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令和3年度文化会館プログラム 今月発売！今月発売！

好評発売中好評発売中

◆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。

●ムノツィル・ブラス
　▶11／28（日） １4：００

●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

周南市文化会館（土）１7：0０11/13

◎お問合せ　ユニオン音楽事務所　０８2－２47－6111
周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

全席指定　6,800円　※未就学児童入場不可
◎会員発売9／26(日） ◎一般発売10／2（土）

周南市文化会館（土）１5：0０12/18

◎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

指定席 2,000円　2階自由席 1,500円　
※未就学児童入場不可

周南市文化会館
（日）１4：0０10/31

◎お問合せ 周南市文化会館 ０８３４－２２－８７８７

クイズ王 伊沢拓司 
講演会
クイズ王 伊沢拓司 
講演会
～「楽しい」から始まる学び～～「楽しい」から始まる学び～

発売中

振替公演

●葉加瀬太郎
　コンサートツアー２０２１ SONGBOOK
　▶9／17（金） １8：3０

発売中●手嶌葵 Concert 2021
　▶9／19（日） １5：００

●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

●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

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/

【 文化会館 】山口県周南市徳山5854－41（0834－22－8787）http://s-bunka.jp/bunka/
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しゅうなん・文化財団

発売中

発売中

発売中

完　売●久石譲 指揮 
　日本センチュリー交響楽団
　▶12／19（日） １5：００

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

●森高千里
　「この街」TOUR 2020-22
　▶9／12（日） １6：００

発売中

発売中●玉置浩二Concert Tour 2021 
　故郷楽団～ Chocolate Cosmos
　▶10／8（金） １8：００

発売中●クイズ王 伊沢拓司講演会  
　～「楽しい」から始まる学び～
　▶10／31（日） １4：００

今月会員発売●高嶋ちさ子 
　12人のヴァイオリニスト
　▶12／18（土） １5：００
　◎会員発売9／26（日） ◎一般発売10／2（土） 

発売中●2021 グランドオペラフェスティバル
　in Japan アドリアーナ・ルクヴルール
　▶10／13（水） １8：００

来月発売 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

（土）
1回目１1：3０　
2回目１5：3０

10/16

周南市文化会館

◎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

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。 

12人のヴァイオリニスト コンサートツアー202112人のヴァイオリニスト コンサートツアー2021

高嶋ちさ子高嶋ちさ子

絢 香絢 香 15th Anniversary Tour 202115th Anniversary Tour 2021
～もっといい日に～～もっといい日に～

今月発売●絢香 15th Anniversary Tour 2021  
　～もっといい日に～
　▶11／13（土） １7：００
　◎会員発売9／19（日） ◎一般発売9／25（土） 

全席指定　8,800円　
※未就学児童入場不可　お1人様4枚まで
◎会員発売9／19(日） ◎一般発売9／25（土）

来月発売！来月発売！

全席指定　5,500円　
※財団会員3００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

（日）11/28
ムノツィル・ブラスムノツィル・ブラス

周南市文化会館１4：0０

【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：61741＞（チケットぴあ）
http://t.pia.jp/＜Pコード：200-433＞（イープラス）http://eplus.jp/

【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：62541＞（チケットぴあ）
http://t.pia.jp/＜Pコード：199-750＞（イープラス）http://eplus.jp/



周南市文化会館 〈休館日：今月は1日、15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

各
室

催　　　物　　　名 開 場 終 了 主 催 者 連 絡 先

LIVE HOUSE Gumbo
9/5（日）
18:00

池田聡 弾き語りワンマンぶらりツアー徳山
●全席自由 4,500円（要drinkオーダー）

岩国市民文化会館
11/27（土）
14:00

十年十色 藤原道山×SINSKE
◎一般発売9/6（月）
●全席指定 4,000円（当日500円高）
※未就学児童入場不可

9/5（日）まで
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
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 ※ただし9/20開館、9/21休館。展示替え等のため8/30～9/10まで休館〉

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
(小)

展示室
(大･中) 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）

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～
●全席指定 S席 9,900円  A席 6,600円

10/15（金）
18:30

倭－YAMATO 日本ツアー2021 山口公演
●全席指定 大人 5,000円  
　　中学生以下 3,000円
※4歳以上有料（３歳以下入場不可）

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
●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。

イベントインフォメーション EVENT INFORMATION 2021.9

＊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
4

展示室
１・２

周南市
●運営全般に関する事
　0834-22-8622
●作品・展示に関する事
　0834-22-8880

周南市美術博物館 0834-22-8880

周南書道連盟 090-3748-6665

 １７:００
入館は16:30まで

 １７:００
入館は16:30まで

（最終日は15：30終了）

9:30

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。

防府市地域交流センター（アスピラート）
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
●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

10/8（金）
19:00
3F音楽ホール

元気やまぐち創造プロジェクト ヴィヴァルディ四季
●全席指定　一般 3,000円　学生 1,500円
※学生券は25歳以下の学生
※未就学児童入場不可

企
画
展

常
設
展

そ
の
他
の
展
覧
会

10/8（金）
18:00

玉置浩二 Concert Tour 2021 
故郷楽団～Chocolate cosmos
●全席指定 9,900円
※4歳未満入場不可
　（4歳以上チケット必要）

10/13（水）
18:00

2021 グランドオペラ
フェスティバル in Japan
 「アドリアーナ・ルクヴルール」
●全席指定 
　S 席 7,000円　A席 5,000円　
　B席 3,000円（学生席1,000円）
※学生席の取扱いは文化会館のみ
　（小学生～大学生まで対象） 
※未就学児童入場不可

10/31（日）
14:00

クイズ王 伊沢拓司講演会　
～「楽しい」から始まる学び～
●指定席 　　2,000円 
　2階自由席 1,500円
※未就学児童入場不可

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
●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

周東パストラルホール
9/25（土）
14:00

奥井紫麻 ピアノリサイタル
●全席指定 一般 3,000円  
　　 高校生以下 1,500円
※未就学児童入場不可

10/17（日）
14:00

シージャ・イ・メサ
フラメンコ リサイタル
●全席指定 一般 2,000円  
　　 高校生以下 1,000円
※未就学児童入場不可

SS席：7,700円
S席：6,700円

(当日5００円UP）
12:30 13:30  15:30
16:30 17:30  19:304（土） DRUM TAO

２０２１年新作舞台「光」

前売券情報 （文化会館事務所で発売中・8月24日現在）℡.0834-22-8787

前売券情報 （文化会館事務所で発売中・8月24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。

(　)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）～9/30(木)

ワ
ー
ク
ル
ー
ム

新南陽高等学校　作品展

9/17（金）
18:30

葉加瀬太郎 コンサート
ツアー2021 SONGBOOK
●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
●全席指定 8,800円
※３歳以下膝上無料　

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

林忠彦記念室 「東海道 後期」

第17回 周南書道連盟展

第19回周南市美術展
（前期）平面・立体
第19回周南市美術展

（後期）書・写真

林忠彦写真展 「日本の画家」

4（土）～
7（火）

会 場入 場 料

ワークルーム無　料

無　料

無　料 展示室
1・2・3

尾崎正章常設展 「絵になる人」

西陣美術織伊藤若冲展

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

2021.09.01 2021.09.01

〈月曜休館 ※ただし9/20開館、9/21休館〉

西陣美術織全国巡回展
実行委員会 ０72-808-222310:00   17:00

（7日は16:00まで）
地下展示室無料

18（土）～ 
20（月・祝） 住まいのリフォーム博 住友不動産株式会社 ０833-45-022210:00   17:00３階展示室無料

サイエンス周南 周南市教育委員会学校
教育課 ０834-22-8543３階展示室関係者

23（木・祝） 第５回「藤園忌俳句」表彰式・
坪内稔典（選者）記念講演会（開演 １４：００） 児玉源太郎顕彰会 ０834-22-819013:30   16:00３階展示室無料

26（日） 益田正洋ギターコンサート in 山口
（開演 １４:００） 山口県ギター音楽協会 ０９０-６8３８-２９５４

（塩田）13:30   16:00リハーサル室大人 3,000円
学生 1,000円

ウィッグ（かつら）展示即売会 株式会社 ユキ ０52-459-703010:00   16:00地下展示室無料

9（木）
10（金）

25（土）
26（日）

秋の宝飾展 株式会社山口井筒屋 ０83-902-111111:00   18:00
10:00   17:00３階展示室無料

5（日）

10（金）

バイオリン・フルート・ピアノ発表会 ポップス川上 ０834-31-0012リハーサル室関係者

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
●全席指定 4,800円
※未就学児童入場不可

10/2（土）
14:00

内館牧子
チャリティ講演会
●全席自由 1,500円

11/13（土）
17:00

絢香 15th Anniversary 　
Tour 2021 ～もっといい日に～
◎会員発売9/19（日） 
◎一般発売9/25（土）
●全席指定 8,800円
※未就学児童入場不可

12/18（土）
15:00

高嶋ちさ子 
12人のヴァイオリニストコンサートツアー２０２１
◎会員発売9/26（日） 
◎一般発売10/2（土）
●全席指定 6,800円
※未就学児童入場不可

０８2-249-3571夢番地
指定席 親子チケット

（親と子供それぞれチケット必要）
7,800円

5（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 預け一番～』 16:00  17:00  19:00

０８2-249-8334キャンディープロモーション

周南市文化振興財団

18（土） aiko
Live Tour Love Like Pop vol.22 17:00  18:00  20:00

全席指定
8,800円12（日） 森高千里

「この街」TOUR 2020-22 15:00  16:00  17:20

文化を楽しむ会 無料

全席指定
6,800円

０８34-22-8840周南市立岐陽中学校25（土） 周南市立岐陽中学校 吹奏楽部
第44回 定期演奏会 13:30  14:00  16:00関係者

『文化を楽しむ会』
実行委員会事務局11（土） 　9:30  10:00  16:00 ０90-3881-5276

（長谷川）

手嶌葵 Concert 2021 S席  6,000円
A席  5,000円19（日） 14:30  15:00  17:00 ０８３4-２２-８７８７

（周南市文化会館）

9/15（水）～  
10/10(日)

9/10（金）～  
9/12(日)

10/13（水）～
10/24(日)

9/29（水）～  
10/10(日)

展示室
5まど･みちおコーナー/徳山の歴史

9/11（土）～  
11/21(日)

9/11（土）～  
11/14(日)

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
●全席指定　S席 9,000円 A席 8,000円 B席 7,000円
　SOLDOUT
※未就学児童入場不可

TAO山口公演事務局
周南市文化振興財団

０８３-２87-0919
０８３4-２２-８７８７

（周南市文化会館）

ｙａｂ山口朝日放送
周南市文化振興財団

０８３-933-1111
０８３4-２２-８７８７

（周南市文化会館）

全席指定
4,800円26（日） 神田松之丞改メ 六代目神田伯山

真打披露公演 12:00  13:00  15:00
ｙａｂ山口朝日放送
周南市文化振興財団

０８３-933-1129
０８３4-２２-８７８７

（周南市文化会館）

全席指定
8,800円17（金） 葉加瀬太郎 コンサートツアー2021

SONGBOOK 17:45  18:30  20:30
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）
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周南市文化会館 〈休館日：今月は1日、15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

各
室

催　　　物　　　名 開 場 終 了 主 催 者 連 絡 先

LIVE HOUSE Gumbo
9/5（日）
18:00

池田聡 弾き語りワンマンぶらりツアー徳山
●全席自由 4,500円（要drinkオーダー）

岩国市民文化会館
11/27（土）
14:00

十年十色 藤原道山×SINSKE
◎一般発売9/6（月）
●全席指定 4,000円（当日500円高）
※未就学児童入場不可

9/5（日）まで
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
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 ※ただし9/20開館、9/21休館。展示替え等のため8/30～9/10まで休館〉

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
(小)

展示室
(大･中) 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）

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～
●全席指定 S席 9,900円  A席 6,600円

10/15（金）
18:30

倭－YAMATO 日本ツアー2021 山口公演
●全席指定 大人 5,000円  
　　中学生以下 3,000円
※4歳以上有料（３歳以下入場不可）

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
●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。

イベントインフォメーション EVENT INFORMATION 2021.9

＊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
4

展示室
１・２

周南市
●運営全般に関する事
　0834-22-8622
●作品・展示に関する事
　0834-22-8880

周南市美術博物館 0834-22-8880

周南書道連盟 090-3748-6665

 １７:００
入館は16:30まで

 １７:００
入館は16:30まで

（最終日は15：30終了）

9:30

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。

防府市地域交流センター（アスピラート）
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
●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

10/8（金）
19:00
3F音楽ホール

元気やまぐち創造プロジェクト ヴィヴァルディ四季
●全席指定　一般 3,000円　学生 1,500円
※学生券は25歳以下の学生
※未就学児童入場不可

企
画
展

常
設
展

そ
の
他
の
展
覧
会

10/8（金）
18:00

玉置浩二 Concert Tour 2021 
故郷楽団～Chocolate cosmos
●全席指定 9,900円
※4歳未満入場不可
　（4歳以上チケット必要）

10/13（水）
18:00

2021 グランドオペラ
フェスティバル in Japan
 「アドリアーナ・ルクヴルール」
●全席指定 
　S 席 7,000円　A席 5,000円　
　B席 3,000円（学生席1,000円）
※学生席の取扱いは文化会館のみ
　（小学生～大学生まで対象） 
※未就学児童入場不可

10/31（日）
14:00

クイズ王 伊沢拓司講演会　
～「楽しい」から始まる学び～
●指定席 　　2,000円 
　2階自由席 1,500円
※未就学児童入場不可

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
●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

周東パストラルホール
9/25（土）
14:00

奥井紫麻 ピアノリサイタル
●全席指定 一般 3,000円  
　　 高校生以下 1,500円
※未就学児童入場不可

10/17（日）
14:00

シージャ・イ・メサ
フラメンコ リサイタル
●全席指定 一般 2,000円  
　　 高校生以下 1,000円
※未就学児童入場不可

SS席：7,700円
S席：6,700円

(当日5００円UP）
12:30 13:30  15:30
16:30 17:30  19:304（土） DRUM TAO

２０２１年新作舞台「光」

前売券情報 （文化会館事務所で発売中・8月24日現在）℡.0834-22-8787

前売券情報 （文化会館事務所で発売中・8月24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。

(　)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）～9/30(木)

ワ
ー
ク
ル
ー
ム

新南陽高等学校　作品展

9/17（金）
18:30

葉加瀬太郎 コンサート
ツアー2021 SONGBOOK
●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
●全席指定 8,800円
※３歳以下膝上無料　

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

林忠彦記念室 「東海道 後期」

第17回 周南書道連盟展

第19回周南市美術展
（前期）平面・立体
第19回周南市美術展

（後期）書・写真

林忠彦写真展 「日本の画家」

4（土）～
7（火）

会 場入 場 料

ワークルーム無　料

無　料

無　料 展示室
1・2・3

尾崎正章常設展 「絵になる人」

西陣美術織伊藤若冲展

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

2021.09.01 2021.09.01

〈月曜休館 ※ただし9/20開館、9/21休館〉

西陣美術織全国巡回展
実行委員会 ０72-808-222310:00   17:00

（7日は16:00まで）
地下展示室無料

18（土）～ 
20（月・祝） 住まいのリフォーム博 住友不動産株式会社 ０833-45-022210:00   17:00３階展示室無料

サイエンス周南 周南市教育委員会学校
教育課 ０834-22-8543３階展示室関係者

23（木・祝） 第５回「藤園忌俳句」表彰式・
坪内稔典（選者）記念講演会（開演 １４：００） 児玉源太郎顕彰会 ０834-22-819013:30   16:00３階展示室無料

26（日） 益田正洋ギターコンサート in 山口
（開演 １４:００） 山口県ギター音楽協会 ０９０-６8３８-２９５４

（塩田）13:30   16:00リハーサル室大人 3,000円
学生 1,000円

ウィッグ（かつら）展示即売会 株式会社 ユキ ０52-459-703010:00   16:00地下展示室無料

9（木）
10（金）

25（土）
26（日）

秋の宝飾展 株式会社山口井筒屋 ０83-902-111111:00   18:00
10:00   17:00３階展示室無料

5（日）

10（金）

バイオリン・フルート・ピアノ発表会 ポップス川上 ０834-31-0012リハーサル室関係者

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
●全席指定 4,800円
※未就学児童入場不可

10/2（土）
14:00

内館牧子
チャリティ講演会
●全席自由 1,500円

11/13（土）
17:00

絢香 15th Anniversary 　
Tour 2021 ～もっといい日に～
◎会員発売9/19（日） 
◎一般発売9/25（土）
●全席指定 8,800円
※未就学児童入場不可

12/18（土）
15:00

高嶋ちさ子 
12人のヴァイオリニストコンサートツアー２０２１
◎会員発売9/26（日） 
◎一般発売10/2（土）
●全席指定 6,800円
※未就学児童入場不可

０８2-249-3571夢番地
指定席 親子チケット

（親と子供それぞれチケット必要）
7,800円

5（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 預け一番～』 16:00  17:00  19:00

０８2-249-8334キャンディープロモーション

周南市文化振興財団

18（土） aiko
Live Tour Love Like Pop vol.22 17:00  18:00  20:00

全席指定
8,800円12（日） 森高千里

「この街」TOUR 2020-22 15:00  16:00  17:20

文化を楽しむ会 無料

全席指定
6,800円

０８34-22-8840周南市立岐陽中学校25（土） 周南市立岐陽中学校 吹奏楽部
第44回 定期演奏会 13:30  14:00  16:00関係者

『文化を楽しむ会』
実行委員会事務局11（土） 　9:30  10:00  16:00 ０90-3881-5276

（長谷川）

手嶌葵 Concert 2021 S席  6,000円
A席  5,000円19（日） 14:30  15:00  17:00 ０８３4-２２-８７８７

（周南市文化会館）

9/15（水）～  
10/10(日)

9/10（金）～  
9/12(日)

10/13（水）～
10/24(日)

9/29（水）～  
10/10(日)

展示室
5まど･みちおコーナー/徳山の歴史

9/11（土）～  
11/21(日)

9/11（土）～  
11/14(日)

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
●全席指定　S席 9,000円 A席 8,000円 B席 7,000円
　SOLDOUT
※未就学児童入場不可

TAO山口公演事務局
周南市文化振興財団

０８３-２87-0919
０８３4-２２-８７８７

（周南市文化会館）

ｙａｂ山口朝日放送
周南市文化振興財団

０８３-933-1111
０８３4-２２-８７８７

（周南市文化会館）

全席指定
4,800円26（日） 神田松之丞改メ 六代目神田伯山

真打披露公演 12:00  13:00  15:00
ｙａｂ山口朝日放送
周南市文化振興財団

０８３-933-1129
０８３4-２２-８７８７

（周南市文化会館）

全席指定
8,800円17（金） 葉加瀬太郎 コンサートツアー2021

SONGBOOK 17:45  18:30  20:30
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）

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（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（山口）山口井筒屋（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
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

●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】

　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！

　ソロデビュー２５周年を迎える葉加瀬太郎が、ソロデビュー
から今に繋がる自信のヒット曲の数々を新録。更には未来へ
と向かう葉加瀬太郎のストーリーとなる新曲もレコーディングし作り上げられた
ニューアルバム「ＳＯＮＧＢＯＯＫ」が８月１８日にリリースされ、その全国ツアーが
９月１１日からスタート。周南には公演３日目で２年ぶり１５回目のコンサートを開催
します。お馴染みの顔ぶれで帰ってくるコンサートが今から楽しみです。

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（ローソンチケット）＜Lコード：62489＞（チケットぴあ）
＜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

手嶌葵
 Concert 2021
手嶌葵
 Concert 2021

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）

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

【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/）

全席指定　8,800円　※小学生以上有料（未就学児童入場可）

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・蔦屋書店徳山駅前図書館（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：61586＞（チケットぴあ）0570-02-9999＜Pコード：646-810＞

指定席 2,000円　2階自由席 1,500円　※未就学児童入場不可
周南市文化会館（日）１4：0０10/31

◎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

森高千里 「この街」 
 TOUR 2020-22
森高千里 「この街」 
 TOUR 2020-22
　森高千里が日本全国、 あなたの

「街」にお邪魔します。「私がオバさん
になっても」「渡良瀬橋」「17歳」など
数々のヒット曲を生み出し、今も幅広い
層のファンを魅了し続けている、森高
千里。ヒットソングのオンパレードにどうぞご期待下さい！

全席指定　4,800円　※財団会員3００円引き　※未就学児童入場不可

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

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。 

（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

　中村勘九郎、七之助のふたりが中心となり、中村屋
一門で行う毎年恒例の全国巡業公演で、歌舞伎を観
る機会の少ない地方に「自分たちが全国各地に足を運
び、たくさんの方に歌舞伎を観てもらおう」と２００５年にスタートさせた。昨年はコロナ
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、トークコーナー ………

一、浦島 ……………………
二、甦大宝春日龍神 ………

三、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

2021年新作舞台「光」　2021年新作舞台「光」　

クイズ王 伊沢拓司 講演会クイズ王 伊沢拓司 講演会
～「楽しい」から始まる学び～～「楽しい」から始まる学び～
　私立開成中学校・高等学校、東京大学経済学
部卒業。中学時代より開成学園クイズ研究部に所
属し開成高校時代には、全国高等学校クイズ選
手権史上初の個人２連覇達成。TBSのクイズ番
組「東大王」でもお馴染みの伊沢氏が周南市文
化会館にやってきます！ 2016年に「楽しいから始ま
る学び」をコンセプトに立ち上げたwebメディア『QuizKnock』編集長を
つとめ、2019年には株式会社QuizKnock設立と同時にCEOに就任。
登録者数160万人を越える同YouTubeチャンネルでも精力的に活動
しています。
　チケットをご購入された方には、伊沢氏への質問アンケートを配布し、
公演当日はその中からピックアップして質問にお答えします。コロナ禍で
おうち時間が増えた今、ご自身やお子さまの「学び」についてあらためて
考えてみませんか？

ムノツィル・ブラスムノツィル・ブラス

全席指定　5,500円 ※財団会員3００円引き ※未就学児童入場不可

（日）11/28

◎お問合せ　ユニオン音楽事務所　０８2－２47－6111
周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

絢香絢香 15th Anniversary Tour 202115th Anniversary Tour 2021
～もっといい日に～～もっといい日に～

【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：61741＞
（チケットぴあ）http://t.pia.jp/＜Pコード：200-433＞（イープラス）http://eplus.jp/

全席指定　8,800円　※未就学児童入場不可　お1人様4枚まで
◎会員発売9／19(日） ◎一般発売9／25（土）

【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：62541＞
（チケットぴあ）http://t.pia.jp/＜Pコード：199-750＞（イープラス）http://eplus.jp/

全席指定　6,800円　※未就学児童入場不可
◎会員発売9／26(日） ◎一般発売10／2（土）

取扱期間：2021年4月1日（木）▶2022年3月31日（木）

特別金利特別金利
固定
金利 2.4％2.4％

（保証料含む）

年
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。

特別金利より最大ー0.2％で特別金利より最大ー0.2％で
2.2％2.2％

カーライフ
プラン

1.9％1.9％
カーライフ

リピートプラン
となります

年
利
年
利

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

　デビュー15周年の集大成ともいえるアニ
バーサリーツアーの開催が決定しました。
約2年半ぶりの観客入りステージは、15年
のヒットソングを紡ぐ内容になっています。こ
の節目となるコンサートをホールで聴き入っ
てみませんか。当館には前回のツアー以来
２年７ヶ月ぶりの開催です。

周南市文化会館（土）１7：0０11/13

12人のヴァイオリニスト
コンサートツアー2021
12人のヴァイオリニスト
コンサートツアー2021高嶋ちさ子高嶋ちさ子

周南市文化会館（土）１5：0０12/18

◎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

　2006年ソロデビュー１０周年の時
に企画・プロデュースし１２人のヴァ
イオリニストが誕生。観ても、聴いて
も、美しく、楽しい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華
やかなステージをお楽しみください。

周南市文化会館１4：0０

　世界の有名プロ奏者達が「彼らは凄い…」
と敬服する驚異のブラス・アンサンブル。ウィー
ン音大で学んだ後、ウィーン・フィルやウィーン
響、アーノンクール指揮コンツェルト・ムジクス
等で活躍していた強者達が、全く新しいコン
サートの形を求めて1992年に結成しました。
圧倒的な演奏テクニックと重厚なサウンドを
誇り、目まぐるしく展開される舞台は、ユーモ
アとブラックジョークがたっぷり盛り込まれた
一級品。まさにジャンルを超えた究極のブラ
ス・エンターテインメントです。初来日は2006年、来日を重ねるごとに
ファンは増え、プロ奏者からブラスっ子、大人も子どもも彼らのステージ
に熱狂すること間違いなしです。

周南市文化会館4 周南市文化会館 3周南市文化会館 5

2021.09.01 2021.09.01



【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（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（山口）山口井筒屋（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
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

●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】

　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！

　ソロデビュー２５周年を迎える葉加瀬太郎が、ソロデビュー
から今に繋がる自信のヒット曲の数々を新録。更には未来へ
と向かう葉加瀬太郎のストーリーとなる新曲もレコーディングし作り上げられた
ニューアルバム「ＳＯＮＧＢＯＯＫ」が８月１８日にリリースされ、その全国ツアーが
９月１１日からスタート。周南には公演３日目で２年ぶり１５回目のコンサートを開催
します。お馴染みの顔ぶれで帰ってくるコンサートが今から楽しみです。

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（ローソンチケット）＜Lコード：62489＞（チケットぴあ）
＜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

手嶌葵
 Concert 2021
手嶌葵
 Concert 2021

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）

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

【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/）

全席指定　8,800円　※小学生以上有料（未就学児童入場可）

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・蔦屋書店徳山駅前図書館（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：61586＞（チケットぴあ）0570-02-9999＜Pコード：646-810＞

指定席 2,000円　2階自由席 1,500円　※未就学児童入場不可
周南市文化会館（日）１4：0０10/31

◎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

森高千里 「この街」 
 TOUR 2020-22
森高千里 「この街」 
 TOUR 2020-22
　森高千里が日本全国、 あなたの

「街」にお邪魔します。「私がオバさん
になっても」「渡良瀬橋」「17歳」など
数々のヒット曲を生み出し、今も幅広い
層のファンを魅了し続けている、森高
千里。ヒットソングのオンパレードにどうぞご期待下さい！

全席指定　4,800円　※財団会員3００円引き　※未就学児童入場不可

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

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。 

（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

　中村勘九郎、七之助のふたりが中心となり、中村屋
一門で行う毎年恒例の全国巡業公演で、歌舞伎を観
る機会の少ない地方に「自分たちが全国各地に足を運
び、たくさんの方に歌舞伎を観てもらおう」と２００５年にスタートさせた。昨年はコロナ
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、トークコーナー ………

一、浦島 ……………………
二、甦大宝春日龍神 ………

三、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

2021年新作舞台「光」　2021年新作舞台「光」　

クイズ王 伊沢拓司 講演会クイズ王 伊沢拓司 講演会
～「楽しい」から始まる学び～～「楽しい」から始まる学び～
　私立開成中学校・高等学校、東京大学経済学
部卒業。中学時代より開成学園クイズ研究部に所
属し開成高校時代には、全国高等学校クイズ選
手権史上初の個人２連覇達成。TBSのクイズ番
組「東大王」でもお馴染みの伊沢氏が周南市文
化会館にやってきます！ 2016年に「楽しいから始ま
る学び」をコンセプトに立ち上げたwebメディア『QuizKnock』編集長を
つとめ、2019年には株式会社QuizKnock設立と同時にCEOに就任。
登録者数160万人を越える同YouTubeチャンネルでも精力的に活動
しています。
　チケットをご購入された方には、伊沢氏への質問アンケートを配布し、
公演当日はその中からピックアップして質問にお答えします。コロナ禍で
おうち時間が増えた今、ご自身やお子さまの「学び」についてあらためて
考えてみませんか？

ムノツィル・ブラスムノツィル・ブラス

全席指定　5,500円 ※財団会員3００円引き ※未就学児童入場不可

（日）11/28

◎お問合せ　ユニオン音楽事務所　０８2－２47－6111
周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

絢香絢香 15th Anniversary Tour 202115th Anniversary Tour 2021
～もっといい日に～～もっといい日に～

【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：61741＞
（チケットぴあ）http://t.pia.jp/＜Pコード：200-433＞（イープラス）http://eplus.jp/

全席指定　8,800円　※未就学児童入場不可　お1人様4枚まで
◎会員発売9／19(日） ◎一般発売9／25（土）

【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：62541＞
（チケットぴあ）http://t.pia.jp/＜Pコード：199-750＞（イープラス）http://eplus.jp/

全席指定　6,800円　※未就学児童入場不可
◎会員発売9／26(日） ◎一般発売10／2（土）

取扱期間：2021年4月1日（木）▶2022年3月31日（木）

特別金利特別金利
固定
金利 2.4％2.4％

（保証料含む）

年
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。

特別金利より最大ー0.2％で特別金利より最大ー0.2％で
2.2％2.2％

カーライフ
プラン

1.9％1.9％
カーライフ

リピートプラン
となります

年
利
年
利

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

　デビュー15周年の集大成ともいえるアニ
バーサリーツアーの開催が決定しました。
約2年半ぶりの観客入りステージは、15年
のヒットソングを紡ぐ内容になっています。こ
の節目となるコンサートをホールで聴き入っ
てみませんか。当館には前回のツアー以来
２年７ヶ月ぶりの開催です。

周南市文化会館（土）１7：0０11/13

12人のヴァイオリニスト
コンサートツアー2021
12人のヴァイオリニスト
コンサートツアー2021高嶋ちさ子高嶋ちさ子

周南市文化会館（土）１5：0０12/18

◎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

　2006年ソロデビュー１０周年の時
に企画・プロデュースし１２人のヴァ
イオリニストが誕生。観ても、聴いて
も、美しく、楽しい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華
やかなステージをお楽しみください。

周南市文化会館１4：0０

　世界の有名プロ奏者達が「彼らは凄い…」
と敬服する驚異のブラス・アンサンブル。ウィー
ン音大で学んだ後、ウィーン・フィルやウィーン
響、アーノンクール指揮コンツェルト・ムジクス
等で活躍していた強者達が、全く新しいコン
サートの形を求めて1992年に結成しました。
圧倒的な演奏テクニックと重厚なサウンドを
誇り、目まぐるしく展開される舞台は、ユーモ
アとブラックジョークがたっぷり盛り込まれた
一級品。まさにジャンルを超えた究極のブラ
ス・エンターテインメントです。初来日は2006年、来日を重ねるごとに
ファンは増え、プロ奏者からブラスっ子、大人も子どもも彼らのステージ
に熱狂すること間違いなしです。

周南市文化会館4 周南市文化会館 3周南市文化会館 5
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◎お問合せ 『文化を楽しむ会』事務局 090－3881－5276
（長谷川）

周南市文化会館
（土）9/11

入場無料

文化を楽しむ会文化を楽しむ会
周南市民文化祭周南市民文化祭

10：0０～16：0０

第
22
回

国際ソロプチミスト徳山国際ソロプチミスト徳山

～ 高齢で差がつくこと!! ～～ 高齢で差がつくこと!! ～

周南市文化会館（日）12/19

◎お問合せ　周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

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

　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：mládí 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

久石譲久石譲指揮指揮

【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：62065＞
（チケットぴあ）http://t.pia.jp/＜Pコード：200-318＞（イープラス）http://eplus.jp/

全席指定　9,900円　※４歳未満入場不可（４歳以上チケット必要）

周南市文化会館（金）１8：0０10/8
◎お問合せ　夢番地広島　０８2－２49－3571

周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

玉置浩二玉置浩二

　玉置浩二が、数々のアーティストに提供した楽曲
を、自ら心込めて歌う6年振りのNewアルバム

『Chocolate cosmos』(花言葉: 恋の思い出。恋の終わり。)が昨年末に発売されまし
た。ジャンルの垣根を越え幅広いアーティストに提供した隠れた名曲やヒット曲が、新
たなアレンジに乗せて蘇りました。今回は２年ぶりの新ツアーとして全国２３会場２７公
演が決定しました。周南には３年ぶり４回目のソロコンサートです。

Concert Tour 2021 Concert Tour 2021 
故郷楽団 ～ Chocolate cosmos故郷楽団 ～ Chocolate cosmos

2021 グランドオペラフェスティバル in Japan2021 グランドオペラフェスティバル in Japan

アドリアーナ・ルクヴルールアドリアーナ・ルクヴルール

全席指定　S席 7,000円 A席 5,000円 B席 3,000円（学生席1,000円）
※学生席の取扱いは文化会館のみ（小学生～大学生まで対象）　※未就学児童入場不可

周南市文化会館（水）１8：0０10/13

◎お問合せ　関西二期会　０6－6360－4649
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・蔦屋書店徳山駅前図書館（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：62611＞（チケットぴあ）＜Pコード：201-238＞

　今作品はフランチェスコ・チレアの作曲した全４幕のオペ
ラで、1730年のパリ社交界を舞台に、一世を風靡した実在
の女優アドリエンヌ・ルクブルール（1692～1730年）にまつ
わる実話を基にした恋愛悲劇。今回は文化庁のコロナ対
策文化芸術支援の一環として、周南市で初開催します。
贅沢な生オーケストラ演奏のオペラをご堪能ください！

「大切なふれあい～家族や友達、自然や動植物と～」「大切なふれあい～家族や友達、自然や動植物と～」

第19回周南こどもたちの絵画展第19回周南こどもたちの絵画展
　小学生のみなさんが「大切なふれあい－家族や友達、自然
や動植物と－」をテーマに、みんなで遊んだこと、スポーツをした
こと、これから体験してみたいこと、夢みること、また緑豊かな周
南市の景観、徳山港の景観などを自由に描いてみました。　
　たくさんの皆様のご鑑賞をお待ちしています

周南市文化会館 ３階展示室
◎お問合せ　090－6410－0617(手嶋)

090－4692－7792(石丸)

１0/9（土）～10（日） 9：0０～17：00
入場無料

たったひとつの愛に生きた 儚き劇場の花たったひとつの愛に生きた 儚き劇場の花

プ
ロ
グ
ラ
ム

　書道や生け花などの「展示の部」と、ダンスや音楽
などの「舞台発表の部」に分かれ、周南市で息づく文化
活動の約30団体が参加します。
　生きる喜びがあふれるような市民文化祭になります
よう頑張りますので、皆様どうぞよろしくお願いします。

◆舞台発表　大ホール
◆作品展示　ホールロビー・3階展示室 完売

周南市文化会館6 周南市文化会館 3周南市文化会館 7
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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

全席自由 1,500円　文化会館ほかで発売中
周南市文化会館（土）１4：0０10/2

◎お問合せ　林写真館　0834－31－0884
石丸　090－4692－7792

　武蔵野美術大学卒業、13年半のOL生活を経て「ひらり」
「毛利元就」「小さな神たちの祭り」（2021アジアテレビジョン
アワード最優秀作品賞）等脚本。また東北大学大学院で大相
撲研究。東北大学相撲部総監督。元横綱審議委員。「終わっ
た人」「すぐ死ぬんだから」「今度生まれたら」等著書多数。
　人生100年時代の今、明快で発想豊かな内館マジックで生
きる活力が湧くことでしょう。皆様のご来場をお待ちしています。

内館 牧子 チャリティ講演会内館 牧子 チャリティ講演会










