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この他にも多彩な事業を計画中です。
お楽しみに！
Osaka Shion Wind Orchestra

ドラゴンクエスト
コンサート in 山口
4/17（日）１5：0０
発売中

東京スカパラダイス
オーケストラ TOUR
2022
5/28（土）

◎会員発売2／19（土）
◎一般発売未定

大和証券グループ Presents

新日本フィルハーモニー交響楽団
佐渡裕（指揮）
反田恭平（ピアノ）

6/3（金）

森高千里「この街」 山崎育三郎
TOUR
2020-22

Cond. 佐渡裕

©Peter Rigaud c/o Shotview Artists

ミュージカル♪

6/4（土）

◎会員発売2／19（土）
◎一般発売2／26（土）

6/18（土）

島津亜矢

HY

Hiromi Go
Concert

歌怪獣襲来ツアー
2022

6/25（土）

◎会員発売2／11（金・祝）
◎一般発売2／18（金）

上野耕平 率いる
THE REV SAXOPHONE
QUARTET

9/25（日）

むらさきふじんの
あんごうじけん

6/5（日）１7：3０

HANAEMI
TOUR 2022-23

（振替公演）

©S.Ohsugi

おしりたんてい♪

LIVE TOUR 2022
－ROUTE 36－

（振替公演）

Pf 反田恭平

©トロル・ポプラ社／おしりたんてい製作委員会

50th Anniversary
Celebration Tour 2022（仮）

8/20（土）

7/2（土）

ＬＥＯ

森麻季＆錦織健

（箏リサイタル）

デュオ･
リサイタル
11/23（水・祝）

10/2（日）

©Yuji Hori

※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。

令和４年度会員募集中!!

4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購入には、前日までのご入会が必要です。

①令和4年度自主事業のチケット優先発売、割引
特

（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の場合あり）

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
「まど」
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）
●お申し込み 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2023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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EVENT INFORMATION 2022.2

イベントインフォメーション
周南市文化会館
大 ホ ー ル

〈休館日：今月は2日、16日〉
催

物

名

入場料

1（火） 周南市民劇場
こまつ座
「雪やこんこん」

会員制

5（土） 全日本アンサンブルコンテスト
6（日） 中国大会

関係者

恐竜ラボ！
11（金・祝） ディノ・サバイバル
DINO-A-LIVE

開場

開演

終演

℡.0834-22-8787

主催者

12:15 13:00 15:40 周南市民劇場
9:30 10:30 17:00
中国吹奏楽連盟
9:30 10:30 18:00

P席：5,300円 9:45 10:30 11:30
S席：3,900円 12:45 13:30 14:30 KRY山口放送
A席：2,900円 15:45 16:30 17:30

連絡先

０８３４-２1-7097
０８３４-２８-００２６
（山近）
０８３４-３１-９３００

12（土） よしもとお笑いライブ

関係者

11:30 12:30 14:00
明治安田生命 徳山支社 ０８３４-３３-３０２０
15:30 16:30 18:00

公開録画
19（土）「笑点」

招待者

KRY山口放送

20（日） 和光保育園 生活発表会

関係者

9:00

20（日） 徳山大学地域共創スポーツフォーラム

関係者

14:00

26（土）

広瀬香美 香美別邸２０２２
～ピアノ弾き語りライブ～

27（日）

徳山下松港開港１００周年
記念式典とコンサート

各室

催

物

無料

名

笑う門には福来たる！新春寄席
15（火）
（振替公演）
19（土）
建築家展
20（日）

０８３４-２８-０４１１
０８３-933-1129

会場

無料

地下展示室

開場

０８３４-22-0039
日本関税協会
門司支部・徳山地区 （関税協会事務局）

終了

主催者

14:00 18:00 西日本書芸院
9:00 16:00

連絡先

０８３４-３１-２９１２
（山本）

全席自由
10:30 12:00 周南市文化振興財団 ０８３4-２２-８７８７
５００円 ３階展示室
（周南市文化会館）
（開演）
売切

無料

３階展示室 10:00 17:00 時盛建設株式会社
和室

9:00

０８３３-７１-６６６６

18:00 東洋羽毛中四国販売㈱
０８３-９４１-３００１
16:00 山口営業所

（文化会館事務所で発売中・1月24日現在）℡.0834-22-8787

周南市文化会館

2/11（金・祝） 恐竜ラボ！

1回目 10:30 ディノ・サバイバル
2回目 13:30 DINO－A－LIVE
3回目 16:30 ●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
1回目 10:00 スーパーライブ2022

2回目 13:00 ●全席指定 3,300円
3回目 16:00
（当日500円高）
※2歳以下で保護者の膝上鑑賞の場合、無料
は財団会員割引があります。

周南市文化会館

17:00 徳山大学

12:30 13:30 16:00

入場料

無料

26（土） 東洋羽毛お得意様ご優待
27（日） 展示販売会

※

０８３４-３１-４８８７

全席指定
周南市文化振興財団 ０８３４-２２-８７８７
15:00 16:00 18:00
6,800円
KRY山口放送
０８３４-３１-９３００

12（土） 第６８回西日本書芸院
13（日） 全国書道展覧会

前売券情報

０８３４-３１-９３００

12:00 和光保育園

9:15 10:00 11:30
全席指定
12:15 13:00 14:30 yab山口朝日放送
3,300円
15:15 16:00 17:30

仮面ライダー
23（水・祝）
スーパーライブ２０２２

2

〒745-0874 山口県周南市徳山5854-41

2/26（土） 広瀬香美
16:00
香美別邸２０２２

～ピアノ弾き語りライブ～
●全席指定 6,800円
※未就学児童入場不可

3/6（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
※未就学児童入場不可

3/12（土） 周南フィルハーモニー管弦楽団
14:00
第１５回定期演奏会
●指定席 2,000円
一般席 1,000円
高校生以下無料

3/21（月・祝） 山口県立徳山高等学校
13：30
吹奏楽部 第１３回 定期演奏会

●入場料500円（高校生以下無料）

3/26（土） 辻井伸行×三浦文彰
14:00

究極の協奏曲コンサート

●全席指定 S席12,000円
A席10,000円 B席8,000円
C席5,000円 SS席15,000円
※未就学児童入場不可

2022.02.01
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

〒745-0006 山口県周南市花畠町10-16

〈月曜休館〉

催物名

入場料

企画展

～20(日) 「自身への眼差し―自画像展」

会場

一般 1,100円
（1,000円）
大学生 800円 展示室
（700円） 1・2・3
( )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＊

常設展

～3/31(木)

一般 200円
展示室
（160円）
4
大学生等 100円
（80円）

林忠彦記念室「日本の画家」

( )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＊

まど･みちおコーナー/徳山の歴史

周南市郷土美術資料館・尾崎正章記念館
企画展
常設展

～3/6(日)

催物名

竹重秀治作陶展
― 芽生えるものたち
尾崎正章常設展「ひそかな楽しみ」

ワークルーム

～13(日)
16（水）～
3/6(日)

富田東幼稚園
南陽幼稚園

終了

主催者

℡.0834-22-8880
連絡先

「自身への眼差し―自画像展」
の観覧券で常設展も
無料でご覧いただけます。
（～2/20まで）

１７:００
9:30 入館は16:30まで

周南市美術博物館

0834-22-8880

常設展は、
まど・みちおさんの命日
（2/28）
が
休館日のため、前日の27日を観覧料無料とします。

展示室
5

＊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

開場

(

〈月曜休館〉

〒746-0034 山口県周南市富田永源(TOSOH PARK 永源山内）

入場料

会場

一般 200円
（160円）
学生等 100円
（80円）

展示室
(中･小)

)内は20名以上の団体

※18歳以下および
70歳以上無料
※身障者の方は無料＊

作品展

無 料

作品展

展示室
(大)

開場

9:30

終了

主催者

１７:００

入館は16:30まで

℡.0834-62-3119
連絡先

周南市郷土美術資料館・
0834-62-3119
尾崎正章記念館

ワークルーム

＊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・1月24日現在）℡.0834-22-8787

4/16（土） THE ALFEE
18:00

◎一般発売3/19(土)
●全席指定 7 ,700円
※e+（イープラス）のみでの発売
※文化会館での発売はありません

4/17（日）ドラゴンクエスト
15:00
コンサートin山口
●全席指定 S 席 5,500円
A 席 4,500円
※未就学児童入場不可

6/25（土） 島津亜矢
1回目 13:00 歌怪獣襲来ツアー２０２２

2/27（日） カルテット・アマービレ
15:00
with 竹澤勇人(ピアノ)

スターピアくだまつ

3/6（日） アラ還フェスティバル

2回目 17:00 ◎会員発売2/11(金・祝) ◎一般発売2/18(金)
●全席指定 S席 7,500円 A席 5,500円
※未就学児童入場不可

2/11（金・祝） 森永康夫

ピアノリサイタル
～第5回ふるさとコンサート～

14:00
2F展示ホール

●全席自由 一般 2,500円 高校生以下 1,000円
※3歳未満の入場不可

5/28（土） 東京スカパラダイス
18:00
オーケストラ TOUR
（木） 宝くじ文化公演
2022 BEST OF LUCK 3/17
春風亭昇太・
18:30
◎会員発売2/19(土)
林家たい平 二人会
◎一般発売未定

●全席指定 一般 2,000円
高校生以下 1,000円
（各当日500円高）
※未就学児童入場不可 山口県在住者のみの販売

●全席指定 8,000円
※未就学児童入場不可 ※小学生以上有料

6/5（日） 山崎育三郎
17:30
LIVE TOUR ２０２２
－ROUTE ３６－

◎会員発売2/19(土)
◎一般発売2/26(土)
●全席指定 8,800円
※3歳以上チケット必要、3歳未満も
お座席が必要な場合はチケット必要

光市民ホール

●全席指定 一般 1,500円
高校生以下 1,000円
親子ペア 2,000円
●全席自由 500円

13:00

シンフォニア岩国

3/14（月） 開館２５周年記念 NHK交響楽団

●全席指定
S席9,000円（4,500円）
A席7,000円（3,500円）
（B席学生のみ販売1,500円）
※（ ）内は学生料金、学生券は25歳以下の学生
※未就学児入場不可

19:00

LIVE HOUSE Gumbo

2/16（水） 告井延隆
19:30
～アコギ1本でビートルズ～

●全席自由 3,000円（要１ドリンクオーダー）

2/5（土）～ 光市民ホール名画劇場
2/22（火） 大土井裕二
6（日） 伊豆の踊子、めぐりあい、
19:00
～大土井でショー！in 山口～
1回目 10:00 八月の濡れた砂(2日目は忍ぶ川)
2回目 12:30
3回目 14:20

小ホール

●全席自由 1日：500円
※入場券は当日のみ有効、1枚で3作品の鑑賞可

●全席自由 3,000円（要１ドリンクオーダー）

※

は財団会員割引があります。
周南市文化会館
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恐竜ラボ！

仮面ライダー
スーパーライブ2022

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。

◎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＞

周南市文化会館

全席指定

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。

◎お問合せ ｙａｂ山口朝日放送 ０８３－933－1129
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＞

辻井伸行（Pf） 三浦文彰（Vn）

沼尻竜典指揮

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

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＞

周南市文化会館

©石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

1回目１0：0０ 2回目１3：0０ 3回目１6：0０

出演

「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ＹｏｕＴ
ｕｂｅに投稿して話題沸騰中です。周南初ライブをお見逃しなく
！
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2/23（水・祝）

究極の協奏曲コンサート

香美別邸２０２２
～ピアノ弾き語りライブ～

周南市文化会館
ＫＲＹ山口放送

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
！

辻井伸行×三浦文彰

広瀬香美

◎お問合せ

ヒーローと悪魔の最強コンビ、
ステージを沸かせ！

読売日本交響楽団

日本が世界に誇る２人のソリストが創
立６０周年を迎える読売日本交響楽団と
©Yuji Hori
ともに周南へ。最高のソリストが最高の
プログラム
（予定）
オーケストラと奏でる最高の名曲をお楽
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲
しみください。
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第２番

3/26（土）１4：0０ 周南市文化会館

全席指定 S席 12,000円 A席 10,000円
B席 8,000円 C席 5,000円 SS席 15,000円
※未就学児童入場不可

◎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
【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：62820＞
（チケットぴあ）
http://t.pia.jp/＜Pコード：206-848＞０５７０－02－９９９９
（イープラス）http://eplus.jp/

2022.02.01

東京スカパラダイス
オーケストラ TOUR 2022

Osaka Shion Wind Orchestra

ドラゴンクエスト
コンサート in 山口

BEST OF LUCK

吹奏楽による
「ドラゴンクエスト」
Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ･Ⅴ･Ⅵ
ベストセレクション！
すぎやまこういち作 曲の
名曲の数々。
日本を代表する吹奏楽団
による迫力の生演奏で、
あの
感動がよみがえります！

ジャマイカ生まれのスカという音楽をベースに、
あらゆるジャンルの音楽
を独自の解釈で飲み込み、
自ら奏でるサウンドは"トーキョースカ"と称して
オリジナルのスタイルを築き上げた日本が世界に誇るスカバンド。周南には
2006年以来16年ぶり2回目の公演をお見逃しなく
！

4/17（日）１5：0０

周南市文化会館
全席指定

Ｓ席 5,500円

5/28（土）１8：0０ 周南市文化会館

全席指定 8,000円 ※未就学児童入場不可 ※小学生以上有料
◎会員発売2／19
（土）◎一般発売未定

Ａ席 4,500円

※財団会員3００円引き ※未就学児童入場不可

◎お問合せ

◎お問合せ 周南市文化会館 ０８３４－２２－８７８７
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/（ チケットぴあ）
http://t.pia.jp/（イープラス）http://eplus.jp/

【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：63042＞
（チケットぴあ）
＜Pコード：209-233＞

島津亜矢

山崎育三郎

歌怪獣襲来ツアー
2022

LIVE TOUR 2022
－ROUTE 36－
本ツアーのサブタイトル「ROUTE 36」

“演歌の申し子”
島津亜矢がおくる
熱唱ステージ！
抜群の歌唱力と張りと艶のある
声で観客の心を魅了します。演歌
はもちろん、最近の流行歌まで、圧
巻のステージをお見逃しなく！
！

には彼がこれまで歩んできた道のりを辿る
ような意味が込められています。
オリジナ
ル楽曲とミュージカル楽曲のほかに、
バンド
メンバーやパフォーマーによる歌・ダンス・
芝居の要素を取り入れた、
山崎育三郎の
これまでの人生の集大成となるコンサート
です！

1回目 １3：0０

6/5（日）１7：3０ 周南市文化会館

8,800円 ※財団会員5００円引き
※３歳以上チケット必要、
３歳未満もお座席が必要な場合はチケット必要

6/25（土）2回目 １7：0０

周南市文化会館

全席指定

全席指定

◎会員発売2／19
（土）◎一般発売2／26
（土）

◎会員発売2／11
（金・祝）◎一般発売2／18
（金）

◎お問合せ

S席7,500円 A席5,500円（当日指定）

※未就学児童入場不可

周南市文化会館 ０８３４－２２－８７８７
夢番地広島 ０８2－２49－3571

【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：63065＞（チケットぴあ）＜Pコード：210-827＞（イープラス）http://eplus.jp/

◎お問合せ

清水芸能企画 ０８2－２92－0080
周南市文化会館 ０８３４－２２－８７８７

【プレイガイド】
（周南）文化会館・演奏堂（下松）スターピアくだまつ（光）市民ホール（防府）アスピラート
（ローソンチケット）＜Lコード：61771＞（チケットぴあ）＜Pコード：209-114＞（イープラス）http://eplus.jp/

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。

周南市文化会館
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第

68 回

西日本書芸院
全国書道展覧会

振替
公演

笑う門には
福来たる！

新春寄席

◆漫談：松鶴家一若 ◆落語：桂小梅、桂梅團治 ◆大喜利：一若＆小梅&梅團治

去る１月１５日（土）に開催を予定おりました「新春寄席」の振替公演が決定し
ました。地元を中心に活躍中の漫談家と本場大阪の二人の落語家の芸をたっぷ
りとお楽しみいただきます。約８０分間のバラエティーショー、お気軽にどうぞ！

●松鶴家一若（しょかくやいちわか）
周南市久米ひばりヶ丘在住。昭和５１年松鶴家祐二入門、昭和６１年
鶴谷祐希としてデビュー、漫才コンビを経て漫談へ。平成９年三代目
松鶴家一若襲名、漫談や講演、司会など地域を拠点に活躍。現在ＣＣＳ
の番組「松鶴家一若の感謝の手紙」に出演中。本名・片山敏憲。

●桂小梅（かつらこうめ）
桂梅團治の長男。小学校３年の夏、愛知県の平和町にて小噺で初高
座。以来、小噺や落語を学び、父である桂梅團治が開催している各地
の落語会に出演中。

県内を中心に活動している西日本書芸院(加藤紫雲会長)の第68回
全国書道展覧会です。
昭和の戦後まもない時から、平成・令和へと継続し開催されている
歴史と伝統ある展覧会です。
新春にふさわしい個性豊かな作品をご鑑賞ください。

2/12（土）14：0０～18：00
2/13（日） 9：0０～16：00

周南市文化会館 地下展示室
◎お問合せ

●桂梅團治（かつらうめだんじ）
福岡大学法学部卒。昭和５５年、三代目桂春團治に入門。平成９年道頓
堀中座において四代目桂梅團治を襲名。襲名披露の会を主要都市で
盛大に開催。毎年「天満天神繁昌亭」の出演を中心に数多くの落語の
定例会を全国各地で開催し目下活躍中。趣味：鉄道写真。大阪在住。

2/15（火）10：3０ 周南市文化会館 ３階展示室
全席自由 ５００円（チケットは完売しました）

入場無料

西日本書芸院 ０８３４-３１-2912（山本）

第１１回 周南ゆかりの人 文化講演会

周南市須々万市民センター別館
（火）14：3０ 入場無料 ※受付は締切りました。

2/15
=

払い戻しに関して =

振替公演日にご都合のつかない方へはチケットの
払い戻しを行いますので、期間内に周南市文化会館
にて手続きを行って頂きますようお願いします。

● 払い戻し期間

2022/1/15（土）～2022/2/28(月)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。

◎お問合せ 周南市文化会館 ０８３４－２２－８７８７
須々万市民センター ０８３４－８８－０００１

吉元 央

周南フィルハーモニー管弦楽団

(東映株式会社取締役事業推進部長)

仮面ライダー・相棒・ONE PIECE…

「東映エンターテインメントの世界」

第15回 定期演奏会

◆指揮：栗田 哲海

周南市ゆかりの人を招いて、周南文化協会が毎年開催している
文化講演会。今回は周南市出身、
東映の事業を統括している吉元
央(よしもとたかし)さんをお招きします。誕生５０周年の「仮面ライ
ダー」
をはじめ、
放送開始２０年を超えたドラマ「相棒」やアニメ
「ワン
ピース」など、
さまざまな映像ヒット作を世に送り出している東映株式
会社で「この人あり」の存在感を示しています。今回はその業界の
秘話や第一線ならではの興味深いお話にご注目ください。
昭和３９年２月生まれ。徳山小、岐陽中、徳山高校から青山学院
大学を経て東映に入社。
５年前に取締役事業推進部長に就任。高
校、
大学時代は野球部で活躍されました。
この講演会は、
昨年２月に予定していましたが、
コロナ禍のため延期
されたものです。

入場無料

3/5（土）１4：0０ 周南市文化会館 大ホール
◎お問合せ
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周南市文化会館

周南文化協会 ０８３４－２２－８１９０

～オーケストラで民謡を楽しむ～
ロシア・ウクライナ・ルーマニア・ハンガリー各国民謡
チャイコフスキー：弦楽セレナーデ
プログラム チャイコフスキー～久保田尚編曲：アンダンテカンタービレ
バルトーク：ルーマニア民族舞曲
リスト～久保田尚編曲：ハンガリー狂詩曲第2番

3/12（土）14：0０

周南市文化会館

指定席（120席）2，
０００円 一般席1，
０００円 高校生以下無料

◎お問合せ 周南フィルハーモニー管弦楽団
（中村素子）
０８0－3875－5045

【プレイガイド】
（周南）文化会館・シンフォニー・演奏堂（下松）スターピアくだまつ（光）市民ホール

