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周南市文化会館（日）12/19

令和3年度文化会館プログラム 今月発売！今月発売！

来月発売！来月発売！

◆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。

●ＨＹ HANAEMI 
　TOUR 2021 ※ぴあ、ローソン、e＋のみ

　▶7／3（土） １8：００

●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

●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）  

●ムノツィル・ブラス
　▶11／28（日） 

開催予定

●森高千里「この街」
　TOUR 2020-22
　▶9／12（日） １6：００
　◎会員発売7／22（木・祝） ◎一般発売7／24（土） 

発行　公益財団法人 周南市文化振興財団　
山口県周南市徳山5854-41（0834-22-8787）http://s-bunka.jp/top/
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周南市文化会館
イベント情報

しゅうなん・文化財団

●ＤＲＵＭ ＴＡＯ 
　２０２１年新作舞台「光」
　▶9／4（土） 1回目13：3０　2回目１7：3０

●フジコ・ヘミング 
　ピアノリサイタル
　▶7／11（日） １4：００

振替公演

●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） 

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）

周南市文化会館（日）１3：0０9/26

◎お問合せ　周南市文化会館　　０８３４－２２－８７８７
ｙａｂ山口朝日放送　　０８３－933－1129

◎お問合せ　周南市文化会館　　０８３４－２２－８７８７

久石譲久石譲 指揮指揮 日本センチュリー交響楽団日本センチュリー交響楽団
特別演奏会 オール久石プログラム特別演奏会 オール久石プログラム

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

神田松之丞改メ 六代目神田伯山襲名 
真打披露公演
神田松之丞改メ 六代目神田伯山襲名 
真打披露公演

全席指定　8,800円　※４歳以上有料。３歳以下無料（膝の上での鑑賞可）
◎会員発売7／22(木・祝） ◎一般発売7／24（土）

周南市文化会館（日）１6：0０9/12

◎お問合せ　周南市文化会館　　０８３４－２２－８７８７
ｙａｂ山口朝日放送　　０８３－933－1111

森高千里 「この街」 TOUR 2020-22森高千里 「この街」 TOUR 2020-22

S席 8,800円 A席 7,800円 B席 5,000円　※未就学児童のご入場はご遠慮ください。 
◎会員発売7／22(木・祝） ◎一般発売7／25（日）

（土）1回目１1：3０　2回目１5：3０10/16

◎お問合せ　周南市文化会館　　０８３４－２２－８７８７

中村勘九郎 中村七之助 
錦秋特別公演 ２０２１
中村勘九郎 中村七之助 
錦秋特別公演 ２０２１

延　期

１5：0０
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）

発売中

発売中

振替公演

今月発売

●葉加瀬太郎
　コンサートツアー２０２１
　▶9／17（金） １8：3０
　◎会員発売8／1（日） ◎一般発売8／7（土） 

来月発売

発売中●手嶌葵 Concert 2021
　▶9／19（日） １5：００

今月発売

今月発売

今月発売

今、爆発的な人気の講談師'神田伯山'の
襲名と真打披露公演！
今、爆発的な人気の講談師'神田伯山'の
襲名と真打披露公演！

【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：61853 >（チケットぴあ）<Ｐコード：506-687>

全席指定　8,800円　
※小学生以上有料（未就学児童入場可）
◎会員発売8／1(日） ◎一般発売8／7（土）

周南市文化会館（金）１8：3０9/17

◎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

【プレイガイド】（周南）文化会館（ローソンチケット）http://l-tike.com/＜Lコード：61637＞（チケットぴあ）http://t.pia.jp/＜Pコード：198-564＞（イープラスhttp://eplus.jp/）

周南市文化会館
●中村勘九郎 中村七之助 
　錦秋特別公演2021
　▶10／16（土） 1回目11：3０　2回目１5：3０
　◎会員発売7／22（木・祝） ◎一般発売7／25（日） 

●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～
　▶9／5（日） １7：００

【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）http://l-tike.com/＜Lコード：62184＞（チケットぴあ）http://t.pia.jp/＜Pコード：199-309＞



周南市文化会館 〈休館日：今月は7日、21日〉 〒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

光市民ホール

山口市民会館
7/18（日）
15:00～20:00

やまぐちジャズフェスタ２０２１
●一　般 2,000円  
　学　生 1,500円
※当日500円高

KDDI維新ホール
7/11（日）
17:00

ORANGE RANGE
20周年ライブ

「一日千秋“楽”」
●全席指定　　5,000円
　親子席指定 大人5,000円　
　　　　　　　小人2,000円
※親子席は3歳以上小学生以下の
　お子様とその保護者が対象

山口県立美術館
7/8（木）～
8/29（日）

小村雪岱スタイル
～江戸の粋から東京モダンへ～
●一　般 　　１,１００円 
　シニア・学生 ９００円
※シニアは７０歳以上 ※１８歳以下無料

8/14（土）～
9/5（日）
※8/16（月）は休館日
10:00～17:00
企画展示ホール

光のラビリンス
～光と遊ぶ超体感型ミュージアム～
※0歳から入場可能 ※3歳以上のお子様は要チケット
●一般 1,000円  学生 500円
※学生券は25歳以下の学生

シンフォニア岩国
7/9（金）
19:00

東京バレエ団〈HOPE JAPAN2021〉
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

8/22（日）
15:00

獺祭Presents 日本センチュリー　
交響楽団 岩国特別演奏会　
●全席指定　S席 5,000円(2,500円)
　　　　　　　A席 4,000円(2,000円)　
※( )は25歳以下の学生 ※未就学児入場不可

9/5（日）
14:00

アフタヌーンコンサートVol.6
「黒田鈴尊・LEO 尺八＆箏 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

周南市郷土美術資料館・尾崎正章記念館 〒746-0034 山口県周南市富田永源(TOSOH PARK 永源山内） ℡.0834-62-3119
〈月曜休館〉

企
画
展

常
設
展

会 期 入 場 料 会 場 開 場 終 了 主 催 者 連 絡 先

展示室
(中･小)

展示室
(大)

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

＊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

(　)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＊

　一般 200円（160円） 
学生等 100円（80円）

周南市美術博物館
7/16（金）～
8/29（日）

キューガーデン　
英国王室が愛した花々
●一　般1,000円　
　大学生700円
※18歳以下無料
※文化会館での発売は7/15（木）まで

スターピアくだまつ
9/4（土）
18:30

劇団四季ザ・ブリッジ～歌の架け橋～
◎一般発売6/29（火）
●全席指定 S席 9,900円  A席 6,600円

10/16（土）
15:00

ズーラシアンブラス
「音楽の絵本」たてがみの騎士
◎一般発売7/21（水）
●全席指定 一般 3,000円
　　　　　学生 1,000円
※学生券は25歳以下の学生 
※0歳から入場可能
※3歳未満のお子様はひざ上鑑賞無料。
　但しお席が必要な場合は要チケット。

7/3（土）
13:30

コジ・ファン・トゥッテ 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

イベントインフォメーション EVENT INFORMATION 2021.7

＊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。

会 期 入 場 料催 物 名 開 場 終 了 主 催 者 連 絡 先
〒745-0006 山口県周南市花畠町10-16 ℡.0834-22-8880

会 場

展示室
3

展示室
4

展示室
5

周南市美術博物館 0834-22-8880 １７:００
入館は16:30まで9:30

〈月曜休館〉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。 最新の情報はホームページでご確認ください。

3（土）

2（金）

4（日）

HY　HANAEMI TOUR ２０２１（延期）

防府市地域交流センター（アスピラート）
7/11（日）
1回目 13:30
2回目 16:30
2Fリハーサル室

音楽セミナー/
田中雅弘の音楽旅日記X IX
●全席自由　1,000円　
※未就学児童入場不可

9/4（土）
15:00

音楽セミナー/ヴァイオリンを語る～
華麗な花形楽器 500年の歴史と魅力
●全席自由　1,000円　
※未就学児童入場不可

11/6（土）
15:00
3F音楽ホール

澤和樹＆蓼沼恵美子
with Premium Artist
～チェロの巨匠、アラン・ムニエ氏を迎えて
◎一般発売7/31（土）
●全席指定 
　一　　　般 4,000円  
　高校生以下 2,000円
※未就学児童入場不可

「キューガーデン」の観覧券で
常設展も無料でご覧いただけます。（7/16～8/29まで）

企
画
展

常
設
展

9/17（金）
18:30

葉加瀬太郎 
コンサートツアー2021
◎会員発売8/1（日） ◎一般発売8/7（土）
●全席指定 8,800円
※小学生以上有料（未就学児童入場可）

9/12（日）
16:00

森高千里「この街」
TOUR 2020-2022
◎会員発売7/22（木・祝） ◎一般発売7/24（土）
●全席指定 8,800円
※３歳以下膝上無料　

8/1（日）
1回目 10:00
2回目 14:00

トロピカル～ジュ！
プリキュア　
ドリームステージ♪
●全席指定 
　S席 3,800円  A席 3,500円
※３歳未満膝上鑑賞無料　

10/16（土）
1回目 11:30
2回目 15:30

中村勘九郎 中村七之助　
錦秋特別公演 2021
◎会員発売7/22（木・祝） ◎一般発売7/25（日）
●全席指定
　錦秋グッズ付き席 9,300円　
　S 席 8,800円　A席 7,800円
　B席 5,000円
※未就学児童入場不可

9/26（日）
13:00

神田松之丞改メ 六代目
神田伯山襲名 真打披露公演
◎会員発売7/10（土） ◎一般発売7/17（土）
●全席指定 4,800円
※未就学児童入場不可

12/19（日）
15:00

久石譲指揮　
日本センチュリー交響楽団 特別演奏会 
オール久石プログラム
◎会員発売7/11（日） ◎一般発売7/25（日）
●全席指定　S席 9,000円
　A席 8,000円 B席 7,000円
※未就学児童入場不可

8/21（土）
14:00

ロシア・バレエ・ガラ2021
●全席指定 一　　般 6,500円  
　　　　　  障がい者 6,000円

前売券情報 （文化会館事務所で発売中・6月23日現在）℡.0834-22-8787

前売券情報 （文化会館事務所で発売中・6月23日現在）℡.0834-22-8787
周南市文化会館

※　　　　は財団会員割引があります。 ※　　　　は財団会員割引があります。

令和３年度安全運転管理者等講習

キャンディープロモーション
周南市文化振興財団

０82-２49-8334
０８３４-２２-８７８７
(周南市文化会館)

まど･みちおコーナー/徳山の歴史

(　)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＊

　　一般 200円（160円） 
大学生等 100円（80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＊

　一般 1,100円（1,000円） 
大学生 　800円（　700円）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

～7/4(日) コレクション展 「やさしい時間」

～9/30(木)

16（金）～  
8/29(日)

ワ
ー
ク
ル
ー
ム

川崎保育園　作品展

9/4（土）
1回目 13:30
2回目 17:30

DRUM TAO 
2021年新作舞台「光」
●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

9:00 　9:30 16：30

9:00 　9:30 17：00

7/9（金）
7/22（木・祝）
8/18（水）

第49回市民夏季大学
●3講座共通券 全席自由
　一般 2,500円 学生 2,000円
　障がい者 1,000円 高校生以下無料

ピティナピアノコンペティション
周南地区予選

フジコ・ヘミング ピアノリサイタル11（日）

周南地区吹奏楽連盟
サマーコンサート25（日） ０834-28-0026

（山近）

7/3（土）
18:00

HY HANAEMI 
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

2021.07.01 2021.07.01

林忠彦記念室 「東海道　後期」

周南安全運転
管理者協議会

周南地区吹奏楽連盟

０９０-3177-8370
（細山田）モンテカント音楽院

7/11（日）
14:00

［振替公演］

フジコ・ヘミング
ピアノリサイタル
●全席指定 S席 10,000円　
　　　　　A席 　8,000円
※未就学児童入場不可

関係者

関係者

会員制
田村千晶作品展 「微かな交信」

かす

０８３4-２２-８７８７
（周南市文化会館）

6/30（水）  
～11(日)

ワークルーム無　料

開催延期

展示室
1・2・3

こもれび保育園　作品展14（水）～  
8/9(月・振休)

～8/22(日)

「風を感じて」～8/29(日)

０８３４-２１-７０９７周南市民劇場31（土） 周南市民劇場｢音楽劇 消えた海賊｣
東京演劇アンサンブル 15:00  15:30  17:20

関係者 10:00  10:30  16:00

周南市文化振興財団13:30  14:00  16:00 S席：10,000円
A席：　8,000円

０83-973-1578
(藤原)

9/19（日）
15:00

手嶌葵Concert 2021
●全席指定 
　S席 6,000円  A席 5,000円
※未就学児童入場不可

9/18（土）
18:00

aiko Live Tour 
Love Like Pop vol.22
※文化会館での発売はありません

9/5（日）
17:00

［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～
※文化会館での発売はありません

周南市文化会館2 周南市文化会館 3周南市文化会館 3



周南市文化会館 〈休館日：今月は7日、21日〉 〒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

光市民ホール

山口市民会館
7/18（日）
15:00～20:00

やまぐちジャズフェスタ２０２１
●一　般 2,000円  
　学　生 1,500円
※当日500円高

KDDI維新ホール
7/11（日）
17:00

ORANGE RANGE
20周年ライブ

「一日千秋“楽”」
●全席指定　　5,000円
　親子席指定 大人5,000円　
　　　　　　　小人2,000円
※親子席は3歳以上小学生以下の
　お子様とその保護者が対象

山口県立美術館
7/8（木）～
8/29（日）

小村雪岱スタイル
～江戸の粋から東京モダンへ～
●一　般 　　１,１００円 
　シニア・学生 ９００円
※シニアは７０歳以上 ※１８歳以下無料

8/14（土）～
9/5（日）
※8/16（月）は休館日
10:00～17:00
企画展示ホール

光のラビリンス
～光と遊ぶ超体感型ミュージアム～
※0歳から入場可能 ※3歳以上のお子様は要チケット
●一般 1,000円  学生 500円
※学生券は25歳以下の学生

シンフォニア岩国
7/9（金）
19:00

東京バレエ団〈HOPE JAPAN2021〉
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

8/22（日）
15:00

獺祭Presents 日本センチュリー　
交響楽団 岩国特別演奏会　
●全席指定　S席 5,000円(2,500円)
　　　　　　　A席 4,000円(2,000円)　
※( )は25歳以下の学生 ※未就学児入場不可

9/5（日）
14:00

アフタヌーンコンサートVol.6
「黒田鈴尊・LEO 尺八＆箏 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

周南市郷土美術資料館・尾崎正章記念館 〒746-0034 山口県周南市富田永源(TOSOH PARK 永源山内） ℡.0834-62-3119
〈月曜休館〉

企
画
展

常
設
展

会 期 入 場 料 会 場 開 場 終 了 主 催 者 連 絡 先

展示室
(中･小)

展示室
(大)

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

＊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

(　)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＊

　一般 200円（160円） 
学生等 100円（80円）

周南市美術博物館
7/16（金）～
8/29（日）

キューガーデン　
英国王室が愛した花々
●一　般1,000円　
　大学生700円
※18歳以下無料
※文化会館での発売は7/15（木）まで

スターピアくだまつ
9/4（土）
18:30

劇団四季ザ・ブリッジ～歌の架け橋～
◎一般発売6/29（火）
●全席指定 S席 9,900円  A席 6,600円

10/16（土）
15:00

ズーラシアンブラス
「音楽の絵本」たてがみの騎士
◎一般発売7/21（水）
●全席指定 一般 3,000円
　　　　　学生 1,000円
※学生券は25歳以下の学生 
※0歳から入場可能
※3歳未満のお子様はひざ上鑑賞無料。
　但しお席が必要な場合は要チケット。

7/3（土）
13:30

コジ・ファン・トゥッテ 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

イベントインフォメーション EVENT INFORMATION 2021.7

＊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。

会 期 入 場 料催 物 名 開 場 終 了 主 催 者 連 絡 先
〒745-0006 山口県周南市花畠町10-16 ℡.0834-22-8880

会 場

展示室
3

展示室
4

展示室
5

周南市美術博物館 0834-22-8880 １７:００
入館は16:30まで9:30

〈月曜休館〉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。 最新の情報はホームページでご確認ください。

3（土）

2（金）

4（日）

HY　HANAEMI TOUR ２０２１（延期）

防府市地域交流センター（アスピラート）
7/11（日）
1回目 13:30
2回目 16:30
2Fリハーサル室

音楽セミナー/
田中雅弘の音楽旅日記X IX
●全席自由　1,000円　
※未就学児童入場不可

9/4（土）
15:00

音楽セミナー/ヴァイオリンを語る～
華麗な花形楽器 500年の歴史と魅力
●全席自由　1,000円　
※未就学児童入場不可

11/6（土）
15:00
3F音楽ホール

澤和樹＆蓼沼恵美子
with Premium Artist
～チェロの巨匠、アラン・ムニエ氏を迎えて
◎一般発売7/31（土）
●全席指定 
　一　　　般 4,000円  
　高校生以下 2,000円
※未就学児童入場不可

「キューガーデン」の観覧券で
常設展も無料でご覧いただけます。（7/16～8/29まで）

企
画
展

常
設
展

9/17（金）
18:30

葉加瀬太郎 
コンサートツアー2021
◎会員発売8/1（日） ◎一般発売8/7（土）
●全席指定 8,800円
※小学生以上有料（未就学児童入場可）

9/12（日）
16:00

森高千里「この街」
TOUR 2020-2022
◎会員発売7/22（木・祝） ◎一般発売7/24（土）
●全席指定 8,800円
※３歳以下膝上無料　

8/1（日）
1回目 10:00
2回目 14:00

トロピカル～ジュ！
プリキュア　
ドリームステージ♪
●全席指定 
　S席 3,800円  A席 3,500円
※３歳未満膝上鑑賞無料　

10/16（土）
1回目 11:30
2回目 15:30

中村勘九郎 中村七之助　
錦秋特別公演 2021
◎会員発売7/22（木・祝） ◎一般発売7/25（日）
●全席指定
　錦秋グッズ付き席 9,300円　
　S 席 8,800円　A席 7,800円
　B席 5,000円
※未就学児童入場不可

9/26（日）
13:00

神田松之丞改メ 六代目
神田伯山襲名 真打披露公演
◎会員発売7/10（土） ◎一般発売7/17（土）
●全席指定 4,800円
※未就学児童入場不可

12/19（日）
15:00

久石譲指揮　
日本センチュリー交響楽団 特別演奏会 
オール久石プログラム
◎会員発売7/11（日） ◎一般発売7/25（日）
●全席指定　S席 9,000円
　A席 8,000円 B席 7,000円
※未就学児童入場不可

8/21（土）
14:00

ロシア・バレエ・ガラ2021
●全席指定 一　　般 6,500円  
　　　　　  障がい者 6,000円

前売券情報 （文化会館事務所で発売中・6月23日現在）℡.0834-22-8787

前売券情報 （文化会館事務所で発売中・6月23日現在）℡.0834-22-8787
周南市文化会館

※　　　　は財団会員割引があります。 ※　　　　は財団会員割引があります。

令和３年度安全運転管理者等講習

キャンディープロモーション
周南市文化振興財団

０82-２49-8334
０８３４-２２-８７８７
(周南市文化会館)

まど･みちおコーナー/徳山の歴史

(　)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＊

　　一般 200円（160円） 
大学生等 100円（80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＊

　一般 1,100円（1,000円） 
大学生 　800円（　700円）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

～7/4(日) コレクション展 「やさしい時間」

～9/30(木)

16（金）～  
8/29(日)

ワ
ー
ク
ル
ー
ム

川崎保育園　作品展

9/4（土）
1回目 13:30
2回目 17:30

DRUM TAO 
2021年新作舞台「光」
●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

9:00 　9:30 16：30

9:00 　9:30 17：00

7/9（金）
7/22（木・祝）
8/18（水）

第49回市民夏季大学
●3講座共通券 全席自由
　一般 2,500円 学生 2,000円
　障がい者 1,000円 高校生以下無料

ピティナピアノコンペティション
周南地区予選

フジコ・ヘミング ピアノリサイタル11（日）

周南地区吹奏楽連盟
サマーコンサート25（日） ０834-28-0026

（山近）

7/3（土）
18:00

HY HANAEMI 
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

2021.07.01 2021.07.01

林忠彦記念室 「東海道　後期」

周南安全運転
管理者協議会

周南地区吹奏楽連盟

０９０-3177-8370
（細山田）モンテカント音楽院

7/11（日）
14:00

［振替公演］

フジコ・ヘミング
ピアノリサイタル
●全席指定 S席 10,000円　
　　　　　A席 　8,000円
※未就学児童入場不可

関係者

関係者

会員制
田村千晶作品展 「微かな交信」

かす

０８３4-２２-８７８７
（周南市文化会館）

6/30（水）  
～11(日)

ワークルーム無　料

開催延期

展示室
1・2・3

こもれび保育園　作品展14（水）～  
8/9(月・振休)

～8/22(日)

「風を感じて」～8/29(日)

０８３４-２１-７０９７周南市民劇場31（土） 周南市民劇場｢音楽劇 消えた海賊｣
東京演劇アンサンブル 15:00  15:30  17:20

関係者 10:00  10:30  16:00

周南市文化振興財団13:30  14:00  16:00 S席：10,000円
A席：　8,000円

０83-973-1578
(藤原)

9/19（日）
15:00

手嶌葵Concert 2021
●全席指定 
　S席 6,000円  A席 5,000円
※未就学児童入場不可

9/18（土）
18:00

aiko Live Tour 
Love Like Pop vol.22
※文化会館での発売はありません

9/5（日）
17:00

［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～
※文化会館での発売はありません

周南市文化会館2 周南市文化会館 3周南市文化会館 3



【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＞

【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：62039＞（チケットぴあ）0570-02-9999＜Pコード：198-252＞

【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：61853>（チケットぴあ）<Ｐコード：506-687>

【 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（ ロ ー ソン チ ケット）<Ｌコ ード：
61935>https://l-tike.com/kinshu2021/（チケットぴあ）0570-02-9999<Ｐコード：507-144>https://w.pia.jp/t/kinshu2021/

【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）http://l-tike.com/＜Lコード：62184＞（チケットぴあ）http://t.pia.jp/＜Pコード：199-309＞

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”

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

周南市文化会館（土）
1回目１3：3０　
2回目１7：3０9/4

◎お問合せ　ＴＡＯ山口公演事務局　　０８３－２８７－０９１９
周南市文化会館　　０８３４－２２－８７８７

ＤＲＵＭ ＴＡＯＤＲＵＭ ＴＡＯ
2021年
新作舞台「光」　
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

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

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

【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〉

周南市文化会館（日）１4：0０7/11

◎お問合せ　周南市文化会館　　０８３４－２２－８７８７

周南市文化会館
●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。

●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。

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】

【一般発売について】

フジコ・ヘミング 
ピアノリサイタル
フジコ・ヘミング 
ピアノリサイタル

　フジコさんの演奏会が３ヶ月遅れで開催されます。昨年から
のコロナの影響で延期・中止公演が当たり前のようになった
日常が悲しい限りではありますが、フジコさんがこれまでに歩ん
できた足跡を辿っていくと戦争や聴力を失うという壮絶な歳月
が浮かび上がる中、フジコさん自身の音色を築き上げて来た
ことでNHKのドキュメント番組に放映され脚光を浴びることに
なりました。２年ぶり４回目の魂の
演奏をぜひお聴きください。

　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！

全席指定　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

【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＞

周南市文化会館（日）１5：0０9/19

◎お問合せ　周南市文化会館　　０８３４－２２－８７８７

（日）8/1
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

【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

1回目１0：0０　
2回目１4：0０

◎お問合せ　劇団飛行船　０6－6364－3769
周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

©ABC-A・東映アニメーション

プリキュアがみんなの
まちにやってくる！
プリキュアがみんなの
まちにやってくる！

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

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

プログラム

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。

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）
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

特
　典

トロピカル～ジュ！プリキュア　
ドリームステージ♪
トロピカル～ジュ！プリキュア　
ドリームステージ♪ 手嶌葵

 Concert 2021
手嶌葵
 Concert 2021

　「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（日）12/19

◎お問合せ　周南市文化会館　　０８３４－２２－８７８７

久石譲久石譲 指揮指揮
日本センチュリー交響楽団
特別演奏会 オール久石プログラム
日本センチュリー交響楽団
特別演奏会 オール久石プログラム

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

１5：0０
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）

　4月に日本センチュリー交響楽団首席客演指揮者に就任した
久石譲が、ついに山口県周南市へ初上陸します。久石作品を
贅沢に堪能できる「オール久石プログラム」でお贈りします。

「Symphonic Suite Castle in the Sky」では、不朽の名作
『天空の城ラピュタ』の感動的な世界が蘇ります。財団設立40
周年の節目に開催する特別な演奏会を
どうぞご期待ください！

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

＊プログラム＊

全席指定　8,800円　※４歳以上有料。３歳以下無料（膝の上での鑑賞可）
◎会員発売7／22(木・祝） ◎一般発売7／24（土）

周南市文化会館（日）１6：0０9/12

◎お問合せ　周南市文化会館　　０８３４－２２－８７８７
ｙａｂ山口朝日放送　　０８３－933－1111

森高千里 「この街」 
 TOUR 2020-22
森高千里 「この街」 
 TOUR 2020-22
　昨年６月からスタートする予定であったツ
アーもコロナの影響で延期・中止をせざるを
得ない状況になり、当館の１月公演も延期され
ましたが、やっと５月からツアーをスタートさせ当館にも２８年ぶり３回目
の公演が決まりました。待ちに待った公演を楽しみにお待ちください。

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）

周南市文化会館
（日）１3：0０9/26

◎お問合せ　周南市文化会館　　０８３４－２２－８７８７
ｙａｂ山口朝日放送　　０８３－933－1129

神田松之丞改メ 六代目神田伯山襲名 
真打披露公演
神田松之丞改メ 六代目神田伯山襲名 
真打披露公演
今、爆発的な人気の
講談師'神田伯山'の
襲名と真打披露公演！

今、爆発的な人気の
講談師'神田伯山'の
襲名と真打披露公演！

錦秋グッズ付き席 9,300円　S席 8,800円　A席 7,800円　B席 5,000円
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。 
◎会員発売7／22(木・祝） ◎一般発売7／25（日）

（土）10/16

◎お問合せ　周南市文化会館　　０８３４－２２－８７８７
サンライズプロモーション東京　　０570－00－3337

周南市文化会館

　昨年予定していた錦秋特別公演２０２０
がコロナの影響で全て中止となり、楽しみ
にお待ちの皆様方には大変残念な事でし
たが、今回錦秋特別公演２０２１として演目
も変え、中村屋一門が周南に帰ってきます！

中村勘九郎 中村七之助 
錦秋特別公演 ２０２１
中村勘九郎 中村七之助 
錦秋特別公演 ２０２１

1回目１1：3０　
2回目１5：3０

神田伯山 三遊亭遊雀 三遊亭萬橘

神田松鯉 神田阿久鯉

一、浦島 ……………………
二、甦大宝春日龍神 ………

三、アフタートークコーナー

一、浦島 ……………………
二、甦大宝春日龍神 ………

三、アフタートークコーナー

中村鶴松
村の男 田吉 実は猿澤の龍神　中村 勘九郎
村の女 宮子 実は猿澤の龍女　中村 七之助
明 恵 上 人…中村 いてう
村の女 松子…中村 仲四郎（昼）
村の男 太郎…中村 仲助（夜）
村の女 花子…中村 仲之助（昼）
　　　　　　 中村 仲弥（夜）
中村勘九郎、中村七之助、中村鶴松

中村鶴松
村の男 田吉 実は猿澤の龍神　中村 勘九郎
村の女 宮子 実は猿澤の龍女　中村 七之助
明 恵 上 人…中村 いてう
村の女 松子…中村 仲四郎（昼）
村の男 太郎…中村 仲助（夜）
村の女 花子…中村 仲之助（昼）
　　　　　　 中村 仲弥（夜）
中村勘九郎、中村七之助、中村鶴松

演

　目

むら おとこ たきち じつ さるさわ りゅうじん

むら

み ょう え しょう に ん

むら

むら

おんな

おんな

まつこ

むら おとこ たろう

はなこ

おんな みやこ じつ さるさわ りゅうじょ

よみがえるたいほうかすがりゅうじん

周南市文化会館4 周南市文化会館 3周南市文化会館 5

2021.07.01 2021.07.01

延期
公演

18:00～21:00 （2時間制）※雨天の場合はホール営業

まで
7・8月は㊍㊎㊏ 9月は㊎㊏の営業となります

が使えます
やまぐち食事券9 25 土



【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＞

【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：62039＞（チケットぴあ）0570-02-9999＜Pコード：198-252＞

【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：61853>（チケットぴあ）<Ｐコード：506-687>

【 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（ ロ ー ソン チ ケット）<Ｌコ ード：
61935>https://l-tike.com/kinshu2021/（チケットぴあ）0570-02-9999<Ｐコード：507-144>https://w.pia.jp/t/kinshu2021/

【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）http://l-tike.com/＜Lコード：62184＞（チケットぴあ）http://t.pia.jp/＜Pコード：199-309＞

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”

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

周南市文化会館（土）
1回目１3：3０　
2回目１7：3０9/4

◎お問合せ　ＴＡＯ山口公演事務局　　０８３－２８７－０９１９
周南市文化会館　　０８３４－２２－８７８７

ＤＲＵＭ ＴＡＯＤＲＵＭ ＴＡＯ
2021年
新作舞台「光」　
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

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

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

【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〉

周南市文化会館（日）１4：0０7/11

◎お問合せ　周南市文化会館　　０８３４－２２－８７８７

周南市文化会館
●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。

●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。

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】

【一般発売について】

フジコ・ヘミング 
ピアノリサイタル
フジコ・ヘミング 
ピアノリサイタル

　フジコさんの演奏会が３ヶ月遅れで開催されます。昨年から
のコロナの影響で延期・中止公演が当たり前のようになった
日常が悲しい限りではありますが、フジコさんがこれまでに歩ん
できた足跡を辿っていくと戦争や聴力を失うという壮絶な歳月
が浮かび上がる中、フジコさん自身の音色を築き上げて来た
ことでNHKのドキュメント番組に放映され脚光を浴びることに
なりました。２年ぶり４回目の魂の
演奏をぜひお聴きください。

　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！

全席指定　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

【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＞

周南市文化会館（日）１5：0０9/19

◎お問合せ　周南市文化会館　　０８３４－２２－８７８７

（日）8/1
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

【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

1回目１0：0０　
2回目１4：0０

◎お問合せ　劇団飛行船　０6－6364－3769
周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

©ABC-A・東映アニメーション

プリキュアがみんなの
まちにやってくる！
プリキュアがみんなの
まちにやってくる！

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

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

プログラム

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。

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）
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

特
　典

トロピカル～ジュ！プリキュア　
ドリームステージ♪
トロピカル～ジュ！プリキュア　
ドリームステージ♪ 手嶌葵

 Concert 2021
手嶌葵
 Concert 2021

　「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（日）12/19

◎お問合せ　周南市文化会館　　０８３４－２２－８７８７

久石譲久石譲 指揮指揮
日本センチュリー交響楽団
特別演奏会 オール久石プログラム
日本センチュリー交響楽団
特別演奏会 オール久石プログラム

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

１5：0０
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）

　4月に日本センチュリー交響楽団首席客演指揮者に就任した
久石譲が、ついに山口県周南市へ初上陸します。久石作品を
贅沢に堪能できる「オール久石プログラム」でお贈りします。

「Symphonic Suite Castle in the Sky」では、不朽の名作
『天空の城ラピュタ』の感動的な世界が蘇ります。財団設立40
周年の節目に開催する特別な演奏会を
どうぞご期待ください！

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

＊プログラム＊

全席指定　8,800円　※４歳以上有料。３歳以下無料（膝の上での鑑賞可）
◎会員発売7／22(木・祝） ◎一般発売7／24（土）

周南市文化会館（日）１6：0０9/12

◎お問合せ　周南市文化会館　　０８３４－２２－８７８７
ｙａｂ山口朝日放送　　０８３－933－1111

森高千里 「この街」 
 TOUR 2020-22
森高千里 「この街」 
 TOUR 2020-22
　昨年６月からスタートする予定であったツ
アーもコロナの影響で延期・中止をせざるを
得ない状況になり、当館の１月公演も延期され
ましたが、やっと５月からツアーをスタートさせ当館にも２８年ぶり３回目
の公演が決まりました。待ちに待った公演を楽しみにお待ちください。

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）

周南市文化会館
（日）１3：0０9/26

◎お問合せ　周南市文化会館　　０８３４－２２－８７８７
ｙａｂ山口朝日放送　　０８３－933－1129

神田松之丞改メ 六代目神田伯山襲名 
真打披露公演
神田松之丞改メ 六代目神田伯山襲名 
真打披露公演
今、爆発的な人気の
講談師'神田伯山'の
襲名と真打披露公演！

今、爆発的な人気の
講談師'神田伯山'の
襲名と真打披露公演！

錦秋グッズ付き席 9,300円　S席 8,800円　A席 7,800円　B席 5,000円
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。 
◎会員発売7／22(木・祝） ◎一般発売7／25（日）

（土）10/16

◎お問合せ　周南市文化会館　　０８３４－２２－８７８７
サンライズプロモーション東京　　０570－00－3337

周南市文化会館

　昨年予定していた錦秋特別公演２０２０
がコロナの影響で全て中止となり、楽しみ
にお待ちの皆様方には大変残念な事でし
たが、今回錦秋特別公演２０２１として演目
も変え、中村屋一門が周南に帰ってきます！

中村勘九郎 中村七之助 
錦秋特別公演 ２０２１
中村勘九郎 中村七之助 
錦秋特別公演 ２０２１

1回目１1：3０　
2回目１5：3０

神田伯山 三遊亭遊雀 三遊亭萬橘

神田松鯉 神田阿久鯉

一、浦島 ……………………
二、甦大宝春日龍神 ………

三、アフタートークコーナー

一、浦島 ……………………
二、甦大宝春日龍神 ………

三、アフタートークコーナー

中村鶴松
村の男 田吉 実は猿澤の龍神　中村 勘九郎
村の女 宮子 実は猿澤の龍女　中村 七之助
明 恵 上 人…中村 いてう
村の女 松子…中村 仲四郎（昼）
村の男 太郎…中村 仲助（夜）
村の女 花子…中村 仲之助（昼）
　　　　　　 中村 仲弥（夜）
中村勘九郎、中村七之助、中村鶴松

中村鶴松
村の男 田吉 実は猿澤の龍神　中村 勘九郎
村の女 宮子 実は猿澤の龍女　中村 七之助
明 恵 上 人…中村 いてう
村の女 松子…中村 仲四郎（昼）
村の男 太郎…中村 仲助（夜）
村の女 花子…中村 仲之助（昼）
　　　　　　 中村 仲弥（夜）
中村勘九郎、中村七之助、中村鶴松

演

　目

むら おとこ たきち じつ さるさわ りゅうじん

むら

み ょう え しょう に ん

むら

むら

おんな

おんな

まつこ

むら おとこ たろう

はなこ

おんな みやこ じつ さるさわ りゅうじょ

よみがえるたいほうかすがりゅうじん

周南市文化会館4 周南市文化会館 3周南市文化会館 5

2021.07.01 2021.07.01

延期
公演

18:00～21:00 （2時間制）※雨天の場合はホール営業

まで
7・8月は㊍㊎㊏ 9月は㊎㊏の営業となります

が使えます
やまぐち食事券9 25 土



周南市文化会館6 周南市文化会館 3周南市文化会館 7

2021.07.01 2021.07.01

＊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。

ロビー、廊下での集会等は
ご遠慮ください。

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

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。）

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。

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。

◎お問合せ 周南市民劇場 T E L 0834－21－7097
FAX 0834－21－7093

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。）
周南市文化会館（土）１5：3０7/31

　徴兵逃れの若者たちが集まる港町。彼らはどこの国にも属さない、独立自営
の自由な海賊を創りだした。それは、男も女も出入り自由、命令系のない、人殺
しをしない、前代未聞の恐ろしい海賊。実在の海賊をモデルに書きあげた広渡
常敏の21世紀のユートピア論。今を生きる若者たちとともに。

俺たちは海賊をつくる　
恐ろしい海賊をつくる

◆原案：堀田善衛　◆作：広渡常敏　
◆音楽：林　光　　◆構成・演出：公家義徳　
◆出演：雨宮大夢・永野愛理・原口久美子　ほか

周南市文化会館 リハーサル室
（日）8/29

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　※各回50名様までとなります

【プレイガイド】（周南）文化会館

午前公演10:30（10時開場） 
午後公演13:30（13時開場）

◎お問合せ　周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

０歳０歳

＊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）

＊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）

©Tomoko Takai
上野美科：ヴァイオリン 足立智子：フルート 夏川順子：ピアノ

プログラム

Part 5Part 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。

から楽しむコンサートから楽しむコンサート ～パパもママもみんな一緒に～ ～パパもママもみんな一緒に～ 

舞台・照明・音響講座舞台・照明・音響講座

無料　定員：先着100名程度　

14：0０～16：0０
周南市文化会館 大ホール

（土）8/21

◎お申込み・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

　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：台本制作のワークショップ
　　　制作した台本を用いた照明体験など

周南市民劇場

東京演劇アンサンブル東京演劇アンサンブル










