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い よ い よ 今 月 開 催！！い よ い よ 今 月 開 催！！

※当写真はイメージです。 （C） ＢＳ日テレ

フォレスタコンサート in 山口 2017フォレスタコンサート in 山口 2017
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No.262
周南市文化会館
イベント情報

しゅうなん・文化財団
かるちゃあ通信
Culture Information HANABATAKE

Music,Drama,Dance,etc.

●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

●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

平成２９年度 会員募集中! 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。

周南市文化会館
1回目１1：0０　2回目１4：0０

（日）2/19

山根浩志ピアノ遊び
ガーシュウィンにさようなら ～ティン･パン･アレイの夜～

周南市文化会館
（日） １４：００2/26

9/17（日）

◎会員発売2／25（土） ◎一般発売3／4（土） 
5/21（日）14：00
◎会員発売2／26（日） ◎一般発売3／5（日） 

大黒
摩季
Maki Ohguro
2017 Live-STEP!!
～ Greatest Hits+ ～

大黒
摩季
Maki Ohguro
2017 Live-STEP!!
～ Greatest Hits+ ～

※写真はあくまでもイメージです。（出演者後日決定）

開館35周年特別企画



※　　　　は財団会員割引があります。

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
周南市文化会館

2／4（土）  高橋優
　18:00  全国ホール＆アリーナツアー
  2016－2017「来し方行く末」　
  ●全席指定　6，500円 

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

2／19（日）  仮面ライダー
  スーパーライブ２０１７
　
①11:00

  ●全席指定　3，000円
　
②14:00

  ※2歳以下膝上鑑賞可

2／２6（日）  山根浩志ピアノ遊び
　14:00  ※会員ご招待
  ●全席自由  一般2,000円  学生1,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3／18（土） 周南フィルハーモニー管弦楽団
  第6回定期演奏会　19:00

  ●指定席  2,000円  自由席1,000円（高校生以下無料）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3／２5（土）  日中国交正常化45周年記念
　18:30  中国国家京劇院
  愛と正義と報恩の三大傑作選
  ●全席指定  A席7,500円  B席6,500円

3／２6（日）  Doris&Orega＋
　17:00  水戸芸術館 PRESENTS
  「COASTER2017」
  ●全席指定  5,800円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4／２2（土）  フォレスタコンサート
  in 山口 2017
　
14:30

  ●全席指定  S席5,500円  A席5,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5／5（金・祝）  大黒摩季2017Live-STEP!!
　17:30  ◎会員発売　2/25（土）
  ◎一般発売　3/4（土）
  ●全席指定  6,800円

EVENT INFORMATION 2017.2イベントインフォメーション
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各
　
　
　
　
室

催　　　物　　　名 入 場 料 会 場 開 場 終 了 主 催 者 連 絡 先

うたごえ喫茶 (開場１３：３０)

書道用品展示会

呉服・洋服展示会

無　料

全席自由
300円

西日本書芸院

（有）ブライダルギャラリー
鈴乃屋

090ｰ7895－9022
(杉原)

0834ｰ31ｰ2912
(加藤)

082-854-053510：00  15：30

10：00  18：00
10：00  17：00

13：00  18：00

10：00  18：00

25（土）

25（土）

第63回全国書道展覧会

2017ブライダルコレクション
新作ドレス展示試着会

地下
展示室

練習室1

和　室

３階
展示室

３階
展示室

無　料

無　料

無　料

無　料

0834ｰ21ｰ0257

0834ｰ22ｰ8118

有限会社 泰盛堂

うたごえ喫茶周南

橋本呉服店

14：00  16：00
（開演）

4（土）
5（日）

11（土・祝）
12（日）
18（土）
19（日）
20（月）

華道家元池坊 徳山支部 0834ｰ31ｰ5378
(逸見)華道家元池坊徳山支部　花と心の絆 ３階

展示室 10：00 17：00
16：00

15：00
9：00

19：00
16：00

4（土）
5（日）

周南市文化会館 〈今月は1日・15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　℡.0834-22-8787
催　　　物　　　名 入 場 料 開 場 開 演 終 演 主 催 者 連 絡 先

大
ホ
ー
ル

17:00 18:00 20：30 

13:30 14:00 16：30

15:00 15:30 16：40 0834ｰ63ｰ0564
（北郷）

083ｰ933ｰ3733
（山口県土木建築部都市計画課）

0834ｰ21ｰ7097

0834ｰ31ｰ3613

0834ｰ22ｰ8190

0834ｰ31ｰ9300
(企画事業部)

0834-22-8787
（周南市文化会館）

0834-22-8787
（周南市文化会館）

082ｰ545ｰ0082
（ＨＩＧＨＥＲＳＥＬＦ）
0834ｰ22ｰ8787
（周南市文化会館）

5(日)

8(水) 山口県、周南市

長崎建設株式会社

周南市民劇場

ｙａｂ山口朝日放送
エフエム山口
周南市文化振興財団

長崎建設（株）創業50周年特別講演
尾木ママ講演会「尾木ママ流共感子育て～叱らずしつけ～」

コンパクトなまちづくり講演会

周南市民劇場50周年記念公演　周南市民劇場第302回例会
イッツフォーリース公演
ミュージカルコメディ「死神」

周南文化協会　周南市ゆかりの人　第7回文化講演会
伊東敏恵（ＮＨＫシニアアナウンサー）
「楽しもう！美と言葉の力 ーテレビの現場からー」

徳山港開港95周年記念式典   コンサート

ＫＲＹ山口放送開局60周年記念
「笑点」公開録画

山根浩志ピアノ遊び
ガーシュウィンにさようなら～ティン・パン・アレイの夜～

仮面ライダースーパーライブ２０１７

無　料

無　料

全席自由
一般2,000円
学生1,000円

全席指定
3,000円
(当日500円高)

要入場整理券

要入場整理券
（申込締切）

全席指定
6,500円

18：00 18：30 20：40
13：00 13：30 15：40

10：30 11：00 12：30
13：30 14：00 15：30

11(土・祝)
10(金)

13:30 14:00 16：00

  9:40 10:00 11：45

12:00 12:30 14：45

周南文化協会

ＫＲＹ山口放送

ｙａｂ山口朝日放送
周南市文化振興財団

18(土)

19(日)

26(日)

無　料

会員制

12(日)

12(日)

関税協会徳山支部
徳山港振興会

4(土)
高橋優 全国ホール＆アリーナツアー
2016ｰ2017「来し方行く末」　

※４歳以下要ﾁｹｯﾄ。３歳以下入場不可

※2歳以下で保護者の膝上鑑賞の場合、無料

※未就学児入場不可
周南市文化振興財団13：30 14：00 16：00

熊本地震の復興支援のための募金箱を周南市文化会館に設置しましたところ、13,579円のご寄付を賜りました。皆様の温かいご厚意は、
全国公立文化施設協会を経由して被災地へ送らせていただきました。ご協力いただきました多くの方々に心から御礼申し上げます。

お　礼

+
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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

5／21（日） BRA★BRA FINAL FANTASY 
　14:00  BRASS de BRAVO 2017 with 
  Siena Wind Orchestra
  ◎会員発売　2/26（日）
  ◎一般発売　3/5（日）
  ●全席指定  一般6,800円
   　  学生席4,800円
周南市学び・交流プラザ

2／19（日） フォークコンサート
　14:00  “元気です”2017
  ●全席自由1,000円
スターピアくだまつ

3／２0（月・祝） Viva!! Classic♪
　14:00  ～ヴァイオリン弾きと仲間たちからの贈り物～
（展示ホール） ●全席自由  1,500円
周東パストラルホール

2／19（日）  外山啓介 ピアノ・リサイタル
　14:00  ●全席指定　一般2，50０円 
  　　　高校生以下1，50０円 

光市民ホール
2／5（日）  爆笑ライブ！
  ものまねバラエティーSHOW　14:00

  ●全席指定　一般4,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2／11（土・祝）  光市民ホール名画劇場
～2／12（日）  ●全席自由 1日 5００円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3／5（日）  第4回アラ還フェスティバルin光
　13:00  ●全席自由 500円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5／２8（日）  精華女子高等学校吹奏楽部コンサート
　14:00  ◎一般発売　2/25（土）
  ●全席指定  一般２，０００円  高校生以下１，０００円

シンフォニア岩国
2／18（土）  音楽の絵本　Brillante
　14:00  ※0歳児より入場可能
  ●全席指定 １，８００円
防府市地域交流センター（アスピラート）
2／12（日）  プリマヴェラ合奏団
  第33回定期演奏会　14:00

  ●全席自由 一般 2，0００円
  高校生以下 1，5００円

3／24（金）  竹澤恭子（vn）宮田大（vc）田村響（ｐｆ）
トリオコンサート　19:00

  ●全席指定 一般4，０００円 高校生以下２，０００円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4／2（日）  Sella コンサート2017
  優しさに抱かれて　14:00

  ●全席自由 1，5００円

防府市公会堂
3／26（日） 防府西高等学校吹奏楽部
　15:00  第32回定期演奏会
  ●全席自由 一般500円
   　　  小・中学生250円

山口県立美術館
1／21（土）  日伊国交樹立１５０周年記念
～3／26（日）  世界遺産　ポンペイの壁画展
  ●一般 1,1００円 シニア・学生900円

            

＊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

展
　
示
　
室

ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン

ギ
ャ
ラ
リ
ー

会 期 入 場 料催 物 名 会 場 開 場 終 了 主 催 者 連 絡 先
周南市美術博物館 〒745-0006 山口県周南市花畠町10-16　℡.0834-22-8880〈休館日：月曜日〉

 9:45
（予定） （予定）

16:53

1(水)～ 
　　　　28(火)

24(金)～ 
　26(日)
25(土)～ 
4/2(日)

林忠彦記念室
「異郷好日 世界の旅」

〈美博のコレクション展〉
 春だ。旅に出よう！

～19(日) 生誕110年・没後20年斎藤清の世界展

コンタンポラン

展示室
４

展示室
1・2・3

展示室
1・2

1(水)～ 
　　　　28(火)

● 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

ハイビジョン
ギャラリー無　料

無　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
※身障者の方は無料＊
2月28日（火）は無料

一般 1,000円
          (800円)
大学生  800円
          (600円)
(　)内は前売および20名以上の団体
※18歳以下無料
※身障者の方は無料＊
◆斎藤清展の観覧券で
常設展も無料（2/19まで）

1(水)～ 
　　　　28(火) まど･みちおコーナー/徳山の歴史

展示室
5

展示室
3

周南市美術博物館 0834-22-8880

コンタンポラン 090-9739-5583
（高下）

周南市美術博物館 0834-22-8880

 １７:００
入館は16:30まで

9:30

 １７:００
入館は16:30まで

9:30

 １７:００
入館は16:30まで
（最終日は16:00終了）

9:30

ワ
ー
ク
ル
ー
ム こもれび保育園 作品展

展
　
示
　
室

会 期 入 場 料 会 場 開 場 終 了 主 催 者 連 絡 先

周南市郷土美術資料館・尾崎正章記念館 〈休館日：月曜日〉  〒746－0034 山口県周南市富田永源(永源山公園内） ℡.0834-62-3119

～3/12(日)

1(水)～   
12(日)

15(水)～ 
26(日)

富田東小学校 作品展

清水香代子作品展
－素潜の問いかけ－〈中・小展示室〉

尾崎正章常設展「静物」〈大展示室〉
展示室
(大･中･小)

9:30 周南市郷土美術資料館・
尾崎正章記念館 0834-62-3119 １７:００

入館は16:30まで

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
※身障者の方は無料＊

＊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

催 物 名

無　料 ワーク
ルーム

（初日は13:00～）

2017.02.01
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　yab山口朝日放送で大好評放
送中の「仮面ライダーエグゼイド」
を中心に、歴代ライダーが登場
するスペシャルアクションステージ
です ！

発売中（土）18：００ 周南市文化会館2/4
◎お問合せ　HIGHERSELF　０８２－５４５－００８２

周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

全席指定 ６，５００円 ※４歳以上要チケット。3歳以下入場不可

　秋田県出身のシンガーソングライター。元々
ストリートミュージシャンであり、ニューヨークで
もストリートライブを行うなど、苦しい下積み時
代の経験に裏打ちされている楽曲、歌詞は
多方面から評価を受けています。デビュー５
周年を迎えた昨年、全国で５万人を動員した
注目のアーティスト。待望の周南公演です ！

【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：61977〉（チケット
ぴあ）0570-02-9999〈Pコード：310－544〉（イープラス）http://eplus.jp/

【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：62375〉（チケットぴあ）0570-02-9999〈Ｐコード：634-142〉

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

発売中周南市文化会館
1回目１1：0０
2回目１4：0０（日）2/19

高橋  優
「来し方行く末」

全国ホール＆アリーナツアー
2016－2017

このステージの運命は
俺が変える!!

2017.02.01

　これはコンサート ？ 演劇 ？ リサイタル ？ いいえ、どれとも違います。まったく新しい「ピア
ノ遊び」という演奏会です。
　「ラプソディ・イン・ブルー」をはじめとしたガーシュウィンの名曲を縦糸に、ジョン・ケージ
などの現代音楽、ショパンやストラヴィンスキーなどのクラシックの名曲、楽譜の全くない即
興演奏をからめたピアノ曲たちが、ナビゲーターの語りによって、優しく切ない物語へと立
体化されます。
　この世の中にたった一つしかない音楽と物語が生まれる瞬間に、ぜひお立合いください。

　周南文化協会恒例の文化講
演会です。NHKシニアアナウン
サーの伊東敏恵さんをお招きし
ます。放送現場で思うこと、仕事
と家庭を両立させながら働く工
夫、喜びなどを語っていただき、
また会場の皆さんには朗読も一
緒に楽しんでもらいます。
　この文化講演会は、周南市ゆ
かりの人を講師にお迎えしています。今回で７回目。伊東敏恵さん
は宇部市出身、小学生の時に周南市へ。秋月小学校から周陽小
学校へ転校、周陽中学校、徳山高校で学ばれました。東京女子
大学文理学部心理学科卒業後NHK入局、現在シニアアナウン
サーとして「日曜美術館」「クローズアップ現代＋」「NHKスペシャ
ル」などで活躍中です。
　入場無料で、小学生以上のお子様連れの聴講も歓迎します。
ぜひお誘い合わせの上、ご来場ください。

【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

発売中周南市文化会館（日）１４：００2/26
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

山根浩志ピアノ遊び
ガーシュウィンにさようなら ～ティン･パン･アレイの夜～

山根浩志 大塚恵美子 木村健二 モチェオ久美 ビーン高橋

◎お問合せ　周南文化協会　０８３４－２２－8190
入場無料

（日）14：00 周南市文化会館2/12
（小学生以上のお子様連れの聴講も歓迎）

周南文化協会  第７回文化講演会

伊東敏恵（NHKシニアアナウンサー）
「楽しもう！美と言葉の力  ―テレビの現場から―」 

プログラム
ガーシュウィン／ラプソディ・イン・ブルー　スワニー　アイ・ガット・リズム
ジョン・ケージ／季節外れのバレンタイン　ストラヴィンスキー／ペトルーシュカ
シューマン／クライスレリアーナ　ショパン／マズルカ第25番　など・・・

今月開催!今月開催!
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TEL・FAX ０８３４-３１-１３５８

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） 

緑の木 を々眺めながら、 
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 

2017.02.01

発売中

全席指定 5，8００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１7：0０（日）3/26
【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:
62169〉（チケットぴあ）0570-02-9999〈Pコード:455-347〉

Doris&Orega＋
水戸芸術館PRESENTS「COASTER 2017」
■原案　金子茂樹　■脚本　桜川康和　■演出　大江祥彦 2017年春、待望のリニューアル公演決定 ！

　都会の闇を進む影。密やかに鮮やかに音もなく、忍
び込むのは一人の男。
　行く手を阻むものはない。今宵も男のワンマン
ショー。扉を華麗に開けた先、だがそこは逃げ場のな
いレールの上だった。
　ジェットコースターのようにもつれあう一夜の奇妙な
物語。ドロボーとマスター、そこに訪れたお客たちが巻
き起こす抱腹絶倒、空前絶後のエキサイティングコメ
ディー。どんな未来が彼らを待ち受けているのか・・・。

　音響室、照明室、舞台、楽屋、奈落など、普段客席からでは観ることのでき
ないステージの裏側を見学してみませんか？
　皆様の参加をお待ちしています。

【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］0570-084-663［発売日18：00以降］
0570-084-006〈Ｌコード：62555〉（チケットぴあ）［発売日のみ特電］0570-02-9935［発売日
18：00以降］0570-02-9999〈Ｐコード：321-982〉

　2010年病気治療のためアーティスト活動を休業していた大黒摩季。2016年8
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
からアーティスト活動をついに再開 ！ ！
　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
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。
「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・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 ！ ！

６年ぶりにアーティスト活動再開 ！ ２５周年全国ツアー決定 ! !

　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
「FAINAL FANTASY」シリーズ。そのFFシリーズを“吹奏楽”だけで演奏す
るコンサートが「BRA★BRA FAINAL FANTASY BRASS de BRAVO」
です。作曲家・植松伸夫を制作総指揮に迎え、日本を代表するプロの吹奏楽
団シエナ・ウィンド・オー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です。

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
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!!

周南市文化会館（金・祝）１7：3０5/5

◎お問合せ　周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

全席指定　6，８００円　※財団会員３００円割引
※4歳以上有料。3歳以下膝上可。
◎会員発売2／25（土）　◎一般発売3／4（土）

【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］0570-084-661［発売日18：00以降］
0570-084-006〈Ｌコード：62557〉（チケットぴあ）［発売日のみ特電］0570-02-9935［発売日
18：00以降］0570-02-9999〈Ｐコード：321-983〉

周南市文化会館（日）１4：0０5/21

◎お問合せ　周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

全席指定6，８００円　学生席4，８００円　※財団会員３００円割引
※3歳以下入場不可。
◎会員発売2／26（日）　◎一般発売3／5（日）

周南市文化会館
（日）2/26 同日14時からの「山根浩志ピアノ遊び」公演終了後、３０分程度

大黒
摩季
Maki Ohguro
2017 Live-STEP!!
～ Greatest Hits+ ～

Hikaru.c



周南市文化会館6

　毎年恒例となったフォーク
コンサート“元気です”。今年
も吉田拓郎、井上陽水、かぐ
や姫などの名曲を中心に、
地元で活動中のミュージシャ
ンによる演奏でお届けしま
す。コンサートの収益は、熊
本地震復興支援の募金として寄付しますので、皆様のご協力をお願いしま
す。懐かしい青春の歌を一緒に楽しみましょう！ご来場をお待ちしています。

【プレイガイド】（周南）文化会館（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

周南市学び・交流プラザ多目的ホール
（日）１４：００２/１９

全席自由　１，０００円（当日５００円高） ※高校生以下無料
◎お問合せ　徳山大学校友会　０８３４－２８－0411

氷の世界　傘がない　落陽　結婚しようよ
加茂の流れに　ささやかなこの人生　ほか

今年もやります！史上最響のフォークコンサート

発売中

&

　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。

全席自由　３００円
◎お問合せ　うたごえ喫茶周南　090-7895-9022（杉原）

周南市文化会館 3階展示室2/25（土）１４：００

うたごえ喫茶周南うたごえ喫茶周南

周南フィルハーモニー管弦楽団周南フィルハーモニー管弦楽団
第６回定期演奏会第６回定期演奏会

オーケストラのある街 周南オーケストラのある街 周南

指揮：栗田哲海（さとみ）

　周南フィルハーモニー管弦楽団は、このたび３周年を迎えました。いつも優
美なモーツァルトとはひと味違うトルコ風で賑やかな「後宮からの誘拐」。１９
歳のシューベルトが作った、美しく優しい旋律と軽快なリズムがいかにも青年
シューベルトらしい交響曲第５番。大変な難曲と言われるメンデルスゾーンの
「イタリア」に取り組みます。今回は、周南フィルとしては初の“演奏のみ”の演
奏会に挑戦します。
　３歳になった周南フィルの新たなチャレンジです。

　第５７回全日本吹奏楽コンクール中
国大会出場など活躍を続けている徳山
高校吹奏楽部。
　２部構成でお届けする第２部では、
部員たちが企画して“ふしぎの国のアリ
ス”をテーマに演奏や劇も披露します。
１，２年生、総勢３7名の部員のまっすぐ
で熱いステージをお楽しみ下さい。

周南市文化会館19：0０（土）3/1８
指定席 ２,０００円　自由席1,０００円　高校生以下無料
※未就学児入場不可
※１8：2０～ロビーにてウェルカムコンサート

◎お問合せ　０８０－３８７５－５０４５（中村）

周南市文化会館13：3０（月・祝）3/20
◎お問合せ　山口県立徳山高等学校　０８３４－２１－００９９（井町）

【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

発売中

モーツァルト：「後宮からの誘拐」序曲
シューベルト：交響曲第5番
メンデルスゾーン：交響曲第4番「イタリア」

プログラム

山口県立
徳山高等学校
吹奏楽部 定期演奏会第

８
回

入場無料

2017.02.01

【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〉

発売中

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

周南市文化会館１4：3０（土）4/22

※当写真はイメージです。 （C） ＢＳ日テレ

　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。
　昨年の公演は満員御礼！大好評につき２度目の山口公演が実現しました！！
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下さい。

フォレスタコンサート in 山口 2017フォレスタコンサート in 山口 2017

プログラム55555555 55555555
・2017年度全日本吹奏楽コンクール 課題曲より
・ラプソディー イン ブルー

・ジョン ウィリアムズ イン コンサート
・「君の名は。」コレクション　他
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しゅうなん・文化財団

　去る１月１５日（日）に開催したトークセッ
ション「斎藤清の原風景～晩年を過ごした
会津」では、やないづ町立斎藤清美術館
の田﨑治さんから、斎藤清のふるさと会津
や作品のことなどいろいろなお話をうかがい
ました。内容の一部を紹介します。

　「会津の冬（82） 柳津」（1989年）と実際の風
景です。
　作品の感じに雪が積もるのは２月くらいだそうで
す。斎藤作品には、越前和紙が使われており、作
りたい作品に応じて紙を注文していたそうです。

「少女（B）」 1966年
　ムンクに傾倒した斎藤は、
ムンクの作品の模写もしてい
ました。この作品のようにムン
クの影響が見られるものもあり
ます。

「椿」 1980 年
　この作品の背景をよく見ると、
女性像が・・・。実は別の作
品を背景に摺っているそうです。
　どういう意図があったのかは
わかりませんが、ユニークな作
品です。ぜひ実物の作品で確
かめてみてください。

「会津の冬（50）」　1981年
　雪景色の中に、柿の実があるのが不思議でしたが、実際に雪の中に柿の実
がありました。冬の間の鳥の食糧として残しているそうです。
　このほか、作品の中には、雪国ならではの「雪囲い」や会津地方の「桐の木」
など会津の風土が描かれています。それを探してみるのも楽しみ方のひとつかも
しれません。

　斎藤はアメリカで、コラグラフの発案者グレン・アルプスから指導を受けています。
このコラグラフの作品の原版に色をつけたものが斎藤清美術館にあるそうです。板
に白セメントを塗って、盛り上げたりして描いたものを版としてプレス機で刷っています。

【観覧料】 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２０名以上の団体　　本展をご鑑賞の際は、常設展も無料でご覧いただけます。

２月１９日（日）まで開催中 月曜日休館

来年度の展覧会情報は次のぺージをみてね！
赤ずきん 花が咲いたよ(2011)

コラグラフ原版
やないづ町立斎藤清美術館蔵

ギャラリートーク 2月１１日（土・祝）14：00～ ※観覧券をお求めの上、展示室にお集まりください。

「カフェ クーポール パリ」 1963年
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美博クイズ～！〈37〉　もんだい
び は く

これは何かな？
なに

【ヒント：版画に使うものだよ】
はん が

こたえはどこかの
ページにあるよ。
さがしてみよう！

　現代日本を代表するデザイ
ナー、シンジカトウ。童話の「赤
ずきんちゃん」から「ポケモン」と
のコラボレーションまで、魅力的
なデザインの品々は、世界中で愛
され続けています。本展では、原
画、下絵、雑貨などの作品約
200 点を展示し、彼の作り出す
夢の世界を紹介します。

H29年度 展覧会紹介
“夢の世界”のデザイナー
シンジカトウ・ワールド(仮称)

６/９(金)～７/30(日)

　永遠のヒーロー、仮面ライダー。
1971年の放送開始から45 年余
り、その人気は世代を超えて広
がっています。本展では、原作者・
石ノ森章太郎の貴重な漫画原稿
やイラスト原画、当時の懐かしい
スチール写真や映像などを紹介。
進化し続ける造形美にも焦点をあ
て、約400点を展示します。

超世代仮面ライダー
プレミアムアート展
８/４(金)～９/18（月･祝）

　「日本童画のパイオニア」と呼
ばれる武井武雄。彼の多彩な創
作活動を紹介し、優しさとユーモ
アに包まれた創造世界に触れても
らう展覧会です。童画だけでなく
版画や玩具など、約250点を展
示します。

武井 武雄 展(仮称)

2018年１/５(金)～２/18(日)

◆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。

赤ずきん 花が咲いたよ(2011)

「コドモノクニ」　第1巻第1号1922年1月号
イルフ童画館蔵

☆「まど・みちおさん　ありがとう」
　缶バッジのプレゼント
２月２８日の来館者先着１００名様に缶バッジをプレゼントします。

☆「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賞̶」
■講 師：板東悠美子氏（ＪＢＢＹ会長）
　 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、まどさんの国際アンデルセン賞受賞の舞台裏をお話いただきます。

■日 時：平成２９年２月２８日（火）１４：００～（１時間程度）
■場 所：周南市美術博物館ハイビジョンギャラリー
■定 員：５０名　　※電話申し込み・先着順　

２月２８日（火）は、詩人まど・みちおさんの命日です。
周南市美術博物館では、まどさんを偲び、
当日は全館無料とさせていただきます。



＜美博のコレクション展＞ 春だ。旅に出よう！
林忠彦記念室展示室

４コレクション展示室展示室
３

■常設観覧料：一 般 200円（160円）　大学生等 100円（80円）

■休館日：月曜日

（　）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　常設展示室

周南市美術博物館

まど・みちおコーナー 徳山の歴史 特設コーナー展示室
5

◆日　時：３月１９日（日）１０：００～１６：００（終了予定）
◆場　所：周南市美術博物館ハイビジョンギャラリー
◆講　師：原井輝明氏
　　　　　（宇部フロンティア大学短期大学部准教授・画家）
◆対　象：小学生、中学生
◆定　員：１５名
◆参加料：５００円（材料費等）
◆参加申込み：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、
　美術博物館（〒745－0006 周南市花畠町10-16）
までお送りください。申込み多数の場合は抽
選となりますので、ご了承ください。
◆締め切り：３月７日（火）
◆問合せ先：周南市美術博物館
　　　　　（０８３４－２２－８８８０）　　

　「富士山」やお正月の遊
び「羽根つき」の絵など、
徳山毛利家に伝来するおめ
でたい作品を展示していま
す。

　つくしやたんぽぽ。少しずつ春の息吹を感じる季節が近づいてきま
した。暖かくなると、ちょっと足をのばして旅に出たくなりませんか？ 美
博ではこれまでの収蔵品の中から、旅をイメージした作品を集めてご
紹介します。宮崎進の「旅芸
人」や松田正平の「眠る人」な
ど、春らしい旅の雰囲気の展
覧会です。ぜひ美博で旅気分
を味わってみてください。

　2/19（日）まで開催の「斎藤清の世界展」では、斎藤清がアメリカ、メキ
シコ、フランスなどの世界各地を訪れて制作した作品も展示しています。
　そして林忠彦記念室では、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 ！ 林の新たな一面が垣間
見える作品となっています。
　写真家と版画家、それぞ
れの作家を通して世界の旅を
お楽しみください。

２/２５（土）～４/２（日）

松田正平「眠る人」1963年 油彩 イタリア

斎藤清「白い夢」1949年　紙・木版

完成した作品

「斎藤清の世界展」の観覧券で常設展も無料（～2/19まで）
２月28日（火）は、まど・みちおさんの命日のため、観覧料無料。

Ⅱ期：2/1（水）～ 4/30（日）
「異郷好日  世界の旅」

　林忠彦賞の発表を記念して、
林忠彦のオリジナルプリントを紹
介します。東京目黒区にある天
恩山五百羅漢寺に300年間存
在し続けた羅漢像。林忠彦が人
物写真で培った撮影手法を駆
使し、歴史的時間と空間の表現
に挑んだ作品です。

第26回林忠彦賞記念 
林忠彦オリジナルプリント展

観覧無料

てん おん ざん ご ひゃく　ら　かん　じ

「天恩山五百羅漢寺」
３月３日（金）～３月20日（月･祝） ３月６・13日休館
周南市美術博物館 展示室１・２

 「ここちよい《色》の発見～顔料をつくってみよう」
参 加 者 募 集

子ども芸術
ワークショップ vol.13

羅怙羅尊者

美博クイズ～！〈37〉　こたえ
び は く

周南市美術博物館3

2017.02.01

周南市美術博物館 その他の2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】　
入場無料■コンタンポラン ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 24(金)～26(日)(初日は13:00～、最終日は16:00終了）

めでたや  めでたや
　水彩絵の具、クレヨン、ボールペン、油性ペンなどで描かれたまど・
みちおの抽象画。
塗り重ね独特な色
合いを出していま
す。微妙な色使い
をぜひお楽しみくだ
さい。

今回の展示内容は２/２８（火）までです。
２/２6（日）まで展示中!

にあわせて同時展示！

生誕110年・没後20年

斎藤清の世界展

はん　ぎ

「版木」・・・文字や絵などを彫った木の板のこと
を版木と言うんだ。この板にインクをのせて、その上

に紙を置き、バレンで刷ると版画ができるんだ。

現在開催中の「斎藤清の世界展」にも、いくつか版

木が展示されているよ。作品と見比べて、どのよう

に彫ってあるか見てみてね。

も　じ

い いた うえ

げんざいかいさいちゅう さいとうきよし せ かいてん

てん じ

ほ み

さくひん み くら

かみ お す はん が

え ほ き いた

　プロの作家に指導してもらいながら作品を
つくるというのが魅力のワークショップで、
毎回好評です。
　今回は、宇部フロンティア大学短期大学
部准教授で画家の原井輝明（はらい・てる
あき）さんを講師に、土や砂、石などの身
近な素材を使って顔料づくりを体験します。
　みなさんの
ご応募をお待
ちしています。

できた顔
料で

絵も描く
よ。




