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令和3年度文化会館プログラム
延 期
●ＨＹ HANAEMI
※ぴあ、
ローソン、
e＋のみ
TOUR 2021
▶7／3（土）１8：００

●フジコ・ヘミング
ピアノリサイタル

振替公演

▶7／11（日）１4：００

今月一般発売
●トロピカル～ジュ！
プリキュア ドリームステージ♪
▶8／1（日）
1回目10：0０ 2回目１4：００
◎会員発売中
◎一般発売6／5（土）

▶9／4（土）
1回目13：3０ 2回目１7：3０
◎会員発売6／12（土）
◎一般発売6／19（土）

2021年新作舞台
「光」

世界観客動員数800万人超
和太鼓を驚異のパフォーマンスで表現する、
新時代のNIPPONエンターテイメント

9/4（土）1回目１3：3０

2回目１7：3０

周南市文化会館

全席指定 SS席 7,700円 S席 6,700円（当日500円UP）
※６歳未満入場不可
◎会員発売6／12(土）◎一般発売6／19（土）
◎お問合せ ＴＡＯ山口公演事務局
周南市文化会館

０８３－２８７－０９１９
０８３４－２２－８７８７

来月発売！

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

特別演奏会 オール久石プログラム

今月一般発売

▶9／19（日）１5：００
◎会員発売中
◎一般発売6／5（土）

12/19（日）１5：0０

周南市文化会館

全席指定 S席 9,000円 A席 8,000円 B席 7,000円
※財団会員5００円引き ※未就学児童入場不可

◎会員発売7／11(日）◎一般発売7／25（日）

●神田松之丞改メ
六代目神田伯山襲名
真打披露公演

開催決定

●中村勘九郎
中村七之助
錦秋特別公演2021

開催決定

●ムノツィル・ブラス

開催予定

◎お問合せ

周南市文化会館

０８３４－２２－８７８７

神田松之丞改メ 六代目神田伯山襲名
真打披露公演

▶9／26（日）１3：００
◎会員発売7／10（土）
◎一般発売7／17（土）

9/26（日）１3：0０ 周南市文化会館

全席指定 4,800円 ※財団会員3００円引き ※未就学児童入場不可
◎会員発売7／10(土）◎一般発売7／17（土）
◎お問合せ ｙａｂ山口朝日放送
周南市文化会館

▶10／16（土）2回公演
▶11／28（日）

ＤＲＵＭ ＴＡＯ

【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）山口情報芸術センター（ローソ
ンチケット）
＜Lコード：61733＞
（チケットぴあ）
＜Pコード：197-116＞

今月発売
●ＤＲＵＭ ＴＡＯ
２０２１年新作舞台
「光」

●手嶌葵
Concert 2021

今月発売！

開催決定
●久石譲 指揮
日本センチュリー交響楽団
▶12／19（日）１5：００
◎会員発売7／11（日）
◎一般発売7／25（日）

◆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。

０８３－933－1129
０８３４－２２－８７８７

中村勘九郎 中村七之助
錦秋特別公演 ２０２１

10/16（土）2回公演
周南市文化会館

※未就学児童のご入場はご遠慮ください。◎7月発売予定

◎お問合せ 周南市文化会館
サンライズプロモーション

０８３４－２２－８７８７
０3－5772－7221
周南市文化会館
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EVENT INFORMATION 2021.6

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2日、16日〉

大 ホ ー ル

催

物

名

入場料

3（木） 周南市民劇場
劇団文化座
4（金）「旅立つ家族」

6（日）

〒745-0874 山口県周南市徳山5854-41

会員制

25周年記念 定期演奏会
女声合唱団I(あい)

開場

開演

終演

主催者

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

全席自由
13:30 14:00 16:15 女声合唱団I(あい)
1,000円

連絡先

０８３４-２１-７０９７

０９０-４６９６-６７７９
(野村)

10（木） 山口県公立学校教頭会総会
（中止）
11（金） および春季研修大会

山口県公立学校教頭会

（中止）
13（日） ポップアップフェスタ（演奏の部）

周南市中学校文化連盟 ０８３4-２２-８７８７
周南市文化振興財団 （周南市文化会館）

20（日） 美空ひばり祭りin周南

各室

催

物

無料

名

入場料

9:30 10:00 16：00 美空ひばり不死鳥の会

会場

開場

終了

15（火） ウィッグ
（かつら）
展示即売会

前売券情報

6/6（日） 女声合唱団「あい」
14:00
２５周年記念演奏会

●全席自由
1,000円（当日1,100円）

7/3（土） HY HANAEMI
18:00
TOUR 2021

※

●全席指定 7,700円
※3歳以上有料
※文化会館での発売はありません

は財団会員割引があります。

周南市文化会館

連絡先

無料

地下展示室 10:00 16：00 株式会社 ユキ

０５２-４５９-７０３０

（文化会館事務所で発売中・5月24日現在）℡.0834-22-8787

周南市文化会館

開催延期

主催者

０９０-８９９３-０８０４
（藤井）

周南市中学校文化連盟 ０８３4-２２-８７８７
周南市文化振興財団 （周南市文化会館）

13（日） ポップアップフェスタ（展示の部）
（中止）
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℡.0834-22-8787

7/11（日） フジコ・ヘミング
ピアノリサイタル
14:00

［振替公演］ ●全席指定 S席 10,000円
A席 8,000円
※未就学児童入場不可

8/1（日） トロピカル～ジュ！
1回目 10:00 プリキュア
2回目 14:00 ドリームステージ♪

◎会員発売中
◎一般発売6/5
（土）
●全席指定
S席 3,800円 A席 3,500円
※３歳未満膝上無料

9/4（土） DRUM TAO 2021年新作舞台「光」
（土）
1回目 13:30 ◎会員発売6/12
◎一般発売6/19
（土）
2回目 17:30
●全席指定
SS席 7,700円 S席 6,700円
（当日500円UP）
※6歳未満入場不可

9/19（日） 手嶌葵Concert 2021
15:00

◎会員発売中
◎一般発売6/5
（土）
●全席指定
S席 6,000円 A席 5,000円
※未就学児童入場不可

2021.06.01
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

～7/4(日)
常設展

～9/30(木)

〒745-0006 山口県周南市花畠町10-16

入場料

一般 200円（160円）
大学生等 100円（80円）

)内は20名以上の団体
後期」 (※18歳以下および

70歳以上無料
※身障者の方は無料＊

◆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。

企画展

会期

催物名

26（土）～
8/22(日)

田村千晶作品展「微かな交信」

展示室
4

〈月曜休館

9:30

１７:００

周南市美術博物館

入館は16:30まで

入場料

常設展

一般 200円（160円）
学生等 100円（80円）
(

※5/31～6/25は展示替等のため休館〉

〒746-0034 山口県周南市富田永源(TOSOH PARK 永源山内）

かす

ワークルーム

川崎保育園 作品展

℡.0834-22-8880
連絡先

0834-22-8880

＊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

30（水）～
7/11(日)

主催者

展示室
5

まど･みちおコーナー/徳山の歴史

26（土）～
「風を感じて」
8/29(日)

終了

展示室
3

コレクション展「やさしい時間」

林忠彦記念室「東海道

開場

会場

会場

開場

終了

主催者

℡.0834-62-3119
連絡先

展示室
(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

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・5月24日現在）℡.0834-22-8787

スターピアくだまつ

シンフォニア岩国

防府市地域交流センター（アスピラート）

7/18（日） エルマーのぼうけん（人形劇団プーク） 7/9（金） 東京バレエ団
7/11（日） 音楽セミナー/
14:00
●全席自由 一般 3,500円 19:00
〈HOPE JAPAN2021〉 1回目 13:30 田中雅弘の音楽旅日記X IX
3歳～高校生 2,500円
※当日500円UP

光市民ホール

6/13（日） 林家三平 講演会『笑いと健康』
14:00

●全席自由 一般 2,000円

7/3（土） コジ・ファン・トゥッテ
13:30
恋人たちの学校

●全席自由
大人 2,500円 高校生以下 1,000円
※未就学児童無料

7/9（金） 第49回市民夏季大学
7/22（木・祝）●3講座共通券
般 2,500円
8/18（水） 全席自由 一
学
生 2,000円
障がい者 1,000円
高校生以下無料

8/21（土） ロシア・バレエ・ガラ2021
14:00

●全席指定 一
般 6,500円
障がい者 6,000円

東日本大震災10年/
コロナ禍復興プロジェクト
●全席指定
S席10,000円(5,000円)
A席 7,000円(3,500円)
B席 5,000円(2,500円)
C席 3,000円(1,500円)
※( )は25歳以下の学生
※未就学児入場不可

2回目 16:30 ●全席自由 1,000円
2Fリハーサル室 ※未就学児童入場不可

山口市民会館
7/18（日） やまぐちジャズフェスタ２０２１
◎発売中
●一般 2,000円 学生 1,500円
※当日500円高

15:00

山口県立美術館
9/5（日） アフタヌーンコンサートVol.6
14:00
「黒田鈴尊・LEO 尺八＆箏
～6/13（日） 野口哲哉展
和楽器の共演」
●全席自由 一般 2,000円
学生 500円
※学生券は25歳以下の学生
※未就学児入場不可

8/14（土）～ 光のラビリンス
9/5（日） ～光と遊ぶ超体感ミュージアム～

10:00～17:00 ◎一般発売6/29（火）
企画展示ホール ●一般 1,000円 学生 500円
※学生は25歳以下の学生

●一般 1,０００円 シニア・学生 ８００円
※１８歳以下無料

周南市美術博物館

7/16（金）～ キューガーデン
8/29（日） 英国王室が愛した花々

◎6月上旬～（予定）
●一般1,000円 大学生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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ＤＲＵＭ ＴＡＯ
2021年
新作舞台「光」

世界観客動員数800万人超
和太鼓を驚異のパフォーマンスで表現する、
新時代のNIPPONエンターテイメント
それでも、前へ！進む！ 重なり合い、一つになる復興への願いと祈り。
希望を求め、今、TAOが奏でる
「響き」
の力に、心がガクガク震え出す！
力強い和太鼓の響きに弾むメロディー、圧倒的なパフォーマンス。
舞台に溢れる希望の光に、
あなたは心を奪われる。
時代を突き抜ける！
“THE NIPPONエンターテイメント”

1回目１3：3０
（土）2回目１7：3０ 周南市文化会館
全席指定 SS席 7,700円 S席 6,700円（当日500円UP）※６歳未満入場不可
◎会員発売6／12(土）◎一般発売6／19（土）

9/4

◎お問合せ ＴＡＯ山口公演事務局
周南市文化会館

０８３－２８７－０９１９
０８３４－２２－８７８７

手嶌葵

Concert 2021

2006年、
スタジオジブリ
「ゲド戦記」挿
入歌「テル－の唄」
でデビューし、2011年
には
「コクリコ坂から」
の主題歌も担当。
ま
た、今年の３月に最終回を迎えたドラマ
「天国と地獄～サイコな２人～」
では主題
歌「ただいま」
を担当し、大きな反響を呼んでいます。聞き手の心を揺
さぶる類い稀なる歌声は、数々の主題歌やＣＭソングに求められ続け
ています。透明感あふれるフェアリーボイスをどうぞお楽しみに！

9/19（日）１5：0０ 周南市文化会館

全席指定

◎会員発売5／29(土）◎一般発売6／5
（土）
◎お問合せ

プリキュアがみんなの
まちにやってくる！

©ABC-A・東映アニメーション

1回目１0：0０
（日）2回目１4：0０

8/1

「トロピカル～ジュ！プリキュ
ア」がみんなと一緒に大冒険！
子どもたちに大人気の「トロ
ピカル～ジュ！プリキュア」が、
みんなで楽しめる歌とダンス
いっぱいのミュージカルショー
になって舞台に登場します！
舞台でしか見られないオリ
ジナルストーリーと、迫力満点
のアクションシーン、
ダンスシー
ンをお見逃しなく
！

周南市文化会館

全席指定 S席 3,800円 A席 3,500円

※財団会員3００円引き ※3歳未満膝上鑑賞無料

◎会員発売5／29(土）◎一般発売6／5（土）（1回の購入につき4枚まで）
◎お問合せ 劇団飛行船 ０6－6364－3769
周南市文化会館 ０８３４－２２－８７８７
【プレイガイド】
（周南）文化会館（飛行船HP）
（ローソンチケット）
〈Ｌコード：61595〉
（チケット
ぴあ）
〈Ｐコード：506-226〉
（イープラス）http://eplus.jp

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：62489＞
（チケットぴあ）0570-02-9999＜Pコード：195-731＞

【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）山口情
報芸術センター（ローソンチケット）
＜Lコード：61733＞
（チケットぴあ）
＜Pコード：197-116＞

トロピカル～ジュ！プリキュア
ドリームステージ♪

Ｓ席 6,000円 Ａ席 5,000円

※財団会員5００円引き ※未就学児童入場不可

延期
公演

フジコ・ヘミング
ピアノリサイタル

４月１８日(日)の開催を楽しみにお待ちのお客様には大変申
し訳ございませんでした。振替日程が７月１１日(日)に決定しまし
た。すでにご購入されたチケットは振替公演でご使用できます
ので、
その日まで大切に保管ください。
コロナの影響で昨年から様々な公演が延期・中止をせざる
を得ない状況になっており、
フジコさんも同様に昨年は国内２２
公演の開催で終わっています。今年も当館を含め６館の公演
が延期等になっており、今後も影響
が出るかもしれませんが、ぜひフジコ
さんの魂の演奏をお聴きください。
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

7/11（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：196-237〉

取扱期間：2021年4月1日
（木）
▶2022年3月31日
（木）

2.4％

年利

固定
金利

基準金利 年4.38％から
1.98％お得になります

インターネットからの
仮審査申込みも可能です。

4

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

特別金利（保証料含む）

2.2％
1.9％
となります

開催
延期
（後日詳細）

HY

2021.06.01

HANAEMI
TOUR 2021

HYコンサートを楽しみにお待ちのお
客様には大変申し訳ございませんが、
ツアー前半の7月31日までの公演を延期
させていただくことになりました。現在、
振替公演日の調整を行っています。
延期日程及び日程変更に伴うチケット
払戻しにつきましては決定次第、
オフィシャルホームページ等にてご案内さ
せていただきますのでいましばらくお待ちください。

7/3（土）18：0０
全席指定 7,700円

周南市文化会館

舞台・照明・音響講座
文化会館や市内のホール・
ステージで演奏会をされている
学校の吹奏楽部員、指導者、
市民芸術団体向けに、舞台・
照明・音響講座を開催します。
演奏会の演奏以外の部分
を見る・体験することで、舞台
演出の工夫ができるきっかけとなる物事を多面的な視点で捉
えられるようになることを目的としています。舞台演出について、
参加者みんなで一歩踏み込んで考えてみませんか？

内容：箱馬と平台を使って山台制作
Cueシート制作のワークショップ
制作したCueシートを用いた照明体験など

8/21（土）14：0０～16：0０

※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

周南市文化会館 大ホール
無料 定員：先着100名程度

◎お問合せ 周南市文化会館 ０８３４－２２－８７８７
※当日は山口県立徳山商工高等学校吹奏楽部に
モデルバンドとしてご参加いただきます

【プレイガイド】
（ローソンチケット）
〈Ｌコード：62218〉
（チケットぴあ）
〈Ｐコード：191-039〉
（イープラス）http://eplus.jp

０歳
上野美科：ヴァイオリン
©Tomoko Takai

から楽しむコンサート
～パパもママもみんな一緒に～

Part 5

音を通して心を育む、
子どもから大人まで楽しめるコンサート。
「子どもに
生の音楽を聴かせたいけれど演奏中に騒いだり泣いたりしたらどうしよう」
そんな子育て中のファミリー向けのコンサートです。今回は、童謡からクラ
シックまで身近な動物たちにちなんだ曲を集めてみました。小さなお子さま
から大人の方まで、
客席のないフロアでゆっくりお楽しみください。

足立智子：フルート

夏川順子：ピアノ

プログラム

＊森のくまさん
＊動物の謝肉祭より
（サン＝サーンス）
＊ワルツィングキャット
（アンダーソン）

（10時開場）
8/29（日） 午前公演10:30
午後公演13:30（13時開場）

周南市文化会館 リハーサル室

大人
（高校生以上）
1,000円 こども
（3歳未満は無料）
500円
※3歳未満も整理券が必要

◎6月下旬～
（予定）

※各回50名様までとなります

◎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

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
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25周年記念

周南市民劇場

旅立つ家族
◆原作：金 義卿
◆演出：金 守珍

劇団
文化座
公演

定期演奏会

女声合唱団あい
～初心のうたとともに～

◆翻訳：李 惠貞 ◆脚色：金 守珍・佐々木愛
◆出演：佐々木愛・藤原章寛・高橋美沙・有賀ひろみ

韓国の国民的画家、
李仲燮（イ・ジュンソプ）その鮮烈な生、
時代と国境を越えた愛と、家族の物語
日本による韓国併合の時代に朝鮮北部に生まれた李仲燮
（イ・ジュンソプ）は、朝鮮の大地を愛し幼い頃より絵に描いてい
た。1935年、支配国である日本に渡り、東京帝国美術学校、文化
学院美術科で絵を学ぶ。在学中に山本方子と出会い魅かれ合
うが、戦局も逼迫して一人、実家のある元山（ウォンサン）へと
戻った。思いを断ち切れない方子は終戦間近の1945年、危険な
玄界灘を一人渡り仲燮と再会する。二人は結婚、山本方子は李
南徳（イ・ナムドク）
として生まれ変わり二人の子供を授かる。やが
て第二次大戦は終結するも朝鮮半島は混乱が続き、朝鮮戦争
が勃発する・
・
・。

6/3（木）１8：3０
6/4（金）１3：0０

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

指揮：西岡茂樹

ピアノ：高橋正実

1. 女声合唱曲集「太陽のほとり」
2. ２０２１年へのエール
星影のエール
カイト
東京VICTORY
３．Jazz Songs of Innocence
４．
グッドラックヘイワ スペシャルステージ
５．混声合唱とピアノのための「初心のうた」

開場１3：3０

6/6（日）開演１4：0０ 周南市文化会館
全席自由

発売中

1,000円（当日1,100円）

◎お問合せ 女声合唱団「あい」 090-4696-6779（野村）

＊新型コロナウイルス感染症予防に関して＊
周南市文化会館では皆さまに安心して施設をご利用頂くために以下のお願いをしております。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

入館される際は、備え付けのアルコール
で手の消毒をお願い致します。

飛沫感染防止のため、マスクの着用を
お願い致します。

おおむね各室の定員の半数を超えて密集
しないようにお願いします。
（1,000 人を超える等の場合、開催要件等につい
て山口県に事前連絡が必要な場合があります）

利用を終了されたときは、
各室備え付けの次亜塩素水で
消毒をお願いします。
ドアノブ、サッシノブ、机、椅子など（ピアノは別途
専用の消毒液をお貸し致します。劣化防止のた
め次亜塩素水で拭かないでください。）

ロビー、廊下での集会等は
ご遠慮ください。
ご利用中は室内を空調換気しておりますが、
できる限り窓を開放してご利用ください。
以下の症状のある方は、
入館をご遠慮ください。
37.5度以上の発熱、咳、頭痛、関節痛、筋肉痛、
呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁、鼻閉、
味覚嗅覚障害、目の痛みや結膜充血、下痢、
嘔吐、吐き気など

6

周南市文化会館

万が一に備え、参加者の名簿を作成する
など、把握にご協力ください。

郷土美術資料館・尾崎正章記念館

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

|。
植物に癒された経験のある方は多い

特に、
今回のコロナ禍になってからその尊さに気付かされた、
という

方もいらっしゃることと思います。様々な媒体で膨大な量の情報に

触れ、
そのひとつひとつに希望を持ったり、落胆したり。

人 間 本 位 な 言い方にはな り ますが、陽の光や水 分 、美 味しい空

気、栄養分があれば育つ植物は、少し人間に似ています。それでいて

たくましく、強く、可憐な姿で私たちに元気を与えてくれます。

世 界 最 大 級の英 国 王 立 植 物 園キューガーデンの花々。名 だたる

植 物 学 者 、研 究 者 たちが刹 那 的 な 植 物の命の美しさ を 永 久 的 な

ものにしようと 、遺してき ました。今 回 は 、キューガーデンのコレク

ションを中心に約１００点のボタニカルアートを紹介します。

ボタニカル
（
）
は
「植物の、植物由来の」
という意味があり
botanical
ます。
ボタニカルアートは、日本語では
〝植物画〞
と訳されます。

年頃〜

年 頃 ）は、5 0 0 0 種の植 物や

その歴 史は古 代ギリシャの時 代 まで遡 り ます。医 者ペダニウス・
ディオスクリデス
（紀元

として多くの人々に認められた背景に、 世紀の英国王ジョージ３

た歴史的背景があります。薬草の研究のための植物の写生が、芸術

植物画は元来、科学分野の出版物に付随するものとして発達し

描写されています。

ました。6 世 紀にこれを 写したウィーン写 本では、植 物が写 実 的に

鉱物の薬学的性質を体系立てて記した最初の書籍『薬物誌』
を著し

90

植物に、絵画で触れてみてください。

学芸員

岡本陽子）

いま、
この時 代 だからこそ私たちを 心 身と もに癒やしてくれる

し、思わずため息が出ることでしょう。

る 植 物 画 。その美しさと 、対 象の植 物 を 見つめた 作 者の瞳 を 想 像

花弁のつき方、茎の質感、葉脈まで、正確かつ緻密に表現されてい

世の妻・シャーロット王妃の活躍があります。（花畠５月号P２参照）

18

（周南市美術博物館

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

40

18歳以下無料
（ ）内は前売および20名以上の団体

（入館は16：30まで）

9：30～17：00
月曜休館 ※ただし8月9日（月・振休）開館、翌10日（火）休館

7 月16日 金～8月 29日 日

No.314
公益財団法人 周南市文化振興財団
発行

アート情報

6
かるちゃあ通信
周南市美術博物館

2021（R3）
Art,Photo,History,etc.

しゅうなん・文化財団

【
美
術
博
物
館
】山口県周南市花畠町10－16（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（TOSOH PARK 永源山内）
（0834－62－3119）http://s-bunka.jp/kyoubi/

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

観覧料：一般1,100円(1,000円) 大学生800円(700円)

花畠7月号発送の際に招待券をお送りします。
（家族会員は一家族につき2枚）
会員ご招待 財団会員には、

2021.06.01

第29回 林忠彦賞

受賞記念写真展
かさ

ぎ

周南展
え

つ

こ

「私の知らない母」笠木 絵津子
新型コロナウイルス感染症の影響で今年に延期となった周南での
受賞記念写真展を、
５月14日～23日に開催しました。今回は新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のため開会式は行わず、
受賞者の笠木さん
も残念ながらご出席いただけませんでした。報道関係者向けのオープ
ニングでは、藤井律子周南市文化振興財団理事長・周南市長のあい
さつに続き、笠木さんから届いたあいさつ動画がモニター画面に流さ
れました。
周南展では東京展よりもさらに大きい約3.5×5.0ｍの巨大な写真
作品もあり、写真のコラージュというユニークな表現がより伝わり、
その
迫力にみなさん圧倒されていました。

オープニング

観覧風景

第19回 周南市美術展2021

作品募集

平面・立体・書・写真の作品を募集します！
新型コロナウイルス感染症対策のため、今年は事前申込が
必要です。
申込、作品搬入、搬出の方法は従来と大きく変わりますの
で、
ご注意ください。
開催要項は、
６月上旬より配布をはじめます。
●配布場所 市役所本庁舎、各総合支所、各市民センター、学び・
交流プラザ、新南陽ふれあいセンター、文化会館、美術博物館、
郷土美術資料館等
※周南市ホームページ
（http://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/
16/68276.html）
からもダウンロードできます。
●応募方法 ３つの方法があります
1ホームページから申し込む
周南市ホームページの「周南市美術展2021」出品申込フォー
ムに必要事項を入力して送信してください。
2郵送またはFAXで申し込む
開催要項に付属の出品申込書及び応募部門のデータ票を
記入し、郵送またはFAXでお送りください。
郵送先：〒745-8655 周南市岐山通1丁目1番地
周南市文化スポーツ課文化担当宛
FAX：0834-22-8428（文化スポーツ課）

今年
は
事前
申し込
み

3持参する
開催要項に付属の出品申込書及び応募部門のデータ票を記
入し、文化スポーツ課または美術博物館に持参してください。
※開庁、開館時間内にお願いします。
●応募期間 ６月15日
（火）～８月27日
（金）必着
●作品搬入 ９月17日
（金）、18日
（土）
申込時に確認させていただいたご都合をもとに、
指定日時を文書
でご連絡します。
指定の日時に搬入ください。
●作品搬出 搬出についても日時を指定させていただきます。
※出品規格、
応募資格、
出品料等詳細は開催要項をご確認ください。
※新型コロナウイルスの感染状況等により、急遽中止・変更となる
場合があります。最新の情報は、市と美術博物館のホームページ
でご確認ください。
●会期

前期［平面・立体］… ９月29日
（水）～10月10日
（日）
後期［書・写真］
……10月13日
（水）～10月24日
（日）
※月曜休館
※鑑賞機会を広げるとともに観覧者の密集を避けるため例年
より会期を延長して開催します。
●問合せ先

文化スポーツ課（文化担当） 0834-22-8622

び はく

美博クイズ～！
〈89〉 もんだい
はやしただ ひこ き ねん しつ

ちゅうおう

林忠彦記念室の中央には

くるま い

す

てん じ

車椅子が展示されているよ。
くるま い

す

どうして車椅子が
てん じ

展示されているのかな？
こたえはどこかのページにあるよ。
さがしてみよう！

ソーダ

FROZEN
PARTY

ピーチ

340

フローズンパーティー 各

円（税込）

※画像はイメージです。
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■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

展示室

3

）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

コレクション展示室

コレクション展「やさしい時間」
7/4
（日）
まで開催中

現在開催中の
「やさしい時間」
では、
これまであまり展示していなかっ
た作品も展示しています。例えば右の２つの絵。
これらは宮崎進の作品
で、淡い水色の服を着た女性と、赤い服を着た少女の絵です。一般的
に油絵というとキャンバスの上に描かれますが、
これらはガラスの上に
描かれていて、
とても珍しい作品です。
ガラス絵の特徴としては、通常の
油絵とは絵具を重ねる順番が逆になるため、仕上がりを計算しながら
描く必要があります。
この他にも本展では
「やさしい時間」
を過ごしていただけたらと、心が
ほんわかする作品を集めてみました。何気ない日常を描いた河上大二
や天野芳彦の作品もあります。ぜひ気軽に立ち寄って観ていただけた
らと思います。
展示室

4

林忠彦記念室

展示室
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「東海道」後期 ５/２９(土)～９/３０(木)

展示風景

宮崎進「青衣のひと」
（左）
「少女」
（右） ともに 1982年 油彩・ガラス

まど･みちおコーナー

徳山の歴史 特設コーナー

「徳山毛利家の端午飾り」

今回の展示内容は6/30（水）まで

６/１３
（日）
まで展示中

ガンを告知された林忠彦が最後の仕事とし
て取り組んだのが「東海道」
です。消えつつある
江戸の面影を現代の眼で記録しておきたいと
いう一心で、病と闘いながら撮影を続けました。
林は、
自分の気に入った場所や風景を自由
に撮りたかったといいます。

武者人形をはじめ、幟や旗指物などの飾り方を記し
たメモも残されていて、明治の終わり頃の端午飾りの様
子がうかがえます。紙でつくられた鯉のほか、吹き流しも
伝わっています。
（タイトルなし）

「没後４５０年 毛利元就」

まどさんの抽象画の中には、見
る人に「ことば」に左右されずに、
自由に見てほしいということで、
あ
えてタイトルをつけなかったものも
あります。
またこの作品をまどさん
自身は、
「未完」
としています。
詩に対しても、納得できるまで、
同じ詩を数年にわたり何度も推
敲して発表することもあったまどさ
ん。
まどさんは、
この作品をどのよ
うに完成させたかったのか、想像
をめぐらせてみるのも楽しいかも
しれません。

「白須賀の海」

林は東海道に取り組む30年余り前、撮影に
訪れた白須賀(静岡県)で、当時まだ残っていた
素晴らしい松並木を見て
「いつか、江戸時代の
東海道の面影を写真にしたい」
と思ったといい
ます。
しかしながら30年後、林がこの写真を撮りな
がら時代の変わりようを情けなく感じたくらい、
往時の面影は消えつつあったのです。
その寂し
さとかつての旅人たちも目にしたであろう変わ
らぬ海の美しさを対比的にとらえたのかもしれ
ません。

び

６/１５
（火）
～９/３０
（木）

元就が陶晴賢と戦った
「厳島の戦い」
を描いた錦絵

今年は、戦国武将毛利元就が亡くなって450年です。
元就は徳山毛利家初代・就隆の曾祖父にあたります。
特設コーナーでは、元就にまつわる資料を紹介します。

はく

美博クイズ～！〈89〉 こたえ
くるま い

す

はやし ただ ひこ

とう かい どう

さつ えい

この車椅子は、林忠彦が「東海道」を撮影
する際に使っていたものだよ。
さい

ほか

つか

てん じ

ひ っ こ

し

は

に っ

www.nittsu.co.jp/hikkoshi/
周南市美術博物館

ばん

き ざい

他にも、
そのときに使ったカメラやレフ板などの機材

お 見 積り無 料 。 ま ず は お 電 話 を！

3

つか

つ う

とう じ

さつえい

よう す

てん じ しつ

も展示しているよ。当時の撮影の様子は、展示室
おく

えいぞう

み

奥の映像コーナーでも見ることができるよ。

2021.06.01

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

コレクション展「やさしい時間」
～７／4(日)

～ TOSOH PARK 永源山の中にある美術館～

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 ◆5/31～6/25は展示替等のため休館

周南市郷土美術資料館

☎0834-62-3119

企画展
田村千晶作品展「微かな交信」

６／２６(土)～８／２２(日)

尾崎正章常設展「風を感じて」

６／２６(土)～８／２9(日)

川崎保育園

作品展

企画展

田村千晶 作品展

「微かな交信」

コロナ禍で大きく変化した人と人との関
係性。接触を避けネット上で交わされる
情報のやりとり。
私たちの生活は、
微妙な
関係性の中で成り立っています。
田村氏
の作品のテーマは日々の庭いじりから始
まりましたが、
その作品は現代社会が抱
える問題を内包しています。
園芸用の寒
冷紗が貼られた作品はそっと問いかけ
ます。
微
（かす）
かな交信をしながら。

防府

☎0835-22-0001

幕末の萩藩主 －毛利敬親－ ～７／１１(日)
山口

山口県立美術館 ☎083-925-7788
野口哲哉展

～6／13(日)

「jazzy time」
寒冷紗、クレパス、プラバン、アルミホイル・パネル

山口の甲冑・武具 ～6／13(日)
～6／13(日)

歴

５ＧＶＲで探る山水長巻 ～6／13(日)

略

顔・カオ・貌

萩

山口県立萩美術館・浦上記念館
☎0838-24-2400

ジャポニスムからアール・ヌーヴォーへ ～６／２０(日)

萩博物館

☎0838-25-6447

水の都・萩 ～６／２０(日)
下関

下関市立美術館 ☎083-245-4131
アヴァンギャルド大集合 ～７／１１(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。

「間」
テグス、アクリル
寒冷紗・パネル

6/26（土）～ 8/22（日）

６／30(水)～7／11(日)

毛利博物館

中・小展示室

静岡県生まれ
1976年 光市に居住
2008年 第62回山口県美術展覧会
（入選）
（以降 佳作1回・入選5回）
2017年 第13回光市美術展
（大賞）
第72回行動美術展
（新人賞）

2018年 第73回行動美術展
（損保ジャパン日本興亜美術財団賞）
2019年 行動美術新人選抜展
第74回行動美術展
（永井保賞）
2020年 行動美術受賞作家選抜展、光市作家展
現在 行動美術協会会友

常設展

尾崎正章常設展 「風を感じて」大展示室
6/26（土）～ 8/29（日）
広大な秋吉台や瀬戸内
の風景を尾崎はスケッチ
して歩きました。その場に
吹く風までも描いているよ
うな、臨場感あふれる作
品をお届けします。

「秋吉台」1960年 油彩・キャンバス

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。

コロナの 影 響 で
家の中で過ごす時
間 が 多 く な り 、家
の片 付けをする人
が増え、
家庭ごみの
排 出 量が増 加して
いるそうです。私もその一人です。
いらない物が多い中 、時 折 、思
い出の品がでてきて、手を止めて
しまいます。
文 化 会 館 で行 わ れた 学 校 行
事や、両親に連れてきてもらった
キャラクターショーの写真が出て
きて、当 時 を 懐かしく 思い起こ
します。
そんな思い出がたくさんある
文 化 会 館で、働いている 偶 然に
幸せを感じます。
さて、これから夏に 向 けて文
化会館では熱い公演が予定され
ています。
７月 日
（日）「フジコ・ヘミング
ピアノリサイタル」周南市文化会
館では２年ぶり４回目の開催で
す。８ 月 １ 日（ 日 ）プリキュアの
キャラクターショー
「トロピカル〜
ジュ！プリキュア ドリームステー
ジ♪ 」
こちらは１年ぶり３回 目
です。
家族や友人との思い出づくり
に、
ぜひお越しください。
文 化 会 館では 、
コロナ禍でも
安 心してご鑑 賞いただけるよう
清掃、換気、消毒を徹底して行っ
ています。皆 様も 検 温 、
マスク着
用等ご協力をお願いします。
（藤井）
ミニコラム
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