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今月発売！

令和3年度文化会館プログラム
●絢香 15th Anniversary Tour 2021
～もっといい日に～
▶11／13（土）１7：００

●ムノツィル・ブラス
▶11／28（日）１4：００

発売中

中

止

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

●高嶋ちさ子
12人のヴァイオリニスト

発売中

●久石譲 指揮 日本センチュリー交響楽団

完 売

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

●廣實靖文トロンボーンリサイタル
▶1／10（月・祝）１4：００
◎一般発売11／14
（日）

●恐竜ラボ！ディノ・サバイバル

今月発売

今月発売

▶2／11（金・祝）
①１0：3０ ②１3：3０ ③１6：3０
◎会員発売11／27（土）◎一般発売12／4（土）

●仮面ライダースーパーライブ2022

今月発売
▶2／23（水・祝）
①１0：0０ ②１3：0０ ③１6：0０
◎会員発売11／14（日）◎一般発売11／21（日）

●広瀬香美 香美別邸２０２２
～ピアノ弾き語りライブ～

ディノ・サバイバル
DINO-A-LIVE

恐竜出現！エデュテインメントショー「恐竜ラボ！」が誕生。
第一弾は迫力の恐竜バトル、
『 ディノ・サバイバル 』。
ジュラ紀からは
“ステゴサウルス”
と
“アロサウルス”
、
白亜
紀から
“ティラノサウルス”
と
“トリケラトプス”
が、
２つの時

▶12／18（土）１5：００
▶12／19（日）１5：００

恐竜ラボ！

今月発売

▶2／26（土）１6：0０
◎会員発売11／27（土）◎一般発売12／4（土）

◆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。

陸上自衛隊中央音楽隊

廣實靖文
トロンボーン
リサイタル

1/10（月・祝）１4：0０
周南市文化会館

全席自由 一般2,000円 高校生以下500円

※財団会員は1名様ご招待 ※未就学児童入場不可

◎一般発売11／14
（日）

◎お問合せ 周南市文化会館 ０８３４－２２－８７８７

代に生息していた代表的な恐竜がステージに出現！
！

2/11（金・祝）1回目１0：3０ 2回目１3：3０ 3回目１6：3０

周南市文化会館

全席指定 P席5,300円 S席3,900円 A席2,900円
（Ｐ席⇒前方9列目以内。
オリジナルグッズ付き）
※2歳以下で保護者の膝上鑑賞の場合、無料。

◎会員発売11／27
（土）◎一般発売12／4
（土）
◎お問合せ ＫＲＹ山口放送企画事業部 ０８３４－31－9300
周南市文化会館 ０８３４－２２－８７８７

仮面ライダー
スーパーライブ2022
ヒーローと悪魔の最強コンビ、ステージを沸かせ！
従来のキャラクターショーの枠を超えた、
スペシャルアクショ
ンステージ
『仮面ライダースーパーライブ2022』
は、
レーザー
や照明、音響機器を駆使した“ライブ”
ならではの演出で
迫力満点！目の前で繰り広げられる超絶バトルに大興奮間
違いなしです！
さあ、
みんなで会場に集合しよう
！

2/23（水・祝）1回目１0：0０ 2回目１3：0０ 3回目１6：0０

全席指定

3,300円（当日500円高）

©石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

周南市文化会館

※財団会員3００円引き ※2歳以下で保護者の膝上鑑賞の場合、無料。

◎会員発売11／14
（日）◎一般発売11／21
（日）
◎お問合せ

広瀬香美

周南市文化会館 ０８３４－２２－８７８７

香美別邸２０２２
～ピアノ弾き語りライブ～

2/26（土）１6：0０ 周南市文化会館

全席指定

6,800円 ※グループディスタンスで販売
※財団会員5００円引き ※未就学児童入場不可

◎会員発売11／27(土）◎一般発売12／4
（土）
◎お問合せ

周南市文化会館
ＫＲＹ山口放送

０８３４－２２－８７８７
０８３４－３１－９３００
周南市文化会館
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EVENT INFORMATION 2021.11

イベントインフォメーション
周南市文化会館

〈休館日：今月は3日、17日〉

大 ホ ー ル

催

物

名

入場料

開場

開演

2（火） 令和３年度周南市戦没者追悼式

関係者

9:00

9:30 10:30 周南市

2（火） 令和３年度周南市戦没者合同慰霊祭

関係者

ー

11（木） 周南市民劇場
12（金）「怪談 牡丹燈籠」 文学座
13（土）

会員制

終演

℡.0834-22-8787

主催者

連絡先

０８34-22-8465
（地域福祉課）

10:40 12:00 周南市連合遺族会

17:45 18:30 20:40
周南市民劇場
12:15 13:00 15:10

０８34-22-2115
（周南市社会福祉協議会）
０８３4-２1-7097

ユニオン音楽事務所 ０82-247-6111
絢香 １５th Anniversary Tour ２０２１ 全席指定
16:00 17:00 19:00 周南市文化振興財団 ０８３4-２２-８７８７
8,800円
～もっといい日に～
（周南市文化会館）

14（日） 第16回周南邦楽連盟演奏会

無料

10:00 10:20 15:45 周南邦楽連盟

０８３４-３１-８２６３（澄田）
０８３４-６３-２３１３（山本）

15（月） 周南地域メディカルコントロール協議会

関係者

周南市消防本部

０８３４-２2-8762

18（木） 桜ヶ丘高等学校

関係者

桜ヶ丘高等学校

０８３４-２１-0331

関係者

山口県立
徳山商工高等学校

０８３４-２8-0026

講演会

19（金） 山口県立徳山商工高等学校 文化祭
21（日）

全席指定
A席：5,500円 14:00 15:00 17:00 MIN－ON
B席：4,500円

上田正樹
コンサートツアー２０２１

０８３３-４４-１６８１
（MIN-ON周南）

23（火・祝） 共楽保育園

生活発表会

関係者

共楽保育園

０８３４-２５-１３１８

23（火・祝） 佛所護念会

講演会

関係者

佛所護念会

０９０-５２６０-９３６９
（長重）

25（木）

第１７回輝きクラブ周南高齢者振興大会
および周南市安全・安心推進大会

26（金） 法人会の公開上映会２０２１

前売券情報

11/13（土）絢香 15th Anniversary Tour 2021
～もっといい日に～

17:00

●全席指定 8,800円
※未就学児童入場不可

11/21（日）上田正樹

コンサートツアー２０２１

15:00

●A席 5,500円
B席 4,500円
※未就学児童入場不可

12/18（土）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

15:00

●全席指定 6,800円
※未就学児童入場不可

※

は財団会員割引があります。

周南市文化会館

無料

9:00 10:00 14:00

無料

18:00 18:30 20:30

周南市老人クラブ連合会 ０８３４-２２-８７１１
周南市
（市老連事務局）
公益社団法人
徳山周南法人会

０８３４-３１-６１５０

（文化会館事務所で発売中・10月22日現在）℡.0834-22-8787

周南市文化会館

2

〒745-0874 山口県周南市徳山5854-41

12/19（日）久石譲指揮
15:00

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

12/21（火）葉加瀬太郎

コンサートツアー2021
18:30
［振替公演］ SONGBOOK
●全席指定 8,800円
※小学生以上有料
（未就学児童入場可）

1/10（月・祝） 廣實靖文
14:00
トロンボーンリサイタル

◎一般発売11/14
（日）
●全席自由
2,000円
高校生以下 500円
※財団会員は1名様ご招待

2/11（金・祝） 恐竜ラボ！ディノ・
1回目 10:30 サバイバル DINO－A－LIVE
2回目 13:30 ◎会員発売11/27
（土）
（土）
3回目 16:30 ◎一般発売12/4
●全席指定 P 席 5,300円
S 席 3,900円 A席 2,900円
※2歳以下で保護者の膝上鑑賞の場合、無料

2/23（水・祝） 仮面ライダースーパーライブ2022

（日）
1回目 10:00 ◎会員発売11/14
◎一般発売11/21
（日）
2回目 13:00
●全席指定
3,300円
（当日500円高）
3回目 16:00
※2歳以下で保護者の膝上鑑賞の場合、無料

2/26（土） 広瀬香美
16:00
香美別邸２０２２

～ピアノ弾き語りライブ～

◎会員発売11/27（土）◎一般発売12/4（土）
●全席指定 6,800円
※未就学児童入場不可

2021.11.01
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

催物名

入場料

常設展

11（木）～
12/19(日)

The風景～徳山八景とともに

～12/28(火)

林忠彦記念室「異郷好日 世界の旅」

まど･みちおコーナー/徳山の歴史
その他の展覧会

5（金）～
7(日)

〒745-0006 山口県周南市花畠町10-16

一般 200円（160円）
大学生等 100円（80円）
(

開場

会場

)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＊

終了

展示室
4

１７:００

入館は16:30まで

展示室
5

１７:００

入館は16:30まで
（7日は15：30終了）

第43回山口県高等学校総合文化祭
12（金）～
14(日) （美術･工芸/写真部門）

展示室
1・2

入館は16:30まで
（14日は15：30終了）

25（木）～
28(日)

第14回周南美術連盟展

無

料

企画展 常設展

催物名

～21(日)

(

尾崎正章常設展「絵になる人」

その他の
展覧会

ワークルーム

わかやま保育園

10（水）～
21(日)

ふくがわこども園

)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＊

※中展示室の作品は14日までの展示

10/27（水）～
7(日)

１７:００

9:30

入館は16:30まで
（21日は15：00終了）

9:30

１７:００

入館は16:30まで
（25日は
13：00～） （28日は15：00終了）

会場

開場

終了

一般 200円（160円） 展示室
(小)
学生等 100円（80円）

林忠彦写真展「日本の画家」

グループ
「風車の会」
作品展

0834-62-2711
（夜市小学校 山内先生）

山口県高等学校文化連盟

0834-21-0099
（徳山高校 濵﨑先生）

アトリエ陽だまり・グループ万葉会

0834-28-1498

周南美術連盟

090-9739-5583

〒746-0034 山口県周南市富田永源(TOSOH PARK 永源山内）
入場料

19（金）～
21(日)

周南市教育委員会
周南市内認定こども園・幼・保、小、中学校研修会
山口県造形教育研究会［周南支部］
周南市美術博物館

〈月曜休館 ※展示替え等のため11/22～2022年1/14は休館〉

周南市郷土美術資料館・尾崎正章記念館
～14(日)

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

◆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

１７:００

展示室
1・2
展示室
1

周南市美術博物館

9:30

展示室
1・2・3

アトリエ陽だまり・グループ万葉会

連絡先

展示室
3

周南市学校美術展

19（金）～
21(日)

主催者

〈月曜休館〉

℡.0834-22-8880

展示室
(中・小)

作品展

無 料

１７:００

入館は16:30まで

展示室
(大･中)
9:30

１７:００

主催者

作品展

１７:００

入館は16:30まで

連絡先

周南市郷土美術資料館・
0834-62-3119
尾崎正章記念館

入館は16:30まで グループ風車の会
（21日は16:00終了）

ワークルーム

℡.0834-62-3119

090-8363-1189

周南市郷土美術資料館・
0834-62-3119
尾崎正章記念館

＊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・10月22日現在）℡.0834-22-8787

スターピアくだまつ

サンビームやない

12/25（土）オカリナクリスマス 11/21（日）ウインドミルフィル
13:00
コンサート＆発表会 14:00
ハーモニー管弦楽団
2F展示ホール

光市民ホール

12/5（日） 鈴々舎馬るこ
14:00
小ホール

創立３０周年記念 第27回定期演奏会

●全席自由500円
小学生以下無料

笑点若手大喜利メンバー 落語会
●全席自由 2,000円
※当日2,500円

●全席指定 一般 4,000円
障がい者 3,500円
※当日500円高

周東パストラルホール

11/13（土）林家染太 独演会
14:00

●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

10/14（木）～11/14（日） 美人画レボリューション！
10:00～17:00 2F展示ホール ●一般 600円 高校生以下無料

●全席自由 一般 1,000円
11/6（土） 澤和樹＆蓼沼恵美子 デュオコンサート
※高校生以下無料（要整理券） 15:00
●全席指定 一般 3,000円 高校生以下 1,500円
3F音楽ホール ※未就学児童入場不可

岩国市民文化会館

11/27（土）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

14:00

シンフォニア岩国

1/16（日） 財津和夫 トークと歌のプレゼント
16:00

防府市地域交流センター（アスピラート）

1/23（日） 中川英二郎 TRAD JAZZ COMPANY
15:00

●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

3/14（月）

開館２５周年記念 NHK交響楽団

19:00

1/9（日） 第２１回防府音楽祭
14:00

＜ほうふニューイヤーコンサート２０２２＞「わくわく夢の響演コンサート」
◎一般発売10/30
（土）
●全席指定 一般 2,500円 高校生以下 1,000円
※３歳未満入場不可

1/10（月・祝）第２１回防府音楽祭
14:00

＜ほうふニューイヤーコンサート２０２２＞「ファイナルコンサート」
◎一般発売10/30
（土）
●全席指定 一般 3,000円 高校生以下 1,000円
※未就学児童入場不可

LIVE HOUSE Gumbo

◎一般発売12/2
（木）
●全席指定 S席9,000円（4,500円）
11/7（日） 中本マリ Jazz Live
A席7,000円（3,500円）
●全席自由 4,500円（要drinkオーダー）
（B席学生のみ販売1,500円） 18:00
※（ ）内は学生料金 学生券は25歳以下の学生
※
は財団会員割引があります。
周南市文化会館
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絢香

15th Anniversary Tour 2021
～もっといい日に～

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
ぶりの観客を入れてのステージは、
デビューか
ら現在までのヒットソングを紡ぐ内容になってい
ます。15年間培ってきた至極の歌声を是非会
場で体感してください！

11/13（土）１7：0０
全席指定

8,800円

12/5（日）１7：3０
周南市文化会館

周南市文化会館

◎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：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/

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

※未就学児童入場不可

◎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
【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/

陸上自衛隊中央音楽隊

廣實靖文 トロンボーンリサイタル
周南市出身で、陸上自衛隊中央
音楽隊で活躍する廣實靖文さんの
リサイタルです。
陸上自衛隊中央音楽隊は日本を
代表する楽団で、主に迎賓館など
で国賓の歓迎式典や晩餐会などで
演奏をされています。
「神の楽器」
と言われるトロンボー
ンの魅力をご堪能ください。

Tb 廣實靖文

Pf 杉野裕子

プログラム
（予定）

Ｊ．カステレーデ／トロンボーンとピアノのためのソナチネ
Ｌ．バーンスタイン／ミッピー２世のためのエレジー
ロンドンデリーの歌 他

1/10（月・祝）１4：0０ 周南市文化会館

全席自由 一般2,000円 高校生以下500円

※未就学児童入場不可
※財団会員は1名様ご招待（財団会員様には１２月号発送の際にご招待券をお送りします。）

◎一般発売11／14
（日）
◎お問合せ
【プレイガイド】
（周南）文化会館

4

周南市文化会館

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。

=

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。

【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＞
（チケットぴあ）http://t.pia.jp/＜Pコード：205-031＞
（イープラス）http://eplus.jp/

12人のヴァイオリニスト
コンサートツアー2021

6,800円

全席指定

◎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

高嶋ちさ子

全席指定

Little Glee Monster
Live Tour 2020→2021
>BRIGHT NEW WORLD<

※未就学児童入場不可 お1人様4枚まで

12/18（土）１5：0０

振替
公演

周南市文化会館 ０８３４－２２－８７８７

９／１７
（金）
に開催を予定しておりましたが台風の影響で中止となったため、
ツアーセミファイナルの日程で振替公演が決まりました。
=

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。

=

払い戻しについて =

払い戻しの期間はすでに終了しており
ますのでご了承ください。

12/21（火）１8：3０ 周南市文化会館

全席指定

8,800円

※小学生以上有料（未就学児童入場可）

◎お問合せ キャンディープロモーション
周南市文化会館

０８2－２49－8334
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：205-077＞
（イープラス）http://eplus.jp/

恐竜ラボ！ディノ・サバイバル
DINO-A-LIVE

恐竜出現！エデュテインメントショー
「恐竜ラボ！」
が誕生。
第一弾は迫力の恐竜バトル、
『 ディノ・サバイバル 』。
ジュラ紀からは
“ステゴサウルス”
と
“アロサウルス”、
白亜紀
から
“ティラノサウルス”
と
“トリケラトプス”が、
２つの時代に生
息していた代表的な恐竜がステージに出現！
！目の前で力強
く歩き、尻尾を自在に動かし、叫び、咬みつく。恐竜の呼吸、息づかいを体感しながら
恐竜とその時代を学ぶ、迫力のステージ！
「恐竜ラボ！ディノ・サバイバル」
を体感しよう
！

2/11（金・祝） 1回目１0：3０ 2回目１3：3０ 3回目１6：3０

周南市文化会館

全席指定 P席5,300円 S席3,900円 A席2,900円
（Ｐ席⇒前方9列目以内。
オリジナルグッズ付き）
※2歳以下で保護者の膝上鑑賞の場合、無料。

◎会員発売11／27
（土）◎一般発売12／4
（土）
◎お問合せ ＫＲＹ山口放送企画事業部 ０８３４－31－9300
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）＜Lコード：62246＞（チケットぴあ）＜Pコード：647-217＞

2021.11.01

広瀬香美

仮面ライダー
スーパーライブ2022

香美別邸２０２２
～ピアノ弾き語りライブ～

ヒーローと悪魔の最強コンビ、ステージを沸かせ！
従来のキャラクターショーの枠を超え
た、
スペシャルアクションステージ
『仮面ラ
イダースーパーライブ2022』は、
レーザー
や照明、音響機器を駆使した“ライブ”
な
らではの演出で迫力満点！目の前で繰り
広げられる超絶バトルに大興奮間違いな
しです！
さあ、
みんなで会場に集合しよう
！

2/23（水・祝）

1回目１0：0０ 2回目１3：0０ 3回目１6：0０
全席指定

「愛があれば大丈夫」
「ロマン
スの神様」
「ゲレンデがとけるほど
恋したい」
などのヒットで
“冬の女
王”
と呼ばれた広瀬香美、
２０２２
年でデビュー３０周年を迎える。最
近は「広瀬香美の○○歌ってみ
た」
シリーズをＹｏｕＴｕｂｅに投稿し
て話題沸騰中です。

©石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

周南市文化会館

3,300円（当日500円高）

※財団会員3００円引き ※2歳以下で保護者の膝上鑑賞の場合、無料。

◎会員発売11／14
（日）◎一般発売11／21
（日）
◎お問合せ

2/26（土）１6：0０ 周南市文化会館

全席指定 6,800円 ※財団会員5００円引き ※未就学児童入場不可
※グループディスタンスで販売
◎会員発売11／27(土）◎一般発売12／4
（土）
◎お問合せ

周南市文化会館 ０８３４－２２－８７８７

【プレイガイド】
（周南）文化会館（下松）
スターピアくだまつ（防府）
アスピラート
（山口）山口
井筒屋（ローソンチケット）
＜Lコード：62791＞
（チケットぴあ）
＜Pコード：647-148＞

『怪談 牡丹燈籠』文学座公演
◆脚本：大西 信行

森高千里「この街」
TOUR 2020-22

◆演出：鵜山 仁

お化けより怖いのは、人の欲

公演延期のお知らせ

新三郎に焦がれ死にしたお露が
幽霊となって新三郎を取り殺すの
は、
お話のほんの一部分。
お化けより
怖いのは人の欲。表の顔と裏の顔、
人の心と闇を照らし出す鵜山版『怪談牡丹燈籠』
にご期待くだ
さい。怪談噺、
落語です。怖いばかりじゃありません。

11/11（木）１8：3０
11/12（金）１3：0０

０８３４－２２－８７８７
０８３４－３１－９３００

【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：62801＞
（チケットぴあ）
０５７０－02－９９９９＜Pコード：205-687＞

周南
市民劇場

◆原作：三遊亭 円朝

周南市文化会館
ＫＲＹ山口放送

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 =

2022/６/４ (土)

※お持ちのチケットについて

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

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。

◎お問合せ

払い戻しに関して =

振替公演にお越しいただけない方は、チケットの
払い戻しを行いますので、期間内にお求めにな
りました各プレイガイド先にてチケットの払い戻
しの手続きを行って頂きますようお願いします。

時間は調整中

周南市文化会館

=

● 払い戻し期間

2021/10/1（金）～2021/11/30(火)まで

※払い戻し受付期間を過ぎますと、払い戻しは出来
なくなりますのでご注意ください。

周南市文化会館 ０８３４－２２－８７８７

文化会館におけるチケット発売について
【会員優先発売について】 ●会員発売は、周南市文化会館のみで取扱います。

●発売前日までに文化振興財団に入会済みでなければ購入できません。

●購入可能枚数 Ａ
（個人）
会員 ＝2枚 Ｂ
（家族）
会員 ＝4枚 Ｃ
（団体）
会員 ＝登録枚数

※ただし、催しにより変更の場合あり

●発売初日 直接購入 …ＡＭ９：００～文化会館事務所、会員証をご持参ください。なお午前9時までに並んだ方を対象に購入順を決める抽選を行っていますのでご了解ください。
電話予約 …ＡＭ１１：００～ただし直接購入の方の残チケットが対象となります。ご予約後、直接来館での受け取りのほか、郵便振替、代金引替郵便でのご郵送も承ります。

【一般発売について】 ●購入可能枚数

公演によって、枚数制限をする場合がございます。

●発売初日 直接購入 …ＡＭ９：００～文化会館事務所 なお午前9時までに並んだ方を対象に購入順を決める抽選を行っていますのでご了解ください。
電話予約 …ＡＭ１１：００～ただし直接購入の方の残チケットが対象となります。ご予約後、直接来館での受け取りのほか、郵便振替、代金引替郵便でのご郵送も承ります。

10月1日から

会費
半額

令和３年度会員募集中!!

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

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。
●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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2021.11.01
まど・みちお
顕彰事業

「こどものうたコンサート」

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ください！

11/13（土）13：0０
第１１回

周南市徳山駅前図書館

周南「絆」映画祭

ＲＥ－ＳＴＡＲＴ 感謝・発信 一期一映
昨年のコロナ禍による中止を経て、新たな気持ちでリスタートする今回は４日間
盛りだくさんの内容で開催します。映画祭スタート時から関わりの深い佐々部監督
や俳優松田優作さんの追悼企画、周南地域で撮影した映画などを中心に９作品
を上映。
さらにゲストによるトークショーも企画しました。徹底した感染対策に取り組
みますので、ぜひ街の映画館で一緒に映画を楽しみましょう
！
ゲスト：升毅(俳優)、片渕須直(監督)、武正晴(監督)、足立紳(脚本)、他

■上映作品
「さよならテレビ」
「 大綱引の恋」
「ツレがうつになりまして。」
「百円の恋」
「 恋」
「この世界の（さらにいくつもの）片隅に」
「THE SHOOTIST 狙撃」
「松田優作メモリアルライブ＋優
作について私が知っている二、三の事柄」
「男たちの挽歌」

１1/20（土）～23（火・祝）

©セントラル・アーツ

シネマ・ヌーヴェル、テアトル徳山Ⅰ、
ピピ510、RISING HALL

1日券1,500円 ４日間共通フリーパスポート４，
０００円 ※当日券あり
◎お問合せ 周南映画祭実行委員会事務局 080－8159－1467
【プレイガイド】(周南)文化会館・まちのポート(下松)スターピアくだまつ(光)市民ホール(防府)アスピラート(山口)山口情報芸術センター(宇部)シネマ・スクエア７

周南邦楽連盟

第１６回演奏会

～周南に邦楽文化の和をつなぐ～

周南邦楽連盟第16回演奏会を２１社中総出演で開催いたします。
コロナ収束
の不安定な中ですが、
日本の伝統楽器による邦楽の美しさ温かさ、魅力を皆様に
お届けしたいと思います。晩秋のひとときをどうぞごゆっくりお楽しみください。

１1/14（日）10：2０

周南市文化会館 大ホール

入場無料

◎お問合せ 周南邦楽連盟会長 澄田歌悦（０８３４-３１-８２６３）
事務局長 山本歌鶯（０８３４-６３-２３１３）

法人会の公開上映会2021

「花束みたいな恋をした」
東京・明大駅前で終電を逃し偶然に出会っ
た、麦（菅田将暉）
と絹（有村架純）。バイト、
同
棲、就活。いつでも二人で一緒にいた 20 代
のぜんぶが、ずっと楽しかった。猛スピードで
加速する恋の忘れられない
〈最高の 5 年間〉
を描く、不滅のラブストーリー誕生。鑑賞無料。
未使用タオル 1 枚以上をご持参ください。
（福祉施設に寄贈します。）先着１５０名様ご
招待で事前のお申込みが必要です。
詳しくは法人会事務局へお問い合わせくだ
さい。

11/26（金）18：3０（開場18：00） 周南市文化会館
◎お問合せ

徳山周南法人会

T E L 0834－31－6150
FAX 0834－31－6195

＊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。

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。

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。

（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）

飛沫感染防止のため、マスクの着用を
お願い致します。

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

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。

公式LINEアカウント
で試合情報発信中！！
YMGUTSを題材に
した漫画も
連載スタート♪

11/ 3（水）香川銀行T・H（チャレンジ・ディビジョン）
試合情報

11/20（土）香川銀行T・H（チャレンジ・ディビジョン）
11/28（日）環太平洋大学（日本選手権中国ブロック大会決勝）
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