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開催決定!

令和2年度文化会館プログラム
●安藤美姫
氷上の名曲コンサート

中

●河村尚子
ピアノリサイタル

発売中

止

▶１０／１８
（日）
１5：0０

●半﨑美子
延 期
明日を拓くコンサート2020
▶１１／１
（日）

発売中
●高嶋ちさ子
12人のヴァイオリニスト
コンサートツアー2020～2021
▶１１／１４
（土）
１4：3０

中 止
●35周年記念コンサート
島津亜矢 歌怪獣襲来ツアー2020

▶11／17（火）1回目13：3０ 2回目１8：００

発売中

▶１2／3（木）
昼の部15：0０ 夜の部18：30

今月発売
●和田薫 講演会
土俗的舞曲から交響曲 獺祭～磨～
▶１2／26（土）
15：0０
◎一般発売10／3（土）

▶１／３０
（土）

振替公演
●さだまさし
コンサートツアー 2020
▶2／11（木・祝）17：00

今月発売

▶2／28（日）1回目13：0０ 2回目１7：００
◎会員発売10／18（日）◎一般発売10／25（日）

●梅沢富美男 劇団特別公演
～魅力満載富美男劇場～

振替公演

●三山ひろし～笑顔を届けます～
～コンサート２０２０～

振替公演

▶4／5（月）1回目１4：0０ 2回目１8：００

▶4／11（日）13：30

振替公演
●湘南乃風 風伝説
TOUR 2020 四方戦風
～ぶっ飛べ クソアツい 粋な祭り 頂け一番～
▶4／24（土）
１８：００

１2/26（土）１5：００

獺祭～磨～」

周南市文化会館

全席自由 1,000円 ※財団会員はご招待
◎一般発売10／3（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・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

交響曲 獺祭 ～磨～ 山口公演
指揮：飯森範親

演奏：日本センチュリー交響楽団

1回目１３：0０

2/28（日）2回目１7：0０ 周南市文化会館
全席指定 S席 8,500円 A席 5,500円

※財団会員５００円引き ※未就学児童入場不可
※Ｓ席は獺祭一合瓶と
「交響曲 獺祭～磨～」のＣＤが付いています
（獺祭一合瓶は20歳以上の方に限らせていただきます）

◎会員発売10／18(日） ◎一般発売10／25（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）
〈Ｌコード：61486〉
（チケットぴあ）
０５７０－02－９９９９
〈Ｐコード：188-005〉

好評発売中!

開催予定
●森高千里
この街 TOUR 2020-21

●交響曲 獺祭～磨～山口公演

和田薫 講演会

「土俗的舞曲から交響曲

▶１０／１１
（日）

●野村万作・萬斎 狂言の会

作曲家

河村尚子

ピアノリサイタル

１0/18（日）１5：００ 周南市文化会館
全席指定 S席 4,500円 A席 3,500円
※未就学児童入場不可

※財団会員５００円引き

◎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）
〈Ｌコード：61367〉
（チケットぴあ）
０５７０－02－９９９９
〈Ｐコード：185-828〉

野村万作･萬斎

狂言の会

“和楽の芸能”
狂言のおおらかな笑いを解説付きでお楽しみください。

１2/3（木）

昼の部１5：００ 夜の部18：30

周南市文化会館

野村万作

野村萬斎

全席指定 S席 6,000円 A席 5,000円 ※財団会員５００円引き
◎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）
〈Ｌコード：61741〉
（チケットぴあ）
０５７０－02－９９９９
〈Ｐコード：502-783〉

周南市文化会館
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EVENT INFORMATION 2020.10

イベントインフォメーション
周南市文化会館

〈休館日：今月は7日・21日〉

大 ホ ー ル

催

物

〒745-0874 山口県周南市徳山5854-41

名

入場料

3（土） 一般社団法人 詩吟朗詠錦城会
4（日） 令和２年度全国大会（中止）

関係者

10（土） 周南市立太華中学校吹奏楽部

関係者

17（土）

終演

関係者

ピアノリサイタル

25（日）
31（土）

文化祭

国際ソロプチミスト徳山 浜田敬子チャリティ講演会
～日本の働く女性の30年～
周南市立岐陽中学校 吹奏楽部
定期演奏会

各室

催

物

名

3（土）
4（日） サイエンス周南２０２０

10（土）
第18回 周南こどもたちの絵画展
11（日）
10月1日から

会費
半額

０３-５４８４-３３０１
０８３４-２１-７０９７
０８３４-２５-０２２８

徳山吹奏楽団

０８３４-６３-８４２２

山口県立
光丘高等学校

０８３３-７１-２２６１
０８３４-２２-８７８７
（周南市文化会館）

一般社団法人 裏千家
淡交会周防支部

０８２０-４８-２９２３

周南市立岐陽中学校

０８３４-２２-８８４０

13:30 14:00 15:20 国際ソロプチミスト徳山

090-4692-7792
（石丸）

周南市立岐陽中学校

０８３４-２２-８８４０

主催者

連絡先

関係者
全席自由
1,500円

連絡先

周南市立太華中学校

周南市文化振興財団
Ｓ席：4，500円
14:30 15:00 17:00
tysテレビ山口
Ａ席：3，500円

24（土） 一般社団法人 裏千家淡交会周防支部
25（日） 第51回中国地区大会（中止）
24（土） 周南市立岐陽中学校

℡.0834-22-8787

主催者

18:00 18:30 20:30 周南市民劇場
13:00 13:30 15:30

定期演奏会（中止）

山口県立光丘高等学校
吹奏楽部アンサンブル

18（日） 河村尚子

開演

一般社団法人
詩吟朗詠錦城会

5（月） 周南市民劇場 第322回例会
6（火） 前進座 東海道四谷怪談

17（土） 徳山吹奏楽団

開場

関係者
入場料

会場

関係者

3階展示室

無料

3階展示室

開場

終了

9:00 17:00

周南市教育委員会

０８３４-２２-８５４３

周南子どもたちの絵画展
実行委員会

０８３４-２８-０９７２
(石丸）

令和２年度会員募集中！
！２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。

①令和２年度自主事業のチケット優先発売、割引

特

（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）

典

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美術博物館カフェテラス
「まど」
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

●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

会員の皆さまへ大切なお知らせ
平素より当財団をご愛顧賜り、
まことにありがとうございます。新型コロナウイルスの影響により、今年度予定しておりました
公演の中止・延期が相次ぎ楽しみにしておられた皆さまには、大変ご迷惑をおかけしております。
令和２年度会員さまは、来年度に延期になった公演のチケットをお求めの際、引き続き会員特典を適用させていただきます。
今後とも、
よろしくお願いいたします。
文化会館におけるチケット発売について
【会員優先発売について】 ●会員発売は、周南市文化会館のみで取扱います。

●発売前日までに文化振興財団に入会済みでなければ購入できません。

●購入可能枚数 Ａ
（個人）
会員 ＝2枚 Ｂ
（家族）
会員 ＝4枚 Ｃ
（団体）
会員 ＝登録枚数

※ただし、催しにより変更の場合あり

●発売初日 直接購入 …ＡＭ９：００～文化会館事務所、会員証をご持参ください。なお午前9時までに並んだ方を対象に購入順を決める抽選を行っていますのでご了解ください。
電話予約 …ＡＭ１１：００～ただし直接購入の方の残チケットが対象となります。ご予約後、直接来館での受け取りのほか、郵便振替、代金引替郵便でのご郵送も承ります。

【一般発売について】 ●購入可能枚数

公演によって、枚数制限をする場合がございます。

●発売初日 直接購入 …ＡＭ９：００～文化会館事務所 なお午前9時までに並んだ方を対象に購入順を決める抽選を行っていますのでご了解ください。
電話予約 …ＡＭ１１：００～ただし直接購入の方の残チケットが対象となります。ご予約後、直接来館での受け取りのほか、郵便振替、代金引替郵便でのご郵送も承ります。
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新型コロナウイルス感染拡大など、今後の状況によっては、変更等も考えられます。最新の情報は、ホームページでご確認ください。

周南市美術博物館
会期

常設展

～25(日)

〈月曜休館〉

〒745-0006 山口県周南市花畠町10-16

催物名

入場料

発刊40年記念
林忠彦「長崎ー海と十字架」

一般 200円 展示室
（160円） 3
大学生等 100円
展示室
（80円）
4

林忠彦記念室「煙を愛した昭和の作家たち」
(

)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＊

まど･みちおコーナー/徳山の歴史
その他の

展覧会

30（金）～
周南市学校美術展
11/1(日)

無 料

◆ハイビジョンギャラリーでの上映は当面の間、
休止します。

企画展
常設展

10（土）～
11/29(日)

催物名

ワークルーム

21（水）～
こもれび保育園
25(日)
28（水）～
富田東小学校
11/1(日)

１７:００

入館は16:30まで

9:30

１７:００

展示室
1・2・3

連絡先

周南市美術博物館

0834-22-8880

周南市教育委員会
周南市幼・保・小・中学校研修会

0834-62-2703
（福川中 片山先生）

入館は16:30まで 山口県造形教育研究会周南支部
周南市美術博物館
（最終日は15：30終了）

〒746-0034 山口県周南市富田永源(永源山公園内）
会場

開場

)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＊

展示室
(大)

9:30

作品展
無 料

作品展

℡.0834-22-8880

主催者

終了

主催者

℡.0834-62-3119
連絡先

一般 200円（160円） 展示室
学生等 100円（80円） (中･小)
(

「尾崎正章たまて箱 ②一水会にて」

終了

〈月曜休館 ※展示替え等のため10/9
（金）
まで休館〉
入場料

尾崎正章と山口一水会の仲間たち

展示室
5

開場

＊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
会期

会場

１７:００

入館は16:30まで

周南市郷土美術資料館・
0834-62-3119
尾崎正章記念館

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・9月18日現在）℡.0834-22-8787

周南市文化会館

10/18（日）河村尚子
15:00

ピアノリサイタル

●全席指定 S席 4,500円
A席 3,500円
※未就学児童入場不可

10/25（日）国際ソロプチミスト徳山
浜田敬子
14:00
チャリティ講演会
●全席自由 1,500円

11/14（土）高嶋ちさ子
14:30

12人のヴァイオリニスト
コンサートツアー2020～2021
●全席指定 6,800円
※未就学児童入場不可
※チケット予約受付中

（チケットの引き渡しは公演の
約一ヶ月前後を予定）

12/3（木） 野村万作・萬斎 狂言の会
昼の部15:00 ◎会員発売 9/19(土)
夜の部18：30 ◎一般発売 9/26(土)
●全席指定 S席 6,000円
A席 5,000円
※未就学児童入場不可

シンフォニア岩国

1/23（土） ヤノシュ・オレイニチャク
15:00
ピアノリサイタル

◎一般発売 10/1(木)
●全席指定
S席 3,500円（学生 1,800円）
A席 2,500円（学生 1,000円）
※（ ）は25歳以下の学生

12/26（土）作曲家 和田薫 講演会
15:00

「土俗的舞曲から交響曲
獺祭～磨～」
◎一般発売 10/3(土)
●全席自由 1,000円
（財団会員ご招待）

2/28（日） 交響曲 獺祭～磨～山口公演
1回目 13:00 ◎会員発売 10/18(日)
2回目 17:00 ◎一般発売 10/25(日)
●全席指定 S席 8,500円
A席 5,500円
※未就学児童入場不可

アニマル図鑑 ポストカード
in 徳山動物園 ●8枚入り 840円
周南元気カルタ

●2,000円

周南工場夜景ポストカード

●4種各3枚入り 200円

※

は財団会員割引があります。

周南市文化会館
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河村
河 村尚
尚子
子
ピアノリサイタル

‘12年のロシア・ナショナル管弦
楽団との共演でグリーグのピア

非情な男女愛、
名もなき庶民たちの壮絶な生と死―
恐ろしいのは幽霊ではなく―

外で数々の権威ある賞を受賞
してきた彼女は、史上初、直木
賞と本屋大賞をW受賞した恩田陸原作の映画「蜜蜂と遠
雷」
（‘19年秋公開）
で主役・栄伝亜夜のピアノ演奏を担当し
ました。今回のリサイタルでは劇中曲「春と修羅」
（ 作曲／藤
倉大）
を披露する他、
モーツァルトやベートーヴェン、
ショパン
の有名曲も演奏予定です。
「ショパン：夜想曲 第18番 ホ長調 op.62-2」は
「ショパン：夜想曲 第17番 ロ長調 op.62-1」に
変更になりました。
ご了承ください。

１0/18（日）１5：００ 周南市文化会館
全席指定 S席 4,500円 A席 3,500円

※財団会員５００円引き

【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）
〈Ｌコード：61367〉
（チケットぴあ）
０５７０－02－９９９９
〈Ｐコード：185-828〉

【当日会場販売あり】
『蜜蜂と遠雷』
恩田陸／著
価格１，
８００円（税別）
©幻冬舎

◎お問合せ

『蜜蜂と遠雷』
～河村尚子plays 栄伝亜夜
価格３，
０００円（税別）

周南市文化会館 ０８３４－２２－８７８７

国際ソロプチミスト徳山

鶴屋南北の最高傑作として、
また歌舞伎屈指の人気作として、
今も私たちを楽しませてくれる名作。非情な伊右衛門の犠牲に
なったお岩の哀れさ、名もなき庶民達の壮絶な生き様に迫る前
進座版。南北劇らしい趣向と世話物の面白さをお届けします。

１0/5（月）１8：3０１0/6（火）１3：3０

周南市文化会館

会員制（年に６本の演劇を観ています。お気軽にお電話ください。）
◎お問合せ

周南市民劇場

T E L:0834－21－7097
FAX:0834－21－7093

サイエンス周南 ２０２０
～周南市小・中学校 科学作品展～
周南市内の小中学生の出品によ
る科学作品展です。優れた科学
的研究や創意工夫に基づく研究
物・作品が展示されます。
「創造の部」
「自然の部」の２部門
の作品には、
日頃の研究の成果が
現れています。今年度は新型コロ
ナウィルス感染防止のため、規模
を縮小して関係者のみの開催とな
ります。
ご了承下さい。

浜田 敬子

１0/3（土）～4（日）10：0０～16：00［関係者のみ入場］

～日本の働く女性の30年～

第1８回 周南こどもたちの絵画展

チャリティ講演会
1989年に朝日新聞社に入社。記者として女性の
生き方や働く職場の問題、
また国際ニュースなど
を中心に取材。2004年からはAERA副編集長。
その後、編集長代理を経てAERA初の女性編
集長に就任しました。
2017年4月より世界17カ国に展開するオンライン
経済メディアの日本版総括編集長に就任。現在
は
「羽鳥慎一モーニングショー」
や
「サンデーモーニング」
などのコメンテー
ターや、
ダイバーシティや働き方改革についての講演なども行っています。
著書に
『働く女子と罪悪感』
（集英社）。
山口県立徳山高等学校卒業生。

１0/25（日）１4：００ 周南市文化会館
全席自由 1,500円

※文化会館ほかで発売中

◎お問合せ
4

東 海 道
四谷怪談
台

８年ぶりの周南公演です。国内

※未就学児童入場不可

前進座公演

作 ：鶴屋南北 演出進行：中橋耕史
本：小野文隆 出
演：嵐芳三郎・藤川矢之輔・忠村臣弥ほか

ノコンチェルトを披露して以来、

プログラム変更の
お知らせ

周南市民劇場 第３２３回例会

周南市文化会館

林写真館
石丸薬局

０８34－31－0884
０８３４－２1－3655

周南市文化会館 ３階展示室

◎お問合せ

周南市教育委員会

0834－22－8532

「大切なふれあい～家族や友達と、
自然や動植物と～」
子どもたちの小さな喜びを大切にし、
健やかな
成長を願って約300点の作品を展示します。
子どもたちが夏休みにみんなで遊んだことや、
これから体験してみたいこと、夢見ること、
また
緑豊かな周南市の景観などを描きました。
たく
さんの皆様のご鑑賞をお待ちしています。

１0/10（土）～11（日）9：0０～17：00

周南市文化会館 ３階展示室
◎お問合せ

入場無料

090－6410－0617(手嶋)
090－4692－7792(石丸)

2020.10.01

高嶋ちさ子

野村万作･萬斎

狂言の会

“和楽の芸能”
狂言のおおらかな笑いを解説付きでお楽しみください。

12人のヴァイオリニスト

コンサートツアー2020～2021
12人のヴァイオリニストは、高嶋

ちさ子が、2006年に立ち上げた
観ても、聴いても、美しく、楽しい

※未就学児童入場不可

◎お問合せ キャンディー・プロモーション
周南市文化会館

０８２－２４９－８３３４
０８３４－２２－８７８７

【プレイガイド】
（周南）文化会館（ローソンチケット）
〈Ｌコード：61491〉
（チケットぴあ）
〈Ｐコー
ド：186-012〉
（イープラス）http://eplus.jp

作曲家

和田薫 講演会

「土俗的舞曲から交響曲

野村萬斎

昼の部１5：００

１2/3（木）夜の部18：30

前売券は現在予約受付中で、公演の約一ヶ月前後より予約番号順に文化会館から
ご連絡をさしあげ、座席をお選びいただきます。
ソーシャルディスタンス確保のため、
2枚以上購入のお客様はお席が離れる場合がございます。予めご了承ください。

【解説】
野村萬斎

全席指定 6,800円

野村万作

ほか

華やかなステージをお楽しみください。

野 村 万 作

傘」

ほか

ように試みています。幅広い世代に愛されている女性だけの

こがらかさ

狂言「小

ぬトークと個性豊かなメンバーが振り付けを加えた演奏など、
ヴァイオリンという楽器をより身近に感じ、楽しんでいただける

11/14（土）１4：3０ 周南市文化会館

野 村 萬 斎

てるヴァイオリン・アンサンブルです。高嶋さんの歯に衣着せ

【演目】ひ さけ
狂言「樋の酒」

をコンセプトにクラシックの敷居の高さを払拭するように活動し

周南市文化会館

全席指定 S席 6,000円 A席 5,000円

※財団会員５００円引き

◎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）
〈Ｌコード：61741〉
（チケットぴあ）
０５７０－02－９９９９
〈Ｐコード：502-783〉

交響曲 獺祭 ～磨～
山口公演

獺祭～磨～」

下関市出身の和田氏は東京音楽大学在
学中、全国吹奏楽コンクールに
「吹奏楽の
ための土俗的舞曲」が課題曲として選ば
れる他、多くのコンクールで入選。和楽器
や民族楽器を取り入れたエスニック調の
音色が特徴的な作曲は、演奏会以外でも
アニメ・映画・ゲームなどで起用され世界
中の人々を魅了しています。
そんな彼が山口の銘酒「獺祭」
のた
めに
「交響曲 獺祭～磨～」
を作曲し、来年の２月28日には山口
県初のコンサート
「交響曲 獺祭～磨～山口公演」
が開催され
ます。講演会では和田氏の初期譜「土俗的舞曲」から最新譜
「交響曲 獺祭～磨～」
に至るまでの作曲家としてのさまざまな
想いを語っていただきます。

１2/26（土）１5：００ 周南市文化会館

山口県から誕生し今や世界的ブランドとなった日本酒「獺祭」。
お酒のために作られた曲を聴かせて発酵させたお酒は、
どんなま
ろやかな味がするのでしょうか。下関出身の作曲家:和田薫氏に
よって、獺祭のために作曲された完全オリジナル楽曲をマエストロ
飯森範親と日本センチュリー交響楽団が山口で初披露します。
指揮：飯森範親

演奏：日本センチュリー交響楽団

1回目 １3：００

2/28（日）2回目 17：00

周南市文化会館

全席指定 S席 8,500円 A席 5,500円

※未就学児童入場不可 ※財団会員５００円引き
※S席には獺祭一合瓶と
「交響曲 獺祭～磨～」のＣＤが付いています
（獺祭一合瓶は20歳以上の方に限らせていただきます）

全席自由 1,000円
会員ご招待 ※会員の皆様には11月号に併せて招待券をお送りいたします。 ◎会員発売10／18(日） ◎一般発売10／25（日）
◎一般発売10／3(土）
◎お問合せ 周南市文化会館 ０８３４－２２－８７８７
◎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

【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）
〈Ｌコード：61486〉
（チケットぴあ）
０５７０－02－９９９９
〈Ｐコード：188-005〉

【公演中止・延期について】
新型コロナ肺炎ウイルス拡散防止のため、公演の中止・延期が相次いでおります。
詳しくは本紙６ページに掲載しています。
また、新しい情報は文化会館のホームページで随時紹介していますのでこちらも
併せてご覧ください。

周南市文化会館ＨＰ
(http://s-bunka.jp/bunka/)

周南市文化会館
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周南市文化会館取扱チケット等

中止・延期公演のお知らせ

周南市文化会館
日

（9月18日現在）

付

4 ／ 9（木）

公

演

名

梅沢富美男 劇団特別公演～魅力満載 富美男劇場～

チケットの払い戻しは終了しました。お問い合わせ：ソワード㈱（0956-22-2036）

全国ツアー 2020「楽器を弾いたらサヨウナラ」
4 ／ 18（土） ゴールデンボンバー
詳細については、夢番地広島（082-249-3571）までお問い合わせください。
2020 存在理由～ Raison d'être ～
4 ／ 19（日） さだまさしコンサートツアー
チケットの払い戻しは終了しました。お問い合わせ：ユニオン音楽事務所（082-247-6111）
Glee Monster  Live Tour 2020 BRIGHT NEW WORLD
5 ／ 24（日） Little
チケットの払い戻しは終了しました。お問い合わせ：ユニオン音楽事務所（082-247-6111）

6 ／ 8（月）

三山ひろし

～笑顔を届けます～

コンサート２０２０

チケットの払い戻しは終了しました。お問い合わせ：グッドラックプロモーション（086-214-3777）

風伝説 TOUR 2020 四方戦風 ～ぶっ飛べ クソアツい 粋な祭り 預け一番～
6 ／ 20（土） 湘南乃風
チケットの払い戻しは終了しました。お問い合わせ：夢番地広島（082-249-3571）

9 ／ 21（月・祝）

すすめ！たからのしまのだいぼうけん

しまじろうコンサート

文化会館で購入された方は、
9/30
（水）
までに、
チケットをお持ちください。
他のプレイガイドで購入された方は、
そちらの窓口へご
確認お願い致します。

中止・延期
2021 年
4/5 へ再延期
延期
2021 年
2/11 へ再延期
来年に再延期
（後日詳細）
2021 年
4/11 へ延期
2021 年
4/24 へ延期
中止

10 ／ 11（日） 安藤美姫 氷上の名曲コンサート

中止

11 ／ 1（日） 半㟢美子 明日を拓くコンサート 2020

延期

11 ／ 17（火） 島津亜矢 歌怪獣襲来ツアー

中止

11 ／ 22（日） LINO NANA NO MOE

中止

スターピアくだまつ
７／５（日）
10 ／ 27（火）

八神純子

キミの街へ～ Here We Go!

キエフ・クラシック・バレエ

夢の３大バレエ

現在お持ちのチケットは、
延期公演ではご利用できませんので、
必ずチケットの払い戻し手続きをお願い致します。
文化会館で購入
された方は、
１０／３１
（土）
までに、
チケットをお持ちください。

2021 年
2/21 へ延期
再来年へ延期

光市民ホール
６／１４（日） 林家三平講演会『笑いと健康』
払い戻しは光市民ホールで行います。
（0833-72-1441）へお問い合わせください。

10 ／ 1 へ延期

Special Concert
８／１６（日） 岡本知高
払い戻しは光市民ホールで行います。
（0833-72-1441）へお問い合わせください。

2021 年
5/9 へ延期

再延期

コンサートツアー 2020「ON and ON」Vol.4
10 ／ 18（日） 中村雅俊
払い戻しは光市民ホールで行います。
（0833-72-1441）へお問い合わせください。

延期（後日詳細）

11 ／ 27（金） 財津和夫

延期（後日詳細）

トークと歌のプレゼント

シンフォニア岩国
６／１４（日） ヤノシュ・オレイニチャク

ピアノリサイタル

2021 年
1/23 へ延期

山口市民会館
６／６（土）
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周南市文化会館

DRUM TAO 2020

チケットの払い戻しは終了しました。 お問い合わせ：TAO山口公演事務局（083-287-0919）

2021 年
４/10 へ延期

