５４５−００８２
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：６１９４３〉
（チケット
ぴあ）
０５７０-０２-９９９９
〈Ｐコード：３３０−９４８〉
（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

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
◎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）0570-02-9999〈Ｐコード:457-963〉

〜松竹大歌舞伎をさらに面白く鑑賞するために〜
公演に先だってアナウンサー・古典芸能解説者の
葛西聖司さんによるプレセミナーを開催します。葛
西さんならではの歌舞伎の基礎知識、本公演の見ど
ころを映像や音楽を使ってわかりやすくお話ししま
す。参加無料です。お気軽にお申し込みください。

7/22（土）13:30

周南市文化会館 ３階展示室

周南市文化会館で9月30日に公演が予定されておりますチェコ・フィルハー
モニー管弦楽団の首席指揮者イルジー・ビエロフラーヴェクは、5月31日にプ
ラハで逝去されました。
謹んで哀悼の意を表しますとともに、心よりご冥福をお祈りいたします。
これに伴い、チェコの最も優れた指揮者のひとり、ペトル・アルトリヒテルが
【チェコ・フィルハーモニー管弦楽団２０１７日本公演】の指揮を務めます。
ペトル・アルトリヒテルは、チェコ・フィルハーモニー管弦楽団でヴァーツラ
フ・ノイマンのアシスタントを務めた後、同オーケストラとは度々共演を重ね、
今年5月に行われた「プラハの春音楽祭」では、ビエロフラーヴェクの代役を
務めました。
周南市文化会館の公演について、プログラムに変更はございません。
お客様におかれましては、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
ペトル・アルトリヒテル
1976年ブザンソン指揮者コンクールにて第2位およ
び特別賞を受賞。
その後、国際的な経歴を積み始める。
1978年にヤナーチェク音楽院を卒業し、25歳のときに
チェコ・フィルハーモニー管弦楽団でヴァーツラフ・ノイマ
ンのアシスタントを務めた。1987年よりプラハ交響楽団
を指揮し、1990年に首席指揮者に就任。英国デビュー
となった1990年のプラハ交響楽団とのエジンバラ音楽
祭出演を皮切りに、1993年にはイギリス室内管弦楽団
との共演でロンドン・デビューを果たし、
さらに1994年に
ロイヤル・リバプール・フィルハーモニー管弦楽団を指揮
して高い評価を受ける。
その後、同団の首席指揮者に任
命され1997年から2001年まで同職を務めた。

英国ではほかにもBBC交響楽団、
ロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管弦
楽団、
ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団とも共演している。1993年からは南
西ドイツ・フィルハーモニー交響楽団の芸術監督も兼任。2002年よりブルノ・
フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者、
また2003年から2006年にはプラ
ハ交響楽団の首席指揮者を務めた。
アルトリヒテルは、
チェコの優れた指揮者のひとりとして、世界中でオーケス
トラを指揮し、主要な音楽祭に出演している。
チェコ・フィルハーモニー管弦楽
団とは度々共演を行い、2015年末から2016年にかけての中国ツアーで指揮、
2017年5月に行われた
「プラハの春音楽祭」
では、
ビエロフラーヴェクの代役
を務めた。

9/30（土）15：００周南市文化会館

参加無料（要電話申込）

【申込方法】お電話で（お名前、連絡先、参加人数）をお伝えください。
0834-22-8787 ※予定人数になり次第締め切らせていただきます。

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

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
◎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：６３３８８〉
（チケットぴあ）
０５７０-０２-９９９９
〈Ｐコード：３２７-６７６〉

アルバイト募集！
職種：店内スタッフ
内容：まずはレジ業務からスタート!!慣れたら次は品出しをお願いします。
給与：時給80０円〜
時間：１７：００〜２２：００の間で３〜４時間程度（土曜・日曜は９：００からの勤務も歓迎）
※その他時間帯もお気軽にご相談ください ※週４〜５日程度の勤務です。
資格：年齢・経験不問
待遇：制服貸与、マイカー・バイク通勤可
（担当／採用係）
応募：お気軽にお電話ください。

（0834）32-8363

周南市文化会館
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「海の日」記念式典＆吹奏楽コンサート
〜陸上自衛隊第１３音楽隊〜

出演：小笠原良知、河原崎次郎、加藤佳男、河内浩、
関口晴雄、志村史人、斉藤淳、脇田康弘、川口敦子、
美苗、早野ゆかり、井上薫、森根三和

要整理券

１４時より式典、
終了後１５時頃よりコンサート
（開場１３：３０）
※整理券は、7月上旬より、周南市文化会館、市役所、各総合支所、各支所で配布します。

◎お問合せ

劇団俳優座

「春、
忍び難きを」

恒例となりました
「海の日」記念式典と
吹奏楽コンサート。今年は陸上自衛隊
第１３音楽隊の演奏でお楽しみくださ
い。徳山・下松・光・新南陽港区海の日
協賛会
（会長・木村健一郎）
と
周南地区自衛隊協力会（会長・藤井英
雄徳山海陸運送社長）
の共催です。

7/17（月・祝）周南市文化会館

周南市民劇場50周年記念公演

周南地区自衛隊協力会 ０８３４−３１−３６１３

マッチ売りの少女

夫と息子と農耕馬を戦に取られた村では、女たちが日本中の食卓を支えていた。昭和
二十年、敗戦の年の十二月。
この年は、半世紀に一度の大凶作だった。信州、松本近郊
の里山辺の丘陵地にある庄屋・望月多聞はこの地の村長であり、名士であった。
敗戦、食糧難などの事情で望月家の子供たちやその家族が帰郷してくる。
しかし望月家の跡継ぎである次男・二郎はまだ戦地から帰還していない。
やがて農地改革の波がこの地にも押し寄せてきた。農地改革や教職追放などでおびえ
る男たち。女たちはそんな男たちをしり目に黙々と農作業に精を出して、働いていた。
一年が過ぎて、食料を目当てに帰郷した子供と家族たちは、村を去り季節のない都会
へ帰っていき、戦後が始まったが…

7/24（月）18：30 7/25（火）13：30 周南市文化会館

「マッチ売りの少女」再び！闘病中の石川雅起さんの名作ミュージカル

会員制（周南市民劇場への入会が必要です）

一昨年病に倒れる
◎お問合せ 周南市民劇場 ０８３４−2１−7097
まで周南少年少女合
唱 団を長い間 指 導し
てきた石川雅起さんの
作品「マッチ売りの少
女」
が特別公演として再演されます。
かつての教え子と一般公募で集まった人
音楽を通して心を育む、子どもから大人まで
を中心に
「石川雅起オリジナルミュージカル愛好会」
を今年１月結成、
８月の本 楽しめる音楽と読み聞かせのコンサートです。
番へ向けて練習を重ねています。
「子どもに生の音楽を聴かせたいけど演奏中
「コン
石川さんは高校の音楽教師をしながら妻の由美子さんとともに周南少年少 に騒いだり、泣いたりしたらどうしよう。」
女合唱団を指導、定期演奏会で発表されるオリジナルミュージカルはいつも話 サートには行きたいけど、子どもを預けられなく
て…。」
そんな子育て中のファミリーを応援する
題を呼びました。
とくに２０００年に作曲された
「マッチ売りの少女」
は大好評、
リ
コンサート。客席のない畳の上でゆっくりと音楽
メイクされては上演されてきました。
をお楽しみください。
しかし、定年前１年の２０１５年４月脳出血で倒れ、今も自宅で闘病生活中で
出演 足立智子（フルート） 藤見清加（チェロ） 夏川順子（ピアノ） 山本博子（お話）
す。雅起さんと由美子さんを支え、
ミュージカルで結ばれた絆を通して生きること
の大切さを、知ってもらおうと昨年３月に再演を決めました。教え子と呼びかけに プログラム サン＝サーンス／白鳥 ショパン／ノクターン ディズニーメドレー ほか
午前公演 １０：３０
応えた仲間２９人が出演、小川由美子バレエスタジオからも１０人が友情出演
（各公演とも６０分程度）
（日）午後公演 １３：３０
します。
どうぞ熱い声援をお送りください。

０歳から楽しむ音育コンサート
〜パパもママもみんな一緒に〜 Part2

8/27

8/6（日）１8：3０ 周南市文化会館

全席自由 大人１，
０００円 高校生以下５００円
◎お問合せ 石川雅起オリジナルミュージカル愛好会 080-3871-6029

周南市文化会館リハーサル室

全席自由 大人（高校生以上）1,000円 こども（３歳以上）500円
３歳未満無料（要整理券）
◎お問合せ 周南市文化会館 ０８３４−２２−８７８７

（周南）文化会館・周南楽器・シンフォニー・ポップス川上ピアノ館（下松）
スターピアくだまつ（光）市民ホール

【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

絵 画 等 貸出作 品 展

文化会館では、周南市出身者、在住者及び周辺在住の作家が制作した絵画等の
作品を家庭や職場で飾っていただくための貸出事業を行っています。
より多くの方にご覧頂けるよう、約３年に１度、その作品を一堂に集めた
展覧会を開催しています。
今回は、
日本画、南画、油彩画、
水彩画、
版画、
書、
写真など、
34名100点の
作品を展示します。
同時に貸出のご予約も承ります。
ぜひ一度、
お気軽にお越しください。
【貸出期間・点数・貸出料】
貸出の日から３ヶ月以内、
１回につき２点まで
〈 貸出無料 〉
【利用できる方】
周南市に在住する１８歳以上の方、周南市内の公共機関・事業所・店舗など
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7/14（金）〜17（月・祝）９：３０〜１７：００ ※最終日のみ１６：００まで

周南市文化会館 3階展示室
◎お問合せ

入場無料

周南市文化会館 ０８３４-２２-８７８７

周南市美術博物館

かるちゃあ通信
A rt,P hoto,Hi story ,etc .

郷土美術資料館・尾崎正章記念館

アート情報

2017（H29）Jul
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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/

和ライダーから

平

…

成ライダーまで！

８/４(金)〜９/１８(月・祝)
月曜休館、
ただし９月１８日は開館

９：３０〜１７：0０（入館は１６：３０まで）

これが、

一 般：1,000円（800円）
大学生： 800円（600円）
18歳以下無料

（

）内は前売および団体（20名以上）

の原点だ !!

1971年４月に放送が始まった仮面ライダー。正義のため悪に立ち向かう強いヒーローは、日本中
の子どもたちの心をつかみ、一大ブームを巻き起こしました。昭和から平成へ時代が変わっても、そ
のヒーロー像は継承され、人気が衰えることはありません。仮面ライダーの生みの親である石ノ森章
太郎の貴重な漫画原稿やイラスト原画をはじめ立像や変身ベルトなど、時代とともに進化し続ける
仮面ライダーの魅力を紹介します。

1

周南市美術博物館

昭

【 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/
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夢の世界 のデザイナー

シンジカトウ・ワールド
中国地方初！現代日本を代表するデザイナー、
シ ン ジ カ ト ウ の 展 覧 会 が 周 南 に や っ て き た ！

会期

７/30(日)まで開催中

観覧料

９：
３０〜17：00（入館は16：３０まで）
月曜休館ただし7/17(月・祝)開館、7/18(火)休館

本展では、原画､下絵､雑貨
などの作品およそ２００点
を展示して､シンジカトウ
氏の作り出す夢の世界を紹
介しています｡１階は、
1980年代から現在にいた
るまでの、彼がデザインし
たグッズを展示。２階には
絵の部屋があって、可愛く
てユニークな世界が広がっ
ています。

開会式

一 般９００円(７５０円)
大学生７００円(５５０円)
(

)内は前売および20名以上の団体

※18歳以下無料

ギャラリートーク

サイン会

6/9 (金) に開会式、6/10(土) にギャラリートーク＆サイン会
があり、たくさんの方が会場に来られました。

グッズコーナー

イ”が
イ
ワ
ぱい～♪
“カ

展覧会限定
グッズも
見逃せない !!

いっ

ロビーにてシンジカトウ展のグッズを販
売しています。
たくさんのかわいいグッズがありますよ。

・キャンバス
トートバッグ ￥ 1 ,296
・レッスンバッグ ￥2,808

・靴下

・マスキングテープ

￥237〜

など

・ハートトレイ ￥540
・カレー＆スープ皿 ￥1,296

￥432

など

※価格は全て税込価格です

び は く

美博クイズ〜！〈42〉 もんだい
び はく

てんらんかい

しゅうぞうひん

び じゅつかん

し りょう

展覧会では、美博の収蔵品だけでなくほかの美術館に資料や
さくひん

か

てん じ

の

作品を借りて展示することもあるよ。作品を載せたトラックは、
つ

うら

美術館裏にあるトラックヤードで積
はんにゅう さ ぎょう

に

み荷をおろすんだ（搬入作業）。ト
いりぐち

そとがわ

うち がわ

ラックヤード入口（外側と内側）の
か しょ

かなら

２ヶ所のシャッターは必ず１ヶ所ず
あ

つ開けるよ。それはなぜでしょう？

よう す

「シンジカトウ・ワールド」搬入の様子

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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（
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

休館日：月曜日 ただし7/17（月・祝）開館、翌7/18（火）休館
※「シンジカトウ・ワールド」の観覧券で常設展も無料（〜7/30）

林忠彦記念室

展示室

４

まど・みちおコーナー

展示室

5

「茶室」Ⅰ期：開催中〜 7/30（日）

現在の展示内容は、８/３１(木)までです。

来年は維新150年。それに先駆け、
周南の幕末維新のできごとを特設コー
ナーで紹介します。
今回は第一弾として、幕末の徳山藩
で結成された
諸 隊 の ひと
つ、献功隊に
まつわる資料
を紹介してい
ます。

「茶室」。国宝・重要文化財をはじめ各地の名席
を様々な角度で捉えた全作品152点を途中展示
替えを行いながら1年をかけて紹介します。
Ⅰ期は利休作の唯一の遺構といわれている
「待
けんちゅう

庵」、古田織部より藪内家初代剣仲に譲られたと
伝えられる
「燕庵」など38点を展示しています。

有楽苑 如庵 内部

「南の家 北の家」
1961年10月15日
クレヨン、水彩、
ボールペン、
フェルトペン、削り・紙

妙喜庵 待庵 妙喜庵書院前庭

第15回

徳山藩の諸隊 献功隊

８／３１
（木）
まで展示中

7年間にわたって『 婦人画報 』に連載された

やぶのうち

徳山の歴史 特設コーナー

周南市美術展2017

開催します

平面・立体・書・写真の作品を募集します！
応募作品は、搬入日の9月29日（金）・9月30日（土）
9時30分から17時00分までに、美術博物館にお持ちください。
【1人1部門につき２点まで出品可能】 皆さんの力作をお待ちしています！
◆応募資格
◆出品料

●周南市に在住または通勤・通学されている方 ●周南市内の文化講座・文化団体に所属される方
※上記のどちらかに該当する方。年齢不問。応募資格外の作品は審査対象となりません。
部門ごとに1点目1,000円、2点目700円
※詳細は開催要項を参照して下さい。

※開催要項は、美術博物館、郷土美術資料館、文化会館などに置いています（7月より配布予定）。周南市ホームページ（文化スポーツ課）でもご覧になれます。

◆審 査 各部門とも10月1日(日)に公開審査し、入選以上の作品を展示
◆審査員 【平面】中村美幸 原井輝明 【立体】大和祐二 一鍬田徹 【書】松田鶴信
会
会

場
期

信廣友江 【写真】若松布美子

藤岡亜弥

周南市美術博物館
◆前期展覧会［書 ・ 写 真］10月11日(水) 〜10月15日(日) 9時30分〜17時00分（10月11日は表彰式後10時開場）
◆後期展覧会［平面・立体］10月18日(水) 〜10月22日(日) 9時30分〜17時00分 ※各日とも入場は16時30分まで

問合せ先
■運営全般に関する こ と ･･･周南市地域振興部 文化スポーツ課（文化担当）〒745-0045 周南市徳山港町１番１号 ℡0834-22-8622
■作品・展示に関すること･･･周南市美術博物館
〒745-0006 周南市花畠町10番16号 ℡0834-22-8880

美術博物館探検ツアー

美術博物館の裏側を
のぞいてみよう！

参加者募集

ワクワク! ドキドキ! さぁどんな体験ができるかな？

■日 時 7月29日
（土）
午後１時３０分〜３時３０分
■場

所 周南市美術博物館

■定

員 １０組（お子さまだけでの参加はできません）

■対

美博クイズ〜！
〈42〉 こたえ
はい き

むし

びじゅつかんない

はい

防犯対策のほかに排気ガス、虫やゴミなどが美術館内に入るこ
ふせ

そとがわ

うちがわ

か しょ

あ

とを防ぐため、シャッターは外側と内側の１ヶ所ずつ開けてい
りょうほう

どう じ

かんない

るよ。両方のシャッターを同時に開けると排気ガスが館内に
さくひん

てん じ しつ

くう き

よご

入ってしまって、作品や展示室の空気が汚れてしまうんだ。作
と

あつか

しゅんかん

き

品の取り扱いは、美術館に入ってくる瞬間から気をつけている
かえ

おな

んだね！
（作品を返すときも同じように気をつけているよ。）
び じゅつはくぶつかんたんけん

けんがく

◇美術博物館探検ツアーでトラックヤードを見学できるよ！
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保護者の方

■参加料 無

び は く

ぼうはんたいさく

象 小学４、
５、
６年生、中学生とその

料

市外の方も参加ＯＫです!

■お申し込み 往復はがきに①住所、②参
加者全員の氏名・年齢③お子さまの学校
名・学年、④電話番号を明記のうえ、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。
■締 切 7月15日
（土）
必着

※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。

2017.07.01
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

「 夢の世界 のデザイナー
シンジカトウ・ワールド」
〜７／３０
（日）

周南市郷土美術資料館
☎0834-62-3119

「Form と Line に魅せられて
北川敏治作品展」
〜８／２０
（日）
尾崎正章常設展「白の世界」
〜８／２７
（日）
こもれび保育園 作品展
〜７／２
（日）
さわやか工房 作品展
７／５
（水）
〜１７
（月・祝）

防府

富田南保育園 作品展
７／２０
（木）
〜３０
（日）

山口
萩
長門

毛利博物館
☎0835-22-0001

[企画展] 萩藩中期の経済と財政
〜７／９
（日）

山口県立美術館
☎083-925-7788

[特別展] ランス美術館展
華麗なるフランス絵画
７／６
（木）
〜８／２７
（日）

山口県立博物館
☎083-922-0294

[特別展]アリスと大冒険
―３Ｄふしぎ博物館―
７／１４
（金）
〜８／２７
（日）

中原中也記念館
☎083-932-6430

[企画展Ⅰ] 山頭火と湯田温泉
〜７／２３
（日）

山口県立萩美術館・浦上記念館
☎0838-24-2400

愛のヴィクトリアン・ジュエリー
７／８
（土）
〜９／３
（日）

萩博物館
☎0838-25-6447

［特別展］驚異の遭遇！未確認生物
〜９／3
（日）

香月泰男美術館
☎0837-43-2500

〜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

ただし７月17日(月･祝) 開館、翌18日(火)休館

FormとLineに魅せられて

北川敏治作品展 〈中・小展示室〉

8月20日
（日）
まで開催中

開会式

６月１７日（土）に開会式が
ありました。当日は北川氏によ
る作品解説もあり、会場はた
くさ ん の 方 で に ぎ わ い まし
た。

有田館長が北川さんをみなさんに
紹介。あいさつの中で北川さんは、
「形（フォルム）
を考える時は、自然か
らネタをもらう。」
とおっしゃっていま
した。
作陶
風景

下関

[企画展] 季節を彩る花々
香月泰男の植物図鑑
〜７／２４
（月）

島根
広島

下関市立美術館
☎083-245-4131

［特別展］にんげんだもの−相田みつを
７／１
（土）
〜７／３０
（日）

下関市立歴史博物館
☎083-241-1080

［企画展］江戸の女子旅
―女流文人田上菊舎
〜７／３０
（日）

島根県立石見美術館
☎0856-31-1860

〔コレクション展〕粋−石見根付を愉しむ
〜８／７
（月）

広島県立美術館
☎082-221-6246

[特別展] 第5回新県美展
（第69回広島県美術展）
〜７／９
（日）

福岡

ひろしま美術館
☎082-223-2530

[特別展] 絵本のひきだし 林明子原画展
７／１５
（土）
〜８／２７
（日）

ふくやま草戸千軒ミュージアム
☎084-931-2513

[企画展] 土佐から来たぜよ！坂本龍馬展
７／１４
（金）
〜９／１０
（日）

九州国立博物館
☎050-5542-8600

[特別展] クロマニョン人が見た世界
世界遺産 ラスコー展
７／１１
（火）
〜９／３
（日）

福岡県立美術館
☎092-715-3551

〔コレクション展Ⅱ〕特集 風景をとらえる
〜８／３１
（木）

福岡市博物館
☎092-845-5011

[特別展] 国立カイロ博物館
黄金のファラオと大ピラミッド展
７／８
（土）
〜８／２７
（日）

説

作品解

約１年かけて自分で建てた工房で、
作品を作られています。

北川敏治 氏
7月の来館予定日

「ヤブレ傘」というタイト
ルのこの作品では、裁縫用
のメジャーで胴まわりを計
り電卓で計算するなど、線
を均等に真っすぐひくため
に苦心されたそうです。

８日(土)、16日(日)、22日(土)、30日(日)

〈いずれも１４時〜１６時〉

〈大展示室〉
尾崎正章常設展「白の世界」
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。今年度は、尾崎
の色使いに着目して紹介しています。
2 回目は、白を基調とした作品を選
んで展示しています。「白い叙情」と
評されるこれらの作品は尾崎の真骨
頂でもありました。同じ白でもトーンの
違いや 混 ぜる色 によって見え方が
違ってきます。尾崎の描いた美しい白
の世界をぜひご堪能ください。

８月２７日
（日）
まで開催中

展示風景

４月から美術博
物館で勤め始めて
早２ヶ月が経ちま
し た︒過 ぎ て い く
の は 早 い で す が︑
新しいことだらけ
の日々で一日一日
が 濃 い で す︒写 真
や絵画や書など︑さまざまな芸
術を目の当たりにでき︑自分の
中の感性が少しずつ磨かれて
いる気がします︒特に︑当館の
名誉館長でもある画家︑宮崎進
さんの﹁炎﹂を初めて見たとき
は︑その迫力に驚きました︒サ
イズはもちろん︑近くで見なけ
れば分からない表面の質感と
枠一杯の赤が︑全てを呑み込む
ような炎を想像させました︒こ
れからさらに多くの作品に出
会えると思うと︑とてもワクワ
クします︒本や画像で見たり感
じたりするのもいいですが︑や
はり実物を近くで見ると違い
ます︒作品の持つパワーに圧倒
されます︒美術博物館では今後
も色々な作品の展示︑イベント
を行いますので︑ぜひ足を運ん
でみてください︒素敵な作品の
数々に魅了されること間違い
なしです︒
美術博物館では６月９日か
らシンジカトウ・ワールドが開
催中です︒シンジカトウさんの
作品は︑他にはないデザインが
印象的です︒大変かわいらしい
グッズが豊富で︑皆さんが求め
られるグッズを棚いっぱいに
並べていくのがとても嬉しいで
す︒シンジカトウ・ワールドは
７月 日まで︒またとないこの
機会に︑シンジカトウさんの創
るかわいらしい〝夢の世界〟を
覗いてみてはいかがでしょう
か︒
︵山下︶
ミニコラム

30

周南市美術博物館
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