
周南市文化会館 1

開催延期開催延期

令和3年度文化会館プログラム 今月開催！今月開催！

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

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

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～
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イベント情報

しゅうなん・文化財団

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

発売中

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

今月一般発売●高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト
　▶12／18（土） １5：００
　◎会員発売中 ◎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

中　止

錦秋特別公演 ２０２１錦秋特別公演 ２０２１

中村勘九郎 
中村七之助 
中村勘九郎 
中村七之助 

（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～

全席指定　8,800円　※未就学児童入場不可　お1人様4枚まで

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

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

◎お問合せ　関西二期会　０6－6360－4649
周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

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
（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

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

発売中

（水）１8：0０10/13

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

●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

●絢香 15th Anniversary Tour 2021  
　～もっといい日に～
　▶11／13（土） １7：００

玉置浩二玉置浩二
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 Japan
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
アドリアーナ・
ルクヴルール

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

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

振替公演●Little Glee Monster Live  
　Tour 2020→2021 >BRIGHT NEW WORLD<
　▶12／5（日）17：30
　◎再販売10／23（土） 

振替公演●葉加瀬太郎  
　コンサートツアー2021 SONGBOOK  
　▶12／21（火）18：30 



周南市文化会館 〈休館日：今月は6日、20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

岩国市民文化会館
11/27（土）
14:00

十年十色 藤原道山×SINSKE
●全席指定 4,000円（当日500円高）
※未就学児童入場不可

1/23（日）
15:00

中川英二郎
TRAD JAZZ COMPANY
◎一般発売10/21（木）
●全席指定 一般 4,000円 学生 1,000円
※学生券は25歳以下の学生

シンフォニア岩国

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
(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
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 2021.10

＊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

周南市

周南市美術博物館 0834-22-8880

周南書道連盟 090-3748-6665

　0834-22-8622

 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）

11/6（土）
15:00
3F音楽ホール

澤和樹＆蓼沼恵美子 
デュオコンサート
●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

10/14（木）
～11/14（日）
10:00～17:00
2F展示ホール

美人画レボリューション！
●一般 600円  
　高校生以下無料

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

10/31（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
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

11/13（土）
14:00

林家染太 独演会
●全席指定 一般 1,500円（友の会 1,350円）  
　高校生以下 500円
※当日500円高 ※未就学児童入場不可

2（土）

2（土）

内館牧子　チャリティ講演会（中止）

前売券情報 （文化会館事務所で発売中・9月21日現在）℡.0834-22-8787

前売券情報 （文化会館事務所で発売中・9月21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）～12/28(火)

ワ
ー
ク
ル
ー
ム

新南陽高等学校　作品展

光市民ホール
1/16（日）
16:00

財津和夫 トークと歌のプレゼント
◎一般発売10/16（土）
●全席指定 一般 4,000円 障がい者 3,500円
※当日500円高　  

林忠彦記念室 
「異郷好日 世界の旅」

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」

2（土）
3（日）

会 場入 場 料

ワークルーム無　料

無　料 展示室
1・2

尾崎正章常設展 「絵になる人」

第３回 周南華道連盟いけばな展

2021.10.01 2021.10.01

〈月曜休館〉

０834-31-0088
（藤井）10:00   17:00

（１７日は15:30入場、
16:00まで）

(14日は13:00）

３階展示室無料

華道家元池坊徳山支部　青年部花展
～つなごう 花の輪～ 華道家元池坊徳山支部 ０833-71-2752

（曽根）10:00   16:00

9:00   17:00

9:00   18:00

３階展示室無料

14（木）～
17（日） 第２７回 カサ・ブランカグループ絵画展 カサ・ブランカ絵画教室 ０834-21-7509

（牧野）３階展示室無料

31（日）

第１９回 周南こどもたちの絵画展 周南こどもたちの
絵画展実行委員会

周南華道連盟

０９０-６４１０-０６１７（手嶋）
０９０-４６９２-７７９２（石丸）３階展示室無料

11/13（土）
17:00

絢香 15th Anniversary 　
Tour 2021 ～もっといい日に～
●全席指定 8,800円
※未就学児童入場不可

11/21（日）
15:00

上田正樹 コンサートツアー２０２１
●A席 5,500円 B席 4,500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
◎会員発売中 ◎一般発売10/2（土）
●全席指定 6,800円
※未就学児童入場不可

8（金） 玉置浩二 Concert Tour 2021
故郷楽団～Chocolate cosmos

周南市文化振興財団

19（火） 周南市中学生芸術鑑賞会

錦秋ｸﾞｯｽﾞ付き席:9,300円
S席:8,800円
A席:7,800円
B席:5,000円

16（土） 中村勘九郎　中村七之助
錦秋特別公演　２０２１

10:30 11:30 13:30
14:30 15:30 17:30

　9:30 10:00 11:45
13:30 14:00 15:45

S席:7,000円
A席:5,000円
B席:3,000円
(学生席:1,000円）

関係者

０83-973-1578
（藤原）周南安全運転管理者協議会29（金） 令和３年度　

安全運転管理者等法定講習会 　9:00  　9:30  17:00関係者

13（水） 17:00  18:00  20:45

第５０回記念　
山口県保育大会（中止）

22（金）
23（土）

０８３4-２２-８７８７
（周南市文化会館）

～10(日)

13（水）～   
24(日)

29（金）～   
31(日)

9/29（水）～  
10(日)

展示室
5まど･みちおコーナー/徳山の歴史

～11/21(日)

～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

サンライズプロモーション
周南市文化振興財団

０５７０-００-３３３７
０８３4-２２-８７８７

（周南市文化会館）

指定席:2,000円
2階自由席:1,500円31（日）クイズ王 伊沢拓司 講演会

～「楽しい」から始まる学び～ 13:00  14:00  15:30

会員制17（日） 周南市民劇場
劇団東演「マクベス」 15:00  15:30 18:40

つくし園　作品展13（水）～   
24(日)

わかやま保育園　作品展27（水）～   
11/7(日)

9（土）
10（日）

国際ソロプチミスト徳山 ０90-4692-7792
（石丸）

全席指定
9,900円 17:00  18:00  20:00

夢番地広島
周南市文化振興財団

０８2-249-3571
０８３4-２２-８７８７

（周南市文化会館）

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　

関西二期会
周南市文化振興財団

０６-６３６０-４６４９
０８３4-２２-８７８７

（周南市文化会館）

０８３４-２１-７０９７周南市民劇場

周南市中学校文化連盟
周南市文化振興財団

０８３4-２２-８７８７
（周南市文化会館）

０８３４-3１-4887周南市保育協会

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

新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
中止中止

12/21（火）
18:30

［振替公演］

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）

周南市文化会館2 周南市文化会館 3

０８34-22-8840周南市立岐陽中学校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



周南市文化会館 〈休館日：今月は6日、20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

岩国市民文化会館
11/27（土）
14:00

十年十色 藤原道山×SINSKE
●全席指定 4,000円（当日500円高）
※未就学児童入場不可

1/23（日）
15:00

中川英二郎
TRAD JAZZ COMPANY
◎一般発売10/21（木）
●全席指定 一般 4,000円 学生 1,000円
※学生券は25歳以下の学生

シンフォニア岩国

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
(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
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 2021.10

＊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

周南市

周南市美術博物館 0834-22-8880

周南書道連盟 090-3748-6665

　0834-22-8622

 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）

11/6（土）
15:00
3F音楽ホール

澤和樹＆蓼沼恵美子 
デュオコンサート
●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

10/14（木）
～11/14（日）
10:00～17:00
2F展示ホール

美人画レボリューション！
●一般 600円  
　高校生以下無料

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

10/31（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
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

11/13（土）
14:00

林家染太 独演会
●全席指定 一般 1,500円（友の会 1,350円）  
　高校生以下 500円
※当日500円高 ※未就学児童入場不可

2（土）

2（土）

内館牧子　チャリティ講演会（中止）

前売券情報 （文化会館事務所で発売中・9月21日現在）℡.0834-22-8787

前売券情報 （文化会館事務所で発売中・9月21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）～12/28(火)

ワ
ー
ク
ル
ー
ム

新南陽高等学校　作品展

光市民ホール
1/16（日）
16:00

財津和夫 トークと歌のプレゼント
◎一般発売10/16（土）
●全席指定 一般 4,000円 障がい者 3,500円
※当日500円高　  

林忠彦記念室 
「異郷好日 世界の旅」

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」

2（土）
3（日）

会 場入 場 料

ワークルーム無　料

無　料 展示室
1・2

尾崎正章常設展 「絵になる人」

第３回 周南華道連盟いけばな展

2021.10.01 2021.10.01

〈月曜休館〉

０834-31-0088
（藤井）10:00   17:00

（１７日は15:30入場、
16:00まで）

(14日は13:00）

３階展示室無料

華道家元池坊徳山支部　青年部花展
～つなごう 花の輪～ 華道家元池坊徳山支部 ０833-71-2752

（曽根）10:00   16:00

9:00   17:00

9:00   18:00

３階展示室無料

14（木）～
17（日） 第２７回 カサ・ブランカグループ絵画展 カサ・ブランカ絵画教室 ０834-21-7509

（牧野）３階展示室無料

31（日）

第１９回 周南こどもたちの絵画展 周南こどもたちの
絵画展実行委員会

周南華道連盟

０９０-６４１０-０６１７（手嶋）
０９０-４６９２-７７９２（石丸）３階展示室無料

11/13（土）
17:00

絢香 15th Anniversary 　
Tour 2021 ～もっといい日に～
●全席指定 8,800円
※未就学児童入場不可

11/21（日）
15:00

上田正樹 コンサートツアー２０２１
●A席 5,500円 B席 4,500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
◎会員発売中 ◎一般発売10/2（土）
●全席指定 6,800円
※未就学児童入場不可

8（金） 玉置浩二 Concert Tour 2021
故郷楽団～Chocolate cosmos

周南市文化振興財団

19（火） 周南市中学生芸術鑑賞会

錦秋ｸﾞｯｽﾞ付き席:9,300円
S席:8,800円
A席:7,800円
B席:5,000円

16（土） 中村勘九郎　中村七之助
錦秋特別公演　２０２１

10:30 11:30 13:30
14:30 15:30 17:30

　9:30 10:00 11:45
13:30 14:00 15:45

S席:7,000円
A席:5,000円
B席:3,000円
(学生席:1,000円）

関係者

０83-973-1578
（藤原）周南安全運転管理者協議会29（金） 令和３年度　

安全運転管理者等法定講習会 　9:00  　9:30  17:00関係者

13（水） 17:00  18:00  20:45

第５０回記念　
山口県保育大会（中止）

22（金）
23（土）

０８３4-２２-８７８７
（周南市文化会館）

～10(日)

13（水）～   
24(日)

29（金）～   
31(日)

9/29（水）～  
10(日)

展示室
5まど･みちおコーナー/徳山の歴史

～11/21(日)

～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

サンライズプロモーション
周南市文化振興財団

０５７０-００-３３３７
０８３4-２２-８７８７

（周南市文化会館）

指定席:2,000円
2階自由席:1,500円31（日）クイズ王 伊沢拓司 講演会

～「楽しい」から始まる学び～ 13:00  14:00  15:30

会員制17（日） 周南市民劇場
劇団東演「マクベス」 15:00  15:30 18:40

つくし園　作品展13（水）～   
24(日)

わかやま保育園　作品展27（水）～   
11/7(日)

9（土）
10（日）

国際ソロプチミスト徳山 ０90-4692-7792
（石丸）

全席指定
9,900円 17:00  18:00  20:00

夢番地広島
周南市文化振興財団

０８2-249-3571
０８３4-２２-８７８７

（周南市文化会館）

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　

関西二期会
周南市文化振興財団

０６-６３６０-４６４９
０８３4-２２-８７８７

（周南市文化会館）

０８３４-２１-７０９７周南市民劇場

周南市中学校文化連盟
周南市文化振興財団

０８３4-２２-８７８７
（周南市文化会館）

０８３４-3１-4887周南市保育協会

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

新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
中止中止

12/21（火）
18:30

［振替公演］

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）

周南市文化会館2 周南市文化会館 3

０８34-22-8840周南市立岐陽中学校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



【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/

●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】

【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

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

公演延期のお知らせ公演延期のお知らせ

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す。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

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

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？

◎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

【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
◎会員発売中 ◎一般発売10／2（土）

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

【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：63666＞

全席指定　7,500円　
※３歳以上有料（３歳未満でもお席が必要な場合有料）
※未就学児の入場は保護者もチケットをご購入いただきご同伴ください。

◎再発売１０／２３（土）

= 本公演は、2020/5/24(日)の振替公演となります。 =
　開場・開演時間が変更となりましたのでご注意ください。
　2020/5/24(日)の「指定席」チケットをお持ちのお客様は本公演に
　そのまま有効となりますが、「立見」チケットをお持ちのお客様は、
　公演当日、「指定席」に変更させていただきます。
　変更方法は、各公演当日、会場にてご案内いたしますので、
　会場に余裕をもってご来場いただきますよう、ご協力をお願い致します。

◎お問合せ　周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

周南市文化会館
（日）１7：3０12/5

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。

【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。

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

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!! ～

内館 牧子 チャリティ講演会内館 牧子 チャリティ講演会

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！

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

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

３年ぶり４回目の周南公演！

　１０月２日( 土 ) に開催を予定しておりました「内館牧子 チャリティ講演会」は、
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止とさせて頂くことと致しました。
楽しみにしておられました皆様には誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解の程、
宜しくお願い申し上げます。

開催中止

全席自由 1,500円 ※チケットは購入されたプレイガイドで払戻しいたします
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

◎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（日）１5：3０10/17

マクベスマクベスワレリー・ベリャコーヴィッチのワレリー・ベリャコーヴィッチの
周南市民劇場

　反乱軍との戦いに勝利したマクベスは、共に戦ったバンクォーとともに意気
高くスコットランド国王・ダンカンのもとに馳せ参じる途中、3人の魔女に出会う。
　魔女たちは「マクベスはコーダーの領主となり、やがて国王になる運命に
ある」と予言する。そして「悪は善、善は悪！」と口にしながら消えていった。
　魔女たちの予言通りマクベスは、戦いの功績によりコーダーの領主に。
夫人にことの成り行きを話すと「それは予言よ…きっと運命がそう約束した
の」とマクベスをあおり、後押しするのだった。そして悲劇は始まる…。 

シェイクスピアへの新しい扉を開く！

◆原作：ウィリアム・シェイクスピア　
◆翻案・演出・美術・衣装：ワレリー・ベリャコーヴィッチ 
◆演出補：オレグ・レウシン 
◆舞台監督：相川 聡 ◆製作：横川 功

Little Glee Monster 
Live Tour 2020→2021 
Little Glee Monster 
Live Tour 2020→2021 

振替
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。
　２年７ヶ月ぶりの周南公演にご期待
下さい！

>BRIGHT NEW WORLD<>BRIGHT NEW WORLD<

9/12（日）に開催を予定しておりました「森高千里「この街」TOUR2020-22」
は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期となりました。

= 振替公演について =

● 日程を調整中です。
　 もうしばらくお待ちください。
※お持ちのチケットについて
現在お持ちのチケットは、座席番号も含め
振替公演にてそのまま有効となります。
チケットをお持ちのお客様は、振替公演まで
無くさないよう、大切に保管ください。

= 払い戻しに関して =

文化会館で購入の方で振替公演の日時決定
までお待ちいただけない方は、チケットの払い
戻しを行います。各プレイガイドでお求めの
お客様はもうしばらくお待ちください。

● 払い戻し期間
　 2021/10/1（金）～
　 2021/11/30(火)まで

周南市文化会館4 周南市文化会館 5

2021.10.01 2021.10.01



【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/

●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】

【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

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

公演延期のお知らせ公演延期のお知らせ

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す。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

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
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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？

◎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

【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
◎会員発売中 ◎一般発売10／2（土）

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

【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：63666＞

全席指定　7,500円　
※３歳以上有料（３歳未満でもお席が必要な場合有料）
※未就学児の入場は保護者もチケットをご購入いただきご同伴ください。

◎再発売１０／２３（土）

= 本公演は、2020/5/24(日)の振替公演となります。 =
　開場・開演時間が変更となりましたのでご注意ください。
　2020/5/24(日)の「指定席」チケットをお持ちのお客様は本公演に
　そのまま有効となりますが、「立見」チケットをお持ちのお客様は、
　公演当日、「指定席」に変更させていただきます。
　変更方法は、各公演当日、会場にてご案内いたしますので、
　会場に余裕をもってご来場いただきますよう、ご協力をお願い致します。

◎お問合せ　周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

周南市文化会館
（日）１7：3０12/5

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。

【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。

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

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!! ～

内館 牧子 チャリティ講演会内館 牧子 チャリティ講演会

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！

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

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

３年ぶり４回目の周南公演！

　１０月２日( 土 ) に開催を予定しておりました「内館牧子 チャリティ講演会」は、
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止とさせて頂くことと致しました。
楽しみにしておられました皆様には誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解の程、
宜しくお願い申し上げます。

開催中止

全席自由 1,500円 ※チケットは購入されたプレイガイドで払戻しいたします
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

◎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（日）１5：3０10/17

マクベスマクベスワレリー・ベリャコーヴィッチのワレリー・ベリャコーヴィッチの
周南市民劇場

　反乱軍との戦いに勝利したマクベスは、共に戦ったバンクォーとともに意気
高くスコットランド国王・ダンカンのもとに馳せ参じる途中、3人の魔女に出会う。
　魔女たちは「マクベスはコーダーの領主となり、やがて国王になる運命に
ある」と予言する。そして「悪は善、善は悪！」と口にしながら消えていった。
　魔女たちの予言通りマクベスは、戦いの功績によりコーダーの領主に。
夫人にことの成り行きを話すと「それは予言よ…きっと運命がそう約束した
の」とマクベスをあおり、後押しするのだった。そして悲劇は始まる…。 

シェイクスピアへの新しい扉を開く！

◆原作：ウィリアム・シェイクスピア　
◆翻案・演出・美術・衣装：ワレリー・ベリャコーヴィッチ 
◆演出補：オレグ・レウシン 
◆舞台監督：相川 聡 ◆製作：横川 功

Little Glee Monster 
Live Tour 2020→2021 
Little Glee Monster 
Live Tour 2020→2021 

振替
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。
　２年７ヶ月ぶりの周南公演にご期待
下さい！

>BRIGHT NEW WORLD<>BRIGHT NEW WORLD<

9/12（日）に開催を予定しておりました「森高千里「この街」TOUR2020-22」
は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期となりました。

= 振替公演について =

● 日程を調整中です。
　 もうしばらくお待ちください。
※お持ちのチケットについて
現在お持ちのチケットは、座席番号も含め
振替公演にてそのまま有効となります。
チケットをお持ちのお客様は、振替公演まで
無くさないよう、大切に保管ください。

= 払い戻しに関して =

文化会館で購入の方で振替公演の日時決定
までお待ちいただけない方は、チケットの払い
戻しを行います。各プレイガイドでお求めの
お客様はもうしばらくお待ちください。

● 払い戻し期間
　 2021/10/1（金）～
　 2021/11/30(火)まで

周南市文化会館4 周南市文化会館 5
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「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

周南市中学生芸術鑑賞会周南市中学生芸術鑑賞会
大猫座 スラップスティック・ミュージカル？！ 『ナツのオモイデ』大猫座 スラップスティック・ミュージカル？！ 『ナツのオモイデ』

　周南市内26小学校より784作品の応募がありました。
100点の入賞作を含めて300点、小学生にお約束しました
ように展示致します。暑い夏休み熱心に描かれた力作揃
いです。どうぞ静かにご鑑賞いただきますとしあわせます。

　流派を超えて結集した周南華道連盟主催の第
３回目の花展です。池坊はじめ、小原流・柴山流・
専心池坊・草月流の５流派８団体による合同展で
す。各流派の特色を生かしながら、季節感あふれる作品５０数点を展示します。
　花で心がいやされますよう、ご来場をお待ちしております。

カサ・ブランカグループ絵画展カサ・ブランカグループ絵画展
　「カサ・ブランカ」とは、スペイン語で「白い家」。絵の好きな仲間たちが、楽しんで
書いた作品約８０点を展示します。メンバーの中には日展の入選者に、東光会の会
員・会友も多数います。個性豊かな作品をぜひ会場でご覧ください。

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

周南市文化会館
◎お問合せ　周南市文化会館　0834-22-8787

関係者のみ

周南市文化会館 ３階展示室
◎お問合せ　周南華道連盟 藤井苑幸　０８３４-３１-００８８

１0/2（土）・3（日） 10：0０～17：00
入場無料

周南市文化会館 ３階展示室
◎お問合せ　カサ･ブランカ絵画教室　0834-21-7509(牧野)

１0/14（木）～17（日） 9：0０～18：00
入場無料

「こどものうたコンサート」「こどものうたコンサート」
まど・みちお顕彰事業まど・みちお顕彰事業

第３回 周南華道連盟展第３回 周南華道連盟展

コロナ禍でステイホームが続いていますが
お花でいやしのひとときをお過ごしください。

周南市文化会館 ３階展示室
◎お問合せ　華道家元池坊徳山支部青年部　0833-71-2752（曽根）

１0/31（日） 10：0０～16：00
入場無料

華道家元池坊徳山支部青年部花展 
～つなごう 花の輪～
華道家元池坊徳山支部青年部花展 
～つなごう 花の輪～

　毎年、まどさんの誕生日である１１月１６日に行われてきた
「まど・みちおコスモス音楽会」去年に引き続き、今年も新型コロナウイルス感染防止の
ため中止となってしまいましたが、かわりにまど・みちお顕彰事業「こどものうたコン
サート」と題して、ミニコンサートを実施します。
　徳山駅前図書館２Ｆ広場にて周南市を中心に長きにわたって音楽活動を行っている
「くるみ女声合唱団」と「コール・かとれあ」の皆さんが優しさあふれるまどさんの歌の
数々を披露してくださいます。
　また、コンサート後は交流室にて周南市美術博物館館長有田順一によるまどさんの
講演会を行います。皆さまぜひお立ち寄り下さい！

＊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。

第２７回第２７回

（１４日は１３：００より）
（１７日は１5：3０入場、１6：0０まで）

忘れたほうがシアワセなことって？ほんとに憶えていたいことって？
記憶をめぐる、ちょっと切ない「未来への思い出話」。
高校生のスズコとソウヘイのいる町へ、かつての同級生ナツがやってくるが、ナツに
は「記憶をなくす病気」があった。スズコの母を翻弄する「忘れさせ屋」や、「神様」を
自称する食い逃げ犯など入り乱れての大混乱！果たしてナツは「忘れたくない何か」
を思い出せるのか･･･。
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（火）10/19 1回目：１０：00
2回目：１４：00

周南市徳山駅前図書館（土） 13：0０11/13










