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

【 文化会館 】山口県周南市徳山5854－41（0834－22－8787）http://s-bunka.jp/bunka/

謹んで新春のお慶びを申し上げます
令和2年度文化会館プログラム
●さだまさし
コンサートツアー2020

振替公演

▶2／11（木・祝）17：00
migaki

発売中
●交響曲 獺祭～磨～
山口公演 五感で味わうコンサート
▶2／28（日）1回目13：0０ 2回目１7：００

振替公演
●梅沢富美男
劇団特別公演 ～魅力満載富美男劇場～
▶4／5（月）1回目１4：0０ 2回目１8：００

振替公演
●三山ひろし
～笑顔を届けます～ コンサート２０２０
▶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

◆都合により、
期日、内容が変更になる場合があります。
ご了承ください。

令和3年度文化会館プログラム
●吉本新喜劇＆
バラエティーショー

今月発売

●フジコ・ヘミング
ピアノリサイタル

今月発売

●古澤巌～品川カルテット～

開催予定

●ハンガリー・
ブダペスト交響楽団

開催予定

●ＨＹ HANAEMI TOUR 2021

開催予定

▶4／17（土）1回目12：3０ 2回目１6：００
◎会員発売1／16（土）◎一般発売1／23（土）

▶4／18（日）１4：００
◎会員発売1／23（土）◎一般発売1／30（土）
▶5／29（土）

▶6／6（日）

▶7／3（土）１8：００

開催予定
●ＤＲＵＭ ＴＡＯ
THE BEST LIVE 祭響 Saikyo
▶9／4（土）2回公演

令和
3年度

周南市文化振興財団会員
１月４日より募集開始!!

お問合せ

周南市文化会館 TEL0834-22-8787

中ページに詳細があります。

本場大阪！笑いの旋風が山口に上陸！
！

※写真はあくまでもイメージです。

日本中で笑いの渦を巻き起こしている
「吉本新喜劇
（出演者後日決定）
＆バラエティーショー」。昨年は新型コロナウイルス感染
拡大の影響を受けて残念ながら中止となりましたが、2021年春仕切り直しの開催が決定
しました！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。本場大阪のなんばグランド花月では連日
満員になる大人気の舞台です。
どうぞご期待ください。

1回目１2：3０

4/17（土）2回目１6：0０ 周南市文化会館

全席指定 S席 5,600円 A席 4,800円（当日500円高）※財団会員3００円引き
※定員の50％で開催します。 ※3歳以下入場不可

◎会員発売1／16(土） ◎一般発売1／23（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）
〈Ｌコード：62359〉
（チケットぴあ）
０５７０－02－９９９９
〈Ｐコード：504-447〉

フジコ・ヘミング
ピアノリサイタル

プログラム
ショパン：ノクターンop.9-2
ラヴェル：亡き王女のための
パヴァーヌ
リ ス ト：ラ・カンパネラなど

フジコさん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２２年経ちます。
昨年はＮＨＫファミリーヒストリーで取り上げ
られ、
フジコさんが弾くピアノの音色と共に壮
絶な歳月が浮かび上がりました。
２年ぶり４回
目のリサイタルをぜひお聴きください。

4/18（日）１4：0０

周南市文化会館

全席指定 S席 10,000円 A席 8,000円 ※財団会員5００円引き ※未就学児童入場不可
◎会員発売1／23(土） ◎一般発売1／30（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（ローソン
チケット）
〈Ｌコード：62435〉
（チケットぴあ）
０５７０－02－９９９９
〈Ｐコード：191-484〉

さだまさし払い戻しのご案内
さだまさしコンサートツアー２０２０は令和３年２月１１日
（木・祝）
に振替公演が
決まっておりますが、
振替日にご都合の合わないお客様には、
チケット購入の
プレイガイドでの払い戻しが延長され２月１０日までの受付となりました。
周南市文化会館
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EVENT INFORMATION 2021.1

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6日、20日、年末年始12/29～1/3〉 〒745-0874 山口県周南市徳山5854-41

大 ホ ー ル

催

物

名

入場料

令和３年周南市成人式・午前の部
10（日）（対象中学校校区）
鼓南・太華・岐陽・住吉・周陽・秋月

開場

開演

終演

令和２年度
31（日） 周南地区吹奏楽連盟
新人演奏会
各室

催

30（土）
文化を楽しむ会
31（日）

物

主催者

連絡先

（延期・日程等は未定）

周南市
周南市教育委員会

０８３４-２２-８６９７
(周南市教育委員会
生涯学習課）

（延期・日程等は未定）

周南市
周南市教育委員会

０８３４-２２-８６９７
(周南市教育委員会
生涯学習課）

令和３年周南市成人式・午後の部
10（日）（対象中学校校区）
菊川・桜田・中須・須々万・富田
福川・和田・熊毛・鹿野

℡.0834-22-8787

9:00

関係者

名

入場料

会場

展示の部

無料

3階展示室

０８３４-２８-００２６
9:40 16：30 周南地区吹奏楽連盟 （徳山商工高等学校
（予定）
山近）
開場

終了

主催者

12:00 17:00 「文化を楽しむ会」
9:00 16:00 実行委員会

連絡先

０９０-３８８１-５２７６
(長谷川）

施設改修工事のおしらせ
令和３年１月 12 日から 22 日まで施設の改修工事が予定されており、すべての施設の使用を中止させていただきます。
なお、施設の予約受付やプレイガイド等の業務は通常通り行っております。
ご利用の皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
1月4日から

募集
開始

令和３年度周南市文化振興財団会員募集
3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3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2022年３月３１日まで
●お問合せ 周南市文化会館 ０８３４－２２－８７８７

ご入会時に徳山動物園の入園料割引券プレゼント
徳山動物園年始のイベント
●新年おめでとう臨時開園（有料）
１/１
（元日）9：00～16：30（入園は16時まで）
●動物園からお年玉 １/１
（元日）
～４
（月）
ご来園いただいた皆様に感謝の気持ちを込めてプレゼント

「2021徳山動物園オリジナルカレンダー」

（1～3日先着200組、4日先着100組）

「入園料半額券」
（1～3日入園者全員）
※次回来園から3/31まで有効

シバヤギ（ウシ目）

●干支のおはなし配布 １/１
（元日）
～
●干支展「丑」～モーっと知りたい！ウシノコト～ １/１
（元日）
～２/１４
（日）

「シニア世代特別支援奨学生」
50歳以上の方が、入学される場合、授業料の半額が減免の対象となります。

経済学部
福祉情報学部
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周南市文化会館

現代経済学科
ビジネス戦略学科（経営コース・スポーツマネジメントコース・知財開発（マンガ・アニメ・メディアデザイン）コース）
人間コミュニケーション学科
（社会福祉専攻・介護福祉専攻・生涯スポーツ専攻・メディア情報専攻・心理学専攻）

周南市学園台
入試課
（直）

2021.01.01
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
企画展

会期

〈月曜休館 ※ただし1/11
（月・祝）
開館、1/12
（火）
休館

催物名

入場料

( )内は前売および20名以上の団体
※18歳以下は無料
※身障者の方は無料＊

常設展

～1/29(金)

林忠彦記念室
「煙を愛した昭和の作家たち」

1/30(土)～

林忠彦記念室
「東海道 前期」

(

主催者

℡.0834-22-8880
連絡先

猪熊弦一郎展の観覧券で
常設展も無料でご覧いただけます。
（1/8～2/23まで）

１７:００
9:30 入館は16:30まで

周南市美術博物館

0834-22-8880

)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
5

＊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

◆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。

周南市郷土美術資料館・尾崎正章記念館
企画展

催物名

〈月曜休館 ※展示替え等のため～1/15
（金）
まで休館〉
〒746-0034 山口県周南市富田永源(永源山公園内）

入場料

岩池和代作品展～花さいさい～

常設展

「尾崎正章たまて箱 ③油絵満載」

ワークルーム

20（水）～
富田幼稚園
24(日)

終了

1・2・3

一般 200円（160円） 展示室
大学生等 100円（80円） 4

まど･みちおコーナー/徳山の歴史

16（土）～
3/7(日)

開場

会場

一般 1,100円（1,000円）
大学生 800円（700円） 展示室

8(金)～
猪熊弦一郎展
2/23(火・祝) いのくまさん

会期

◆年末年始
（12/28～1/4）
〉

〒745-0006 山口県周南市花畠町10-16

会場

開場

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)
(

)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)

無 料

ワークルーム

作品展

9:30

周南市郷土美術資料館・
0834-62-3119
尾崎正章記念館

１７:００

入館は16:30まで

＊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・12月21日現在）℡.0834-22-8787

周南市文化会館

migaki

2/28（日） 交響曲 獺祭～磨～

1回目 13:00 山口公演 五感で味わうコンサート
2回目 17:00 ●全席指定 S席 8,500円
A席 5,500円
※未就学児童入場不可

4/11（日） 三山ひろし～笑顔を届けます～
13:30

14:00
展示ホール

4/17（土） 吉本新喜劇＆バラエティーショー

1回目 12:30 ◎会員発売1/16(土) ◎一般発売１/23（土）
2回目 16:00 ●全席指定 S席 5,600円
A席 4,800円
（当日500円高）
※３歳以下入場不可

4/18（日） フジコ・ヘミング・
14:00
ピアノリサイタル

◎会員発売1/23(土) ◎一般発売1/30（土）
●S席 10,000円 A席 8,000円
※未就学児童入場不可

スターピアくだまつ

～第４回ふるさとコンサート～
●全席自由 一般 2,500円
高校生以下 1,000円
※３歳未満入場不可

14:30

シューマン亡き後のブラームス
●全席自由 一般 2,500円
高校生以下 1,000円
※３歳未満入場不可

〈ほうふニューイヤーコンサート2021〉
「ファイナルコンサート」

14:00

●全席指定 一般 3,000円
高校生以下 1,000円
※未就学児童入場不可

～ヴァイオリン弾きと仲間達からの贈り物～
●全席指定 5,000円

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

2/13（土） ぐっさんのハッピーオンステージ
全国50か所ツアー
●全席指定 3,900円
※4歳以下膝上無料

15:30

2/21（日） 夏井いつき 句会ライブ

●全席指定
●全席指定 2,000円（当日500円高）
14:00
S席 3,500円（学生 1,800円）
※3歳未満膝上無料
A席 2,500円（学生 1,000円）
※
（）
は25歳以下の学生
3/21（日） AUNJクラシックオーケストラ
※未就学児童入場不可
●全席指定 一般 3,500円
15:00
高校生以下 1,000円
（当日500円高）
※２歳未満膝上無料

防府市地域交流センター（アスピラート）
1/10（日） 第20回防府音楽祭
14:00

〈ほうふニューイヤーコンサート2021〉
「わくわく夢の響演コンサート」
●全席指定 一般 2,500円
高校生以下 1,000円
※３歳未満入場不可

1/30（土） 室内楽のひととき 2/6（土） 音楽セミナー
14:00
和楽器を語る
～in スターピアシリーズV～
15:00
展示ホール

1/11（月・祝）第20回防府音楽祭

3/14（日） Viva!! Classic♪

コンサート2020(振替公演)

●S席 6,600円（指定）
A席 4,400円（当日指定）
GLチケット2,200円(当日指定)

防府市公会堂

3/13（土） 森永康夫ピアノリサイタル

～篠笛と箏の調和

●全席指定 1,000円
（当日300円高）定員：200名
※2歳未満膝上無料

LIVE HOUSE Gumbo

1/29（金） 池田聡 弾き語りワンマン
19:00
ぶらりツアー徳山

●全席自由 4,500円（要drinkオーダー）

周南市美術博物館
1/8（金）～ 猪熊弦一郎展 いのくまさん
2/23（火・祝） ●一般1,000円 大学生700円
文化会館での取り扱いは1／７（木)まで

※

は財団会員割引があります。
周南市文化会館

3

2021.01.01
周南市民劇場

migaki

第３２５回例会

交響曲 獺祭 ～磨～ 山口公演

ミュージカルカンパニーイッツフォーリーズミュージカル

青空の休暇

五感で味わう
コンサート

◆原作：辻 仁成（幻冬舎刊） ◆脚本：中島淳彦
◆演出：鵜山 仁 ◆出演：畠中 洋・井上一馬・清水明彦・宮田佳奈 ほか

指揮：飯森範親
演奏：日本センチュリー
交響楽団

「理屈ではない、生きた証とし
て、
飛ぶんだ！」
今平和という希望とともにあの
飛行機が再び真珠湾に飛ぶ－

2/8（月）１8：3０
2/9（火）１3：0０

周南市文化会館

真珠湾攻撃から50年後の
1991年夏。かつて爆撃のため
大空に飛び立った若者たちも
今や75歳。再び訪れた常夏の
ハワイで、彼らは失った青春を
取り戻すことができるのか？

プログラム

和田薫：祝響
ベートーヴェン：交響曲 第６番「田園」
migaki

和田薫：交響曲 獺祭～磨～

会員制（周南市民劇場への入会が必要です。お気軽にお電話ください。）

◎お問合せ 周南市民劇場 TEL 0834－21－7097・FAX 0834－21－7093

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席は獺祭小瓶と
「交響曲 獺祭～磨～」のＣＤが付いています
（獺祭小瓶は20歳以上の方に限らせていただきます）
migaki

◎お問合せ 周南市文化会館 ０８３４－２２－８７８７

第１１回周南市ゆかりの人 文化講演会

【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〉

第

吉元 央
(東映株式会社取締役事業推進部長)

回

12

仮面ライダー・相棒・ONE PIECE…

「東映エンターテインメントの世界」
周南市ゆかりの人を招いて、周南文化協会が毎年開催している
文化講演会。今回は周南市出身、
東映の事業を統括している吉元
央(よしもとたかし)さんをお招きします。誕生５０周年の「仮面ライ
ダー」をはじめ、放送開始２０年を超えたドラマ「相棒」やアニメ
「ONE PIECE」
など、
さまざまな映像ヒット作を世に送り出している
東映株式会社で「この人あり」の存在感を示しています。今回はそ
の業界の秘話や第一線ならではの興味深いお話にご注目ください。
昭和３９年２月生まれ。徳山小、岐陽中、徳山高校から青山学院
大学を経て東映に入社。
４年前に取締役事業推進部長に就任。高
校、
大学時代は野球部で活躍。父の清登さんは立教大学野球部マ
ネージャーとして後輩の長嶋茂雄選手と出会い、
５年前他界される
まで生涯の友としてお付き合いされました。

1回目１３：0０

2/28（日）2回目１7：0０ 周南市文化会館

入場無料

2/13（土）１4：0０ 周南市文化会館 大ホール

◎お問合せ 周南文化協会 ０８３４－２２－８１９０

周南市歴史博士検定
「受け継がれる先人たちの想い」

2/14

●日
時：
（日）
１0：0０～11：15
●試検会場：周南市 学び・交流プラザ

●試検概要

受検課程（受検資格）

出題レベル

主な出題範囲

修士（どなたでも） 基本的な知識レベル 「周南市文化財マップ第４版」

博士（修士合格者） より広い基礎、専門的レベル の中から約９割を出題
子ども歴史博士

（小学３年生から６年生）

基本的なレベル

「わたしたちの市 周南」の歴史
的分野を中心に約９割を出題

●受 検 料：修士・博士／１，
０００円・子ども歴史博士／５００円
※ペア受検割引、連覇チャレンジ割引あり
●申込期間：１／２９
（金）
まで
（当日消印有効）
◎お問合せ：周南市 学び・交流プラザ内
周南市歴史博士検定実行委員会 事務局
０８３４－６３－１１８８

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。

4

周南市文化会館

かるちゃあ通信

No.309

郷土美術資料館・尾崎正章記念館

周南市美術博物館

23

※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
※本展をご鑑賞の際は、常設展も無料でご覧いただけます

20

90

財団会員には、本号発送の際に展覧会の招待券を
お送りします。
（家族会員は一家族につき２枚）

９：30～17：00

会 員
ご招待

（入館は16：30まで）

1月8日 金 ～2月23日 火 祝

】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/

館
物
博

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

公益財団法人 周南市文化振興財団
発行

術
美
【

「驚く可き風景（A）」1969年 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館蔵 ©公益財団法人ミモカ美術振興財団

40

35

かたちは
かぎりない

かたちは
つながる

かたちは
まがる
かたちは
のびる

画 家・猪 熊 弦 一 郎 は 、まわ りの人 た ちから 親しみをこめて
「いのくまさん」
と呼ばれていました。
今 回の展 覧 会 は 、絵 本『いのくまさん』（２００６年 小 学 館
発行）
と同じように、
いのくまさんの作品の魅力を、詩人・谷川
俊 太 郎のシンプルでリズミカルなこと ばとと もに味わっていた
だくものです。
谷 川 さ んのこ と ばがいのく まさ んの 作 品 と 心 地よく 響 き
あい、作 品からは 一 気に躍 動 感があふれだします。見ていると
どんどんイメージがふくらんでくるので不 思 議です。

1902年（明治 ）香川県で生まれたいのくまさんは、東京
で絵を勉強し、
パリに渡り、戦後はニューヨークに 年、その後は
日本とハワイを行き来して暮らしました。
黒田清輝、
岡田三郎助、
藤島武二、
藤田嗣治、
パリではマティス、
ピカソ、
ニューヨークでは、ダリ、
ロスコ、ウォーホールなど、多くの
世界的なアーティストと交流がありました。 年にわたるその
生涯で、柔軟に画風を変化させ、また壁画やホールの緞帳といっ
たパブリックアートやポスターなどのデザイン、本の装丁なども
数多く手がけ、多彩な作品を残しています。
いのくまさんの名 前をご存 知でない方も、三 越の包 装 紙や、
ＪＲ上野駅の中央コンコースの壁画、1948年（昭和 ）
から
年という長きにわたり 描きつづけた『 小 説 新 潮 』
の表 紙 画 な
ど、目にされたことはあるはずです。
いのくまさんが、絵描きになったきっかけのひとつには、「武平
さん」
とよぶ、
いとこの中村武平の影響がありました。東京美術
学 校の学 生 だった 彼 は 、小 学 生のいのくまさんに絵の道 具 を
送ってくれたそうです。特に武平さんからもらったスケッチブッ
クを開くときは、
いのくまさんにとって
「おごそかで夢にあふれ
た」、歓喜に満ちた時間だったそうです。
小学４年生の頃には、
家の隣の芝居小屋の絵看板を模写した
り、
５年生になってからは、手作りしたイーゼルをもってスケッチ
に出かけたりと、
とにかく絵を描くことの好きな少年でした。
絵 を 描くこと を 楽しむだけでなく、日々の生 活 自 体 も 楽し
んでいた、
いのくまさん。遊び 心 あふれる「いのくまさんワール
ド」を、谷川俊太郎のことばをみちしるべに旅してみませんか。
（周南市美術博物館 学芸員 松本久美子）

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、
当館ホームページでご確認ください。

周南市美術博物館

1

A rt,P hoto,Hi story ,etc .

●月曜休館 ※ただし1月11日（月・祝）開館、翌12日（火）休館
●観覧料 一 般：1,100 円（1,000 円）
大学生：800 円（700 円）
18 歳以下無料

（）
内は前売および 20 名以上の団体料金

1
アート情報

2021（R3）Jan
Culture Information HANABATAKE

しゅうなん・文化財団

謹んで初春のお慶びを申し上げます。おかげ様で本年は、財団設立40周年を迎えます。
コロナ禍ではありますが、安心してご来館いただけるよう
努めてまいります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
周南市文化振興財団 事務局長 有田 順一

2021.01.01

“いのくまさん”
とのゆかり
当館が収蔵する周南出身の３人の作家、
画家 宮崎進、写真家 林忠彦、詩人 まど・みちお。
実はそれぞれが、
“いのくまさん”
とゆかりがあるのです。
ポスターやチラシにも使った右の写真。撮影は林忠彦
です。
雑誌『日本カメラ』
で
「日本の画家」
という連載をもって

「猪熊弦一郎」 （林忠彦撮影『日本の画家』
より） 周南市美術博物館蔵

いた林は、
「ニューヨーク、ハワイ、
日本を点々としながら
また、林が作家の肖像写真を連載した
『小説新潮』の

仕事をするいのくまさんの生活は優雅だ。
その生活スタ

表紙絵を描いていたのが、
いのくまさんでした。

イルのせいか70過ぎとは思えない若々しさで、数十年ぶ
りにお会いしたが、全く

宮崎進は、
日本美術学校で学びましたが、
そこでいの

以前と変わらない」
と撮

くまさんに教わっています。
また、いのくまさんは、1948

影時の感想を書いてい

年（昭和23）から40年間『小説新潮』の表紙絵を描きま

ます。撮影場所は新しく

したが、宮崎も同じ新潮社の雑誌『新潮』の表紙絵を

建てられた田園調布の

1980年（昭和55）から2年間担当しています。同時期に

アトリエでした。背景に
写っている作品「風景Ｂ」
（香川県立ミュージアム
蔵）
も今回展示します。

同じ出版社の文芸誌の表紙絵をそれぞれ描いていた
のです。
まど・みちおは、戦後、児童雑誌の編集者をしていま
したが、
その当時、
いのくまさんに、北原白秋の詩の挿絵
を依頼しています。今回は、
『チャイルドブック』に掲載さ

「風景B」 1975年
香川県立ミュージアム蔵

れたいのくまさんの作品も紹介します。

ニュー
カフェテラスまど メ限定
～チョコっと一息～

ショコラ・ラテ

６００円（税込）

2018年に冬期限定メニューとして
登場したショコラ・ラテ。好評につき
復活しました。今年のラテには一口
サイズのチョコクッキーを添えて、
か
わいらしい一杯になりました。冬だ
けの味わいを企画展とともにゆった
りとお楽しみください。

び はく

恵方巻

ご予約承り中

1

美博クイズ～！〈84〉 もんだい

27
18:00

どう ぶつ

水

まで

か

いのくまさんはある動物をたくさん描い
ているよ。
つぎ

それは、次のうちどれでしょう。
A うし

B ねこ

C くま

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

2021.01.01
■常設展観覧料：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

■休館日：月曜日 ※ただし1/11開館、1/12休館 ◆年末年始
（12/28～1/4）
「猪熊弦一郎」
展の観覧券で常設展も無料
（1/8～2/23まで）

林忠彦記念室

展示室

4

「煙を愛した昭和の作家たち」～１/２９(金)まで

松本清張（1909～1992）

『或る
「小倉日記」伝』で芥川賞を受賞。
1958年には
『点と線』
『眼の壁』
を発表。
これ
らの作品がベストセラーになり社会派推理小
説ブームを起こす。
『ゼロの焦点』
『砂の器』
な
どテレビドラマ化された作品も多い。

今回は展示中の作品の中で、
担当学芸員お気に入りの作品をご紹介します。

背景のネオンと
ライター の 炎
が、
夜の暗闇に
映えて白 黒 写
真ならで はの
良さがある気
がします。

構図の半分が影になっている面白い作品で
す。
特徴のある唇の形も印象的です。

三好 徹（1931～）

新聞記者をしながら、
1960年、
長編推理小
説
『光と影』
で作家デビュー。
坂本龍馬、
伊藤博
文などの歴史上の人物を題材にした推理小説
や伝記小説を書く『まむしの周六』
。
『ジャーナリ
スト列伝』
など新聞記者に関する評伝もある。

5

後ろに改札があるとい
うことは、
駅のホームで
しょうか。
このような場
所で煙草を吸えるとい
うのも昭 和の時 代を
思わせます。

安岡章太郎（1920～2013）

戦後、
カリエスを病みながら小説を書き始
め、1953（昭和28）年『陰気な愉しみ』
『悪い
仲間』
で芥川賞受賞。弱者の視点から身近
な日常に潜む虚妄を描いた。
※作品はすべて林忠彦
「日本の作家」
シリーズより

徳山の歴史 特設コーナー

まど･みちおコーナー

展示室

「お正月」1/5（火）～2/28（日）

今回の内容の展示は
3/31（水）
までです。
小学生の頃のまどさんは、唱歌と図画
が得意だったそうです。
詩人であるまどさんが、集中して抽象
画を描いた時期がありました。
ちょうど
50歳代の初めの頃です。
絵について造詣が深いまどさんは、絵
を描くだけでなく、折々に画集を見たり、
展覧会に出かけたりもしていたようです。
特に抽象画が好きで、
その理由として
は、
自分の視覚を自由にすることができ
るからだと言っています。

今ではほとんど見かけなくなりまし
たが、昔は、お正月の遊びのひとつ
に「羽根つき」がありました。黒い玉
に鳥の羽をつけた「羽根」
を羽子板
を使って、空に向かって打ち合いま
す。地面に落とすと負けになり、負け
ると顔に墨で、×印などがつけられ
ます。
この絵には、羽根つきで遊ぶ様子
が描かれています。後ろには門松も
描かれ、お正月の風情が伝わってく
る作品です。
大庭学僊
「羽根つき図」徳山毛利家蔵

「ビロードの世界」
1961年8月7日

放送日時

❶17:25 ❷20:10
毎月１日・16日更新

❸23:25

ここ
でし
ギャ
か聞
ラリ
けな
ート
い
ーク
も！

チャンネル開設しました！ 周南市美術博物館 で 検索
び

）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

シティケーブル周南で放送中の番組「びびびの美」。
当館学芸員による収蔵品の解説や、企画展の紹介、
作家の方へのインタビューなど、
ここでしか聞けない！？
美術の話を５分間の番組につめ込んでいます。
2020年は、宮崎進展や林忠彦記念室、
まど・みちお
の絵画作品、
コレクション展、
郷土美術資料館での
「尾崎
正章と山口一水会の仲間たち」
など、
様々な美術について
ご紹介してきました。
放送した内容は、
当館のYouTube
チャンネルでも配信しているので、ぜひチェックしてみて
ください。

はく

美博クイズ～！
〈84〉 こたえ
B ねこ だよ。
だい す

いのくまさんは、ねこが大好
いち

ど

きで 一 度に1 2 ひきの ねこを

お 見 積り無 料 。 ま ず は お 電 話 を！

か

飼っていたこともあるんだ。
え

なか

か

この絵の中にもたくさん描か
れているね。

ひ っ こ

「猫によせる歌」 1952年

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館蔵©公益財団法人ミモカ美術振興財団
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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
猪熊弦一郎展

いのくまさん

1／8
（金）
～2／23(火・祝)

周南市郷土美術資料館

☎0834-62-3119

岩池和代作品展～花さいさい～

１／１６(土)～３／７(日)

防府

毛利博物館

☎0835-22-0001

正月飾り

１／１(金)～１／２４(日)
山口

山口県立美術館 ☎083-925-7788
雲谷派の花鳥図

１／９(土)～２／２１(日)

顔・カオ・貌

１／９(土)～３／２８(日)

香月泰男のシベリア・シリーズ

１／９(土)～３／２８(日)

第７３回 山口県学校美術展覧会

１／２１(木)～２４(日)
萩

山口県立萩美術館・浦上記念館

☎0838-24-2400

三輪龍氣生展 ― 龍人伝説 ―

～３／７(日)

萩博物館

☎0838-25-6447

世界遺産・萩城下町のひみつ

～3／30(火)
下関

下関市立美術館 ☎083-245-4131

～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

■休館日：月曜日 ※展示替え等のため1月15日
（金）
まで休館

企画展

周南市郷土美術資料館・尾崎正章記念館

開館25周年記念

岩池和代作品展～花さいさい～
1月16日（土）▶
3月7日（日）
岩池和代氏は尾崎正章氏に師事し、
現
在一水会委員として活躍しています。
氏は「花」や「人」
をモチーフとして描き
続けています。
自ら育てた花々を見つめ、
一方で人間の持つ温かさや強さを表現
してきました。人と花とが一つの画面の
中で響き合い、独特の世界をつくりあげ
ています。
本展では物を見つめる温かい目と確かな
技術で描かれた作品約30点を展示します。

岩池和代
1982年（昭和57）尾崎正章に師事。1984年（昭
和 5 9 ）第 4 6 回 一 水 会 展 初 入 選（ 以 降 連 続 入
選）。1991年（平成３）下松市芸術文化振興奨励
賞受賞。1992年（平成4）第54回一水会展佳作
賞受賞（以降５回）。同年日展入選（以降4回）。
2012年（平成24）下松市芸術文化功労賞受賞。
2013年（平成25）第10回記念一水会精鋭展出
品（以降精鋭展出品４回）。2016年（平成28）第
78回一水会展会員努力賞受賞一水会委員推挙。
その他 個展、
グループ展など多数
現在 一水会委員 短歌21世紀同人

「燦燦 ( ミモザの下に )」2017 年

油彩、
キャンバス

岩池先生来館予定

1月16日(土)終日・24日(日)13時～
2月12日(金)13時～・23日(火･祝）
13時～
3月7日(日)終日

常設展【同時開催】
③油絵満載

潮流・下関

～1／24(日)

自然の秘密をさぐる－高島北海没後９０年記念－

１／３０(土)～３／１４(日)

※新型コロナウイルスの影響により、変更等がござ
いますので、各館ホームページでご確認ください。

本年度、最後にご紹介するのは、尾崎
正章の
「油絵」
です。
白を基調とした作品は
尾崎の真骨頂ですが、
全面に赤や緑を
塗った大胆な作品や、
背景に描いた鮮や
かな花柄模様など、
彼の油絵はその時々
で大きく変化しました。
どんな作品が並んでいるか、
「たまて
箱 」を開 けるようにワクワクしながら、
尾崎作品を楽しんでください。

新型コロナウイルスの感染状況により変更等も考えられます。
最新の情報は、当館ホームページでご確認ください。

駅 が 好 き だ 。違 う
土 地への 出 発 口 。周
南 市 だったら専 ら鉄
道、徳山駅である。出
張 では 緊 張 感 、旅 行
やコンサート な ら 少
しの 高 揚 感 を 持って
コンコースに立つ。
東 京 、品 川 、新 宿 、渋 谷 、新 大
阪、大阪、博多。
それぞれ駅の匂い
が違う。迷ったり出口を間違えた
りいろいろあったが嫌いな駅はな
い。
そして上野。
この駅は他の駅と 少し雰 囲 気
が違 う。ずっと 感じていたそれは
おそらく「 東 」。西 日 本で生 まれ
育った私にとって、東 京より東は
何 度か訪 れたことはあるものの
未だに馴 染みの薄い、
しかし憧れ
の土地だ。
そしてその象徴が上野
駅なのである。
上 野 駅 中 央 改 札の 上に 猪 熊
弦一郎の 壁 画「 自 由 」が ある 。屋
根の 形に 添って 左 右 およ そ ｍ
の巨 大な絵 。空 色をバックに人や
動 物 た ち が 楽 し げに 集 う。そ れ
は猪 熊が思 う東の世 界の景 色 だ
ろうか。人々はこの絵に見 送られ
東へ出発していく。
今 月 から 始 まる「 猪 熊 弦一郎
展」
ではさすがにこれを見ること
はできない。
しかし他の作 品に出
会 うこ と は で
きる 。遠 くへの
旅 行 がまま な
らないこの冬 、
猪 熊の 作 品 を
見 な がら 芸 術
の旅、未知との
出 会いを 楽 し
みたい。（森重）
ミニコラム

猪熊弦一郎「自由」2019年11月撮影
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