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

周南市文化会館

令和３年度開催決定プログラム

TEL 0834-22-8787
http://s-bunka.jp/bunka/

この他にも多彩な事業を計画中です。
お楽しみに！
スタジオジブリ作品で数々の音楽を手がけた久石譲が周南にやってきます！！

久石譲 指揮 日本センチュリー交響楽団
周南市文化振興財団設立40周年記念
山口放送開局65周年記念

久石譲

12/19（日）
演奏予定曲

日本センチュリー交響楽団

久石譲：maládí for Piano and Strings
久石譲：Symphonic Suite Castle in the Sky
『天空の城ラピュタ』
(
より) ほか

フジコ・ヘミング
ピアノリサイタル
1回目１2：3０
（土） 2回目１6：0０

4/17

古澤巖

～「品川カルテットgala２」
（TAIRIK プロデュース）

5/29（土）

１5：0０

発売中

STARDUST☆REVUE

3/28

１7：0０

40周年ライブツアー
急遽発売決定

（日）

◎一般発売3／13(土）

発売中

HY
7/3（土）

１8：0０

4/18（日）１4：0０
HANAEMI
TOUR 2021

発売中

ムノツィル・ブラス

11/28（日）

ⒸCarsten Bunnemann

※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。

◆梅沢富美男 ◆湘南乃風 ◆Little Glee Monster
以上の3公演については払戻しを行います。詳細は６Ｐをご覧ください⇒

周南市文化会館
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2021.03.01

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3日、17日〉

大 ホ ー ル

催

7（日） 生長の家

13（土）

物

名

〒745-0874 山口県周南市徳山5854-41
入場料

開場

開演

終演

講習会(中止)

℡.0834-22-8787

主催者

周南フィルハーモニー管弦楽団
第１３回定期演奏会

FANTASTICS PROLOGUE LIVE TOUR2021
19（金） "FANTASTIC VOYAGE"
～WAY TO THE GLORY～

連絡先

０８３6-65-1429
(山口県教化部）

生長の家

15（月） 周南市民劇場 〈２０２０年６月延期公演〉
16（火） 劇団朋友
「吾輩はウツである」

指定席：2,000円
周南フィルハーモニー 080-3875-5045
自由席：1,000円 13:00 14:00 15：45
管弦楽団
(中村）
高校生以下無料
会員制

18:00 18:30 21:15
周南市民劇場
12:30 13:00 15:45

全席指定
18:00 19:00 21：00 夢番地広島
9,350円

０８３４-21-7097

０８2-249-3571

21（日）

山口県立徳山高等学校吹奏楽部 ５００円 13:00 13:30 15：45 山口県立徳山高等学校吹奏楽部 ０８３４-21-0099
徳山高等学校吹奏楽部OB世話人会
(井町）
高校生以下無料
第１２回定期演奏会

24（水）

浦島坂田船
全席指定
17:00 18:00 20：00 夢番地広島
Spring Tour 2021花(HANA)～桜花再凜～ 5,500円

28（日）

スターダスト☆レビュー４０周年ライブツアー「年中模索」 全席指定 16:00 17:00 19：00 キャンディープロモーション ０８2-249-8334
7,500円
～しばらくは、コール＆ノーレスポンスで～
物

名

会場

開場

無料

３階展示室

9:00

18:00
東洋羽毛中四国販売㈱ ０８3-941-3001
16:00

13（土）
第１７回市民文化教室作品展
14（日）

無料

３階展示室

9:30

TEL：０８３４-２２-８１９０
17:00
周南文化協会事務局
16:00
FAX：０８３４-２２-８１９１

27（土） 第２５回
28（日） 花遊明 癒やしのアート展２０２１

無料

３階展示室 10:00

前売券情報

3/13（土） 周南フィルハーモニー管弦楽団

18:00

●指定席 2,000円 自由席 1,000円

3/21（日） 山口県立徳山高等学校
13:30
吹奏楽部
第12回定期演奏会

●全席自由 500円
は財団会員割引があります。

Spring Tour 2021

●全席指定 5,500円
※3歳以上有料
※文化会館での発売はありません

3/28（日） STARDUST☆REVUE
17:00

◎一般発売3/7（日）
●全席指定 9,350円
※6歳以上有料、5歳以下入場不可
※文化会館での発売はありません

周南市文化会館

17:00
花遊明
16:00

3/24（水） 浦島坂田船

第13回定期演奏会

3/19（金） FANTASTICS PROLOGUE
19:00
LIVE TOUR2021

※

主催者

連絡先

０８３４-25-1396
（岡）

（文化会館事務所で発売中・2月25日現在）℡.0834-22-8787

周南市文化会館

14:00

終了

０８2-249-3571

入場料

各室

催

6（土）
東洋羽毛 お得意様ご優待展示販売会
7（日）
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40周年ライブツアー

【急遽発売決定しました】
◎一般発売3/13（土）
●全席指定 7,500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

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)

4/17（土） 吉本新喜劇＆
1回目 12:30 バラエティーショー

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
ピアノリサイタル
14:00

●全席指定 S席 10,000円
A席 8,000円
※未就学児童入場不可

5/29（土） 古澤巖～「品川カルテットgala2」
15:00

（TAIRIK プロデュース）～
●全席指定 S席 5,500円
A席 4,500円
※未就学児童入場不可

2021.03.01
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
会期

〈月曜休館〉

催物名

5（金）～
28(日)

入場料

開場

終了

主催者

常設展

一般 200円（160円）
大学生等 100円（80円）

前期」

(

)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
4

展示室
5

まど･みちおコーナー/徳山の歴史

１７:００

連絡先

0834-22-8880

9:30

その 他 の 展 覧 会

１７:００

展示室
1・2

無料

周南市美術博物館

入館は16:30まで

4(木)～7(日) 第55回 光展 全国公募写真入選作品展

日本光画会

090-8997-9221

書游会

090-3748-6665

入館は16:30まで
（最終日は16:00終了）

27(土)・28(日) 第20回書游会展

＊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
催物名

会期

℡.0834-22-8880

展示室
3

新収蔵品展

林忠彦記念室「東海道

〒745-0006 山口県周南市花畠町10-16

会場

〈月曜休館 ※展示替え等のため3/8
（月）
～26
（金）
は休館〉
〒746-0034 山口県周南市富田永源(永源山公園内）

入場料

会場

開場

終了

主催者

℡.0834-62-3119
連絡先

企画展

～3/7(日) 岩池和代作品展～花さいさい～
展示室
(中･小)

3/27(土)～
郷美のコレクション展
5 /30(日)

一般 200円（160円）
学生等 100円（80円）
(

常設展

～3/7(日) 「尾崎正章たまて箱 ③油絵満載」
3/27(土)～
「花さんぽ」
5 /30(日)

9:30

)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＊

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

展示室
(大)

＊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・2月25日現在）℡.0834-22-8787

スターピアくだまつ

3/13（土） 森永康夫ピアノリサイタル
14:00
展示ホール

～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

3/14（日） Viva!! Classic♪
14:30
大ホール

～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

光市民ホール

5/9（日） 岡本知高 Special Concert
15:00

【振替公演】

●全席指定 一
般 4,000円
障がい者 3,500円

シンフォニア岩国

4/11（日） いわくに元気亭
多目的ホール 春風亭昇太 落語会

◎一般発売3/1（月）
●全席指定
一般 4,000円（学生 2,000円）
※
（）
は25歳以下の学生
※未就学児童入場不可

岩国市民文化会館

3/13（土） 吉田兄弟
16:00
20周年記念

～三味線だけの世界～

●全席指定 前売 5,000円
当日 5,500円
※未就学児童入場不可

防府市公会堂

3/21（日） AUNJクラシック
15:00
オーケストラ

●全席指定 一般 3,500円
高校生以下 1,000円
（当日500円高）
※２歳未満膝上無料

山口市民会館

4/10（土） DRUM TAO
13:30
THE BEST LIVE
17:30
祭響 Saikyo

●全席指定 SS席 7,700円
S席 6,700円

※

は財団会員割引があります。
周南市文化会館
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フジコ・ヘミング
ピアノリサイタル
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
プログラム
ピアニストの軌跡～』が放映され ショパン：ノクターンop.9-2
大反響を巻き起こしてから今年 ラヴェル：亡き王女のための
パヴァーヌ
で２２年経ちます。
リ ス ト：ラ・カンパネラなど
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。昨年はコロナの影響で振替公演を
含めて国内２２公演の開催で終わってしまいました。今年も限ら
れた公演の中、
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

◎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〉

◆原作：長尾剛（PHP研究所刊） ◆脚本：瀬戸口郁 ◆演出：西川信廣
◆出演：芦田昌太郎・小島敏彦・西海真理・まきのかずこ ほか

－明治36年ひと夏の物語－
「作家・夏目漱石誕生のドラマ」
明治36年4月、
小泉八雲が辞任したことで学生たちの不満うず
まく帝大に、夏目金之助（のちの漱石）が講師として赴任する。不
穏な空気の中、学生達の冷たい視線に晒される金之助は、毎日、
不満といらだちを抱えながら教壇に立っていた。
そんなとき、一匹
の小さな黒猫が夏目家に迷い込む。心が病み始めた金之助は、
その黒猫と会話をし始めるが･･･。
妻と猫と金之助。おかしな三角
（月）
１8：3０
関係を軸に、不世出の文豪誕生を
（火）
１3：0０
描くドラマ。

3/15
3/16

周南市文化会館

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 T E L 0834－21－7097
FAX 0834－21－7093

取扱期間：2020年4月1日
（水）
▶2021年3月31日
（水）
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周南市文化会館

特別金利より最大 ー0.2％で

カーライフ
プラン
カーライフ
リピートプラン

年利 年利

年利

基準金利 年4.38％から
1.98％お得になります

プログラム

高木慶太

シューベルト：ロザムンデ
マリーノ新曲集など、珠玉のカルテットをお届けします。

品川カルテットは、
古澤巖とTSUKEMENのTAIRIKがスポーツ
クラブで出会い、
TAIRIKプロデュースで、
福田悠一郎・高木慶太
が集い、
16年カルテットが生まれました。
バイオリニストのTAIRIK
は、古澤のたっての希望によりビオラを演奏しています。
イタリア
の作曲家ロベルト
・ディ
・マリーノに「品川カルテット」のための新曲
を依頼し、2018年の古澤巖アルバム
「スウィンギン・フーガ」に８曲
のカルテット曲を収録。
グループ名「品川カルテット」命名は、by
TAIRIK父(さだまさし)。
往年の
「東京カルテッ
ト」
のちょっと手前、
玉川
でもない「品川カルテット」。ぜひ、
覚えてほしい。

5/29（土）15：0０ 周南市文化会館

◎お問合せ 周南市文化会館 ０８３４－２２－８７８７

吾輩は
ウツである

2.4％

TAIRIK

福田悠一郎

【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：61750〉
（チケットぴあ）
０５７０－02－９９９９
〈Ｐコード：192-389〉

劇団
朋友

固定
金利

古澤巖

（TAIRIK プロデュース）

S席 5,500円 A席 4,500円 ※財団会員5００円引き ※未就学児童入場不可
ソーシャルディスタンス確保のため、一席おきの配席となります。

周南市民劇場 〈2020年6月延期公演〉

特別金利（保証料含む）

古澤巖

～
「品川カルテットgala２」

2.2％
1.9％
となります

振替
公演

三山ひろし

～笑顔を届けます～コンサート

専属バンドによる単独コンサート
！心に響く
温もりの声「ビタミンボイス」三山ひろし。
安定した歌唱力で昭和の流行歌からオリジ
ナル曲までたっぷりとお楽しみください。

4/11（日）１3：3０ 周南市文化会館

全席指定 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）
※未就学児童入場不可

◎お問合せ グッドラックプロモーション
周南市文化会館

０８6－214－3777
０８３４－２２－８７８７

【プレイガイド】
（周南）文化会館（防府）アスピラート（宇部）さいとう企画（ローソンチケット）＜Lコード：61432＞
（チケットぴあ）0570-02-9999＜Pコード：188-679＞（イープラス）http://eplus.jp（CNプレイガイド）
http://www.cnplayguide.com/（楽天チケット）https://ticket.rakuten.co.jp/（セブンチケット）http://7ticket.jp

2021.03.01

本場大阪！ 笑いの旋風が
今年も山口に上陸！！
出

演

川畑泰史

※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。

山田花子

安尾信乃助

西川のりお・上方よしお

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」。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。

HY

月亭八方

尼神インター

コロコロチキチキペッパーズ

1回目１2：3０

4/17（土）2回目１6：0０ 周南市文化会館

発売中

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

◎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：62359〉
（チケットぴあ）
０５７０－02－９９９９
〈Ｐコード：
504-447〉

2021年2月に通算14作目のオリジナルアルバムをリリースしたＨＹ。4月
からは全国38か所を回るライブツアー”
HY HANAEMI TOUR 2021”
が開催されます。
受 け 取った 人 が 笑 顔になるような曲 が いっぱ いのアルバム
「HANAEMI
（花笑み、
花咲み）
」
をひっさげての全国ツアー開催です。

HANAEMI
TOUR 2021

7/3（土）18：0０
全席指定 7,700円

発売日未定

周南市文化会館

後日詳細発表

※3歳以上有料。
ただし座席が必要な場合2歳以下でもチケットが必要。
2歳以下保護者1名につき1名まで膝上鑑賞可。

◎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
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。

令和３年度会員募集中!!

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ご購入には、前日までのご入会が必要です。

特

①令和3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

周南市文化会館

3
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周南フィルハーモニー管弦楽団

山口県立徳山高等学校吹奏楽部

第13回定期演奏会

第1２回 定期演奏会

◆指揮：
栗田 哲海

～プログラム～
・モーツァルト：交響曲第1番
・パーセル：シャコンヌ
・バーバー：弦楽のためのアダージョ
・モーツァルト：交響曲第２９番
・ムソルグスキー：展覧会の絵より キエフの大門、
他

3/13（土）14：0０

周南市文化会館

自由席 1,000円（一部指定席２，
０００円）高校生以下無料

◎お問合せ 周南フィルハーモニー管弦楽団
（中村素子）
０８0－3875－5045

【プレイガイド】
（周南）文化会館・シンフォニー（下松）スターピアくだまつ（光）市民ホール

第
回

17

市民文化教室作品展

短歌、俳句、漢詩、日本画、絵画、実用細字、
書の総合講座、
ステンシル、基礎写真、
草月流いけばな各教室の受講生による作品展
本年は体験コーナーは
ありません

3/13（土）～14（日）

9：3０～17：0０
（１４日は16:00まで）

周南市文化会館 ３階展示室

吹奏楽コンクール、一昨年まで中国大会４年連続出場など
活躍を続けている徳山高校吹奏楽部。
今年は１２回目の定期演奏会ですが、
コロナ対策をしながら
の内容となっています。
会場のみなさんに参加してもらうクイズもありますのでぜひお
越しください。
美女と野獣
2020年度全日本吹奏楽コンクール課題曲より
Oﬃcial髭男dism スペシャルメドレー他

プログラム

3/21（日）13：3０ 周南市文化会館 大ホール

入場料500円(高校生以下無料)
◎お問合せ 山口県立徳山高校 （井町）
０８３４－２１－００９９

第25回

花遊明
癒しのアート展2021

毎年恒例の作品展。
押し花をはじめ、
織美絵、
山の幸染め、
ネイチャープリント、
自由気ままに作り上げ
た個性豊かな作品約300点。
ぜひ会場に足を運んでください。

3/27（土）～28（日）

10：0０～17：0０
（28日は16:00まで）

入場無料

◎お問合せ 周南文化協会事務局 T E L 0834－22－8190
FAX 0834－22－8191

周南市文化会館 ３階展示室

入場無料

◎お問合せ （岡 明代）0834－25－1396

チケット払戻のご案内
梅沢富美男

湘南乃風

Little Glee Monster

４／５（月） 中 止

４／２４（土）再延期（開催日未定）

振替日決定

文化会館で購入された方は4/30（金）

振替日にご都合の合わないお客様は、払い

プレイガイドで購入された方は購入先

は3/31（水）までにチケットをお持ちくださ

までにチケットをお持ちください。他の

で、払い戻しの手続きを行ってください。

で、払い戻しの手続きを行ってください。

周南市文化会館

12 ／５（日）

文 化 会 館で購 入された方は３/３１
（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購入先

6

当初 6/20 公演チケット払い戻し

戻しを行います。文化会館で購入された方

い。他のプレイガイドで購入された方は購入
先で、払い戻しの手続きを行ってください。

郷土美術資料館・尾崎正章記念館

新収蔵品展

長谷川藤七市長から藤本木田への感謝状

はくいん

17

33

23

日（ 日 ）

月曜休館

縦4.5×横4.6×高さ4.0㎝

３ 月５ 日（ 金 ）〜
富士形香合

展 示 室３

田中柏陰 絵付
23

15

この香合は、日本画家の田中柏陰が絵付をして、陶芸家・美食家として有名な北大路
せいこう よう
魯山人の窯（鎌倉星岡窯）
で焼かれたものです。星岡窯が設立されたのが昭和2年、柏陰
が亡くなったのが昭和9年なので、
その間に制作されたものと思われます。
た の むらちょくにゅう
作者の田中柏陰は、
静岡県に生まれ、 歳で京都に行き、
文人画家の田能村直入に師
事、
濃彩の山水画を得意としました。 歳で結婚してからは、
妻の実家の養子となり、
防
府へと移り住みます。
そこで画塾・画禅堂を開いて多くの弟子たちの指導にあたりました。
静岡県出身の柏陰にとって、富士山
は小さい頃から慣れ親しんだ山だった
ことでしょう。裾 野に描かれているの
は松でしょうか。形といい色合いといい
温かみのある香合です。
この作品は、
昭
和 年に開催された「徳山大博覧会」
で展示されたことがわかっています。
徳山大博覧会は、徳山港が昭和 年1月1日に国から開港場に指定されたのを記念
して開催されました。
またもうひとつ、空襲で精神的打撃を受けた市民を元気づけ、以前
の商工都市徳山をよみがえらせる契機にというねらいもありました。
１月 日の市議会に博覧会開催の議案が提出され、議員から
「現在の経済諸情勢から
見てもその時機ではない」「市民が多額の税金を納めることや明日の食糧確保に非常に
苦労しているときに開催するのはいかがか」「博覧会の開催により闇市的な現象が生じ、
市 民 生 活を 益々苦しめることとなる」「 短 期 間の間に準 備ができるのか」などの意 見が
出て、
５日間にわたり審議が行われました。
当 時の市 長 、長 谷 川 藤 七は「 市 長の責 任において決して缼 損は生じさせないと 確 信
する。
もし万一缼損を生じた場合は私財をなげうっても補填する」
との信念を語り、
また
当 時の徳 山 商 工 会 議 所 会 頭 、福 田 義 人からの請 願 書も提 出され、
ついには満 場 一 致で
博覧会開催が決定しました。
それから約３ヶ月後の４月 日、「みなと徳山開港記念 徳山大博覧会」
が開幕、
６月
７日までの約２ヶ月間行われました。仏教会館を利用した美術館で開催された展覧会で
は、狩野芳崖の
「悲母観音」
やその下絵をはじめ貴重な美術品が数多く展示されました。
ぼくでん
これらの美術品の収集には、柏陰の弟子、日本画家の藤本木田が尽力しています。
展 覧 会 終 了 後に発 行された「 紀 念 美 術 集 」
の序 文に、博 覧 会 会 長をつとめた、長 谷 川
市長は次のように記しています。
「 戦 後のこの不 安と 動 揺の中におかれた国 民の生 活には全くうるおいがなくなった。
こういった 人 間 生 活に慰 安と 救 済とうるおいと を 与え、そして文 化 を 向 上させるもの
は、実に創造豊かな美術品、芸術品の鑑賞をおいては他にない」
芸 術の力を 信じ、優れた美 術 品を 鑑 賞する場を 提 供することで、人びとの心が安ら
ぎ、明日への活力となれば…。
これこそ美術館本来の役割です。
（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
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】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
術
美

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

アート情報

28
徳山大博覧会については、
展示室５ 徳山の歴史
特設コーナーで紹介しています。
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かるちゃあ通信
周南市美術博物館

【
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当館蔵の田中柏陰「蘭亭図」

2021.03.01

周南 市美 術 博 物館

英国王室が愛した花々 自身への眼差し―自画像展

シャーロット王妃とボタニカルアート
7月16日金
8月29日日

1月7日金

2月20日日

▼

2022年

▼

キューガーデン

令 和３年度 展覧会紹介

ピーター・ヘンダーソン
ロードデンドロン・ポンティクム
（ツツジ科）
1802年 銅版画、紙 52.5×41.5
ロバート・ジョン・ソーントン編『フローラの神殿』
より
個人蔵 Photo Michael Whiteway

イギリスには世界遺産
にもなっている王立の植物
園、
キューガーデンがあり
ます。
キューガーデンは20
万点を越えるボタニカル
アートのコレクションを収蔵
しています。
ボタニカルアートとは、
植物を科学的な視点から
描いたもので、
長い歴史の
中で芸術性を見出され、
親しまれるようになりまし
た。
本展では、
18世紀から
19世紀初めの作品のほか、
王 妃に見 出された王 室
御用達ウェッジウッド社の
陶磁器“クィーンズウェア”
もあわせて展示します。
世界に先駆け近代化
の道を歩んだ英国を芸術
的な側面から紹介します。

高橋由一「丁髷姿の自画像」1866～67年

笠 間日動 美 術 館 が
所蔵する、
明治から現代
までの画家たちの自画像
約110点を一堂に展示
します。
日本を代表する画家、
高橋由一、佐伯祐三、
岸田劉生、
藤島武二らに
加え、
ピカソ、
キスリング、
シャガールら海外の画家
の自画像も紹介します。
また周南市出身の宮崎
進、前田麦二、下松市
出身の永地秀太の作品
もあわせて展示します。
それぞれの自画像が
「自分とは何か」
を問い
かけ、芸術家の思いを
発見できる魅力的な展覧
会です。
すべて笠間日動美術館蔵

佐伯祐三「自画像」1917年

◆ 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 。

展覧会の予備知識 ①

“キューガーデン”とは！？

「キューガーデン 英国王室が愛した花々
シャーロット王妃とボタニカルアート」。
展覧会について知っていただけるよう、
少しずつご紹介します。

まず、展覧会のタイトルにもなっている“キューガーデン”。
この“キュー”とは何でしょう？
実はイギリスの地名なのです！ロンドン南西部のキューという地区にある、
キューガーデン。
約120万haの広大な敷地内には、4万種以上の植物が育ち700万点以上の標本植物が
ある名実ともに世界最大級の植物園です。
250年にも及ぶ歴史ある植物園は世界各国のガーデン・スタイルを見ることができる
素敵なスポットです。1759年にジョージ3世の母で后プリンセス・オーガスタが宮廷の庭園
として、庭師のウィリアム・アイトンに命じて整備しました。
その後、
キャプテン・クックに伴って
世界各地を旅し、様々な植物を収集した植物学者のジョゼフ・バンクスのコレクションが
加わり充実した庭園となりました。
1841年には植物園として開放されています。
また、品種改良を行い、育成条件が整って
いる植民地に移植するなどの実績も残しました。現在は植物園としての役割の他に、植物
研究機関としても活動し種子を収集し貯蔵するシード・バンクとしても有名です。

ゲオルク・ディオニシウス・エーレット
チューリップ属の栽培品種「Bisard Adelaar」
（ユリ科）
1740年 水彩、紙 49.0×33.0
キュー王立植物園
＠The Board of Trustees of the Royal Botanic
Gardens, Kew

び はく

とけコロ &
あふれメンチ
テレビで紹介されました！
●とけコロ
160円 大好評
●あふれメンチ
180円 発売中！
※温度や温め後の経過時間によりスープが溶け出さない場合もございます。

美博クイズ～！〈86〉 もんだい
みぎ

が

ぞう

がつ

か

右 の 画 像 は 3 月5 日 から
はじ

しんしゅうぞう ひん てん

てん

じ

始まる新収蔵品展に展示
さく ひん

されている作品だよ。
ふ

じ さん

かたち

富士山の形をしているね。
なん

これはいったい何だろう？
※画像はイメージです。

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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2021.03.01
周南市美術博物館

■常設展観覧料：一般２００円（160 円） 大学生等１００円（80 円）
（

常設展示

■休館日：月曜日

コレクション展示室

展示室

3

「 新 収 蔵 品 展」

展示室

4

３/5
（金）
～３/28
（日）

大庭学僊「鶴図」1896年 絹本着色

令 和 元 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
宮崎進や大庭学僊などの
作品、
写真部門では第28回
林忠彦賞受賞作品
「OtariPristine Peaks山霊の庭」
〈野村恵子〉
を紹介します。
また 歴 史 部 門では 毛 利
元蕃
（もとみつ）
の書を展示
しています。

林忠彦記念室

「東海道」前期
～５/２８(金)まで

大井川

股旅の忠さんと旅へ出ませんか？

旅好きだった林忠彦。
東京オリンピックより数年前の高度経済成長期、
海外旅行にも気軽に出かけられるようになった頃、
撮影の仕事で各地を
飛び回るだけでなく、仲の良いアマチュア写真家たちと年２回以上
「林ツアー」
と称し海外へ出かけていたほどです。
まわりから
「股旅の
忠さん」
と呼ばれていました。
「気の合った、同じ趣味、同じ仕事の仲間と雑用を忘れての旅は、
最高である」
「僕は旅が好きだ。何よりも好きだ」
と林は言っています。
東海道の撮影にあたっても、当時病身だったはずの林ですが、江戸
の面影ものこせる、旅行もできる、今僕がやるべきテーマだと前向きに
思ったそうです。
気軽に旅行を楽しむことが難しい今、
林忠彦の写真を通して、
東海道
の旅をお楽しみください。

徳山の歴史 特設コーナー

まど･みちおコーナー

展示室
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）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

現在の展示内容は
３/３１
（水）
まで
まどさんは、
戦後、
先輩詩人の与田
凖一の紹介で幼児雑誌の編集者と
なりました。
まどコーナーでは、
『チャ
イルドブック』
に掲載されたまどさん
の作品をご覧いただけます。
みなさんもよくご存知の童謡「ぞう
さん」
をつくった当時、
まどさんは編集者でした。
阪田寛夫が書いた評伝
『まどさん』
(新潮社)には、
その頃のまどさんの日記が引用されています。
「５月25日 徹夜やら、
残業やら、
日曜祭日なしに、
音楽、
かきかたの教科書の仕事に追はれ、
へとへと。
」
そんな時、作曲家の酒田冨治に作詞を依頼され、久しぶりに早く帰宅し机
に向かって即興で書いた６篇のうちのひとつが「ぞうさん」
でした。
その後、酒田冨治が作曲したこの歌を楽譜集で見た先輩の童謡詩人佐藤
義美は、
まどさんの知らない間に詩の１カ所を変えてNHKに持ち込みました。
こうして團伊玖磨作曲の今の
「ぞうさん」
が生まれたのです。

周南市美術博物館 その他の3月の展覧会

「徳山大博覧会」

３/２
（火）
～４/２５
（日）

昭和23年４月10日から６月７日まで開催された
「みなと
徳山開港記念 徳山大博覧会」
。
旧海軍燃料廠跡地(現在
の出光興産徳山事業所)、徳山駅前、徳山曹達（現在の
トクヤマ）前広場、徳山公園（現在の徳山動物園）
の４つ
の会場にわかれて行われました。
どのような博覧会だったのかを当時の資料と写真で
紹介します。

9:30～17:00（入館は16:30まで）

■第55回 光展 全国公募写真入選作品展 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
（木）
～7
（日）
（最終日は16:00終了）
【展示室1・２】
（土）
・28
（日）
（最終日は16:00終了）
【展示室1・２】
■第20回 書游会展 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
び

入場無料

はく

美博クイズ～！
〈86〉 こたえ
こう ご う

香合だよ。
こう

い

ちゃ どう

ぐ

よう

き

おも

お香を入れる容器で、主
に茶道具として使われる
よ。新収蔵品展では地元
にゆかりのあるさまざま
富士形香合
（ふじがた こうごう）
な作品が展示されている ふたをあけると、
よ。
ぜひ観に来てね。
中にも絵が描かれているよ。
つか

しん しゅう ぞう ひん てん

さく ひん

てん

み
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お 見 積り無 料 。 ま ず は お 電 話 を！

ひ っ こ

し

は

に っ

www.nittsu.co.jp/hikkoshi/

つ う
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周南

ART and HISTORY インフォメーション

～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

周南市美術博物館

■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）

☎0834-22-8880

～28(日)
新収蔵品展 3／5（金）

（

第55回 光展 全国公募写真入選作品展

■休館日：月曜日 3/8～3/26は、展示替え等のため休館

3／4
（木）
～7(日)

・28(日)
第20回 書游会展 3／27（土）

企画展

☎0834-62-3119

岩池和代作品展～花さいさい～

～３／７(日)
同時開催

岩 池 和 代 氏は尾 崎 正 章に師 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。
本展ではものを
見つめる温かい目と確かな技術で描かれた
作品33点を展示しています。

尾崎正章たまて箱 ③油絵満載
郷美のコレクション展

３／2７(土)～5／30
（日）
同時開催

尾崎正章常設展「花さんぽ」
防府

お雛さま

周南市郷土美術資料館・尾崎正章記念館

☎0835-22-0001

～４／１１(日)

山口

常設展【同時開催】

山口県立美術館

③油絵満載

☎083-925-7788

雲谷派の山水図 ～３／２８(日)
萩

山口県立萩美術館・浦上記念館

☎0838-24-2400

本年度、
最後に紹介するのは、
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。

3月27日（土） 5月30日（日）

～３／７(日)

萩博物館

岩池先生来館予定 ◆ 3月7日(日)終日

展示風景

～３／７(日)

東洋陶磁

展示風景

▼

浮世絵

開館25周年記念

岩池和代作品展～花さいさい～
3月7日（日）まで開催中

周南市郷土美術資料館

毛利博物館

）
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

郷美のコレクション展

☎0838-25-6447

同時
開催

「花さんぽ」

寺井力三郎／平野敏子／土居 健

世界遺産・萩城下町のひみつ

～3／30(火)

尾崎正章常設展

大展示室

下関

寺井力三郎
「扇風機」
1977年
油彩・キャンバス

下関市立美術館 ☎083-245-4131
自然の秘密をさぐる
－高島北海没後９０年記念－

「ひなげし」
1970年
油彩・
キャンバス

令和３年度、第１回企画展は当館コレクションの中から三人
の作家の作品を紹介します。
個性豊かな作品世界をお楽しみ
ください。
また、常設展では尾崎の描いた身近な花の絵を
展示します。

～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。

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。

私 が趣 味で絵 を

描 き 始めたのは 、小

学 校 ２ 年 生の 時に

近 所に引っ越してき

た女の子がきっかけ

でした。

同じ 小 学 校で同じ 学 年 、卒 業

するまでずっと 同じクラス、登 校

班も一緒 だったので、自 然と 話す

時間も増えて仲良くなりました。

そして、その子が漫 画やアニメに

興 味 を 持 ち 、暇 さ え あ れば 絵 を

ついて 熱 く 語っていた の で 私 も

描いていたのを見て私も絵を描く

ようになりました。学生の時は色

を使って、
就職してからはタブレット

鉛 筆やイラスト用のカラー筆ペン

描いています。お絵 描 きアプリの

にお絵 描 きアプリを 入 れて絵 を

性 能 は 年々進 化していて、
ペンの

種 類 は 驚 く くらい豊 富に あ り、

筆圧の強弱だけでなく色の混ざり

具 合 やにじみ 具 合 、毛 筆の 質 感

さえも見事に再現してくれます。

最 初にアプリを 使った 時 は 本 当

に驚きました。

４月まで、
あと一ヶ月。
令和３年

度 も 美 術 博 物 館では 、さ まざ ま

近くに来られた際には是非お立ち

な 企 画 展 を 開 催 する 予 定 です。

寄りください。
何かを始めること、

続 けるよ うに なるこ と 等 、美 術

（秋成）

博物館がみなさんにとっての何か

幸いです。

のきっかけとなることができれば

ミニコラム

周南市美術博物館
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