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Music,Drama,Dance,etc.

周南市文化会館
イベント情報

しゅうなん・文化財団

令和4年度開催決定プログラム
おかげさまで周南市文化会館は今年開館40周年を迎えます。

周南市文化会館 TEL 0834-22-8787
http://s-bunka.jp/bunka/

※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。

発売中
（土）6/18

（土）8/20

東京スカパラダイス
オーケストラ TOUR 
2022

東京スカパラダイス
オーケストラ TOUR 
2022
BEST OF LUCKBEST OF LUCK

（日）4/17 １5：0０

１7：3０

ドラゴンクエスト
コンサート in 山口
ドラゴンクエスト
コンサート in 山口

Osaka Shion 
Wind Orchestra
Osaka Shion 
Wind Orchestra

（土）6/4

（土）7/2

（日）6/5
©Peter Rigaud c/o Shotview Artists©Peter Rigaud c/o Shotview Artists ©S.Ohsugi©S.Ohsugi

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

LIVE TOUR 2022
－ROUTE 36－

LIVE TOUR 2022
－ROUTE 36－

山崎育三郎山崎育三郎

おしりたんてい♪
ミュージカル♪
おしりたんてい♪
ミュージカル♪
むらさきふじんの
あんごうじけん
むらさきふじんの
あんごうじけん

©トロル・ポプラ社／おしりたんてい製作委員会©トロル・ポプラ社／おしりたんてい製作委員会

島津亜矢
歌怪獣襲来ツアー2022
島津亜矢
歌怪獣襲来ツアー2022

（土）6/25

（日）7/17

（日）10/29/259/25

HYHY HANAEMI
TOUR 2022-23
HANAEMI
TOUR 2022-23

 ＬＥＯ
（箏リサイタル）
 ＬＥＯ

（箏リサイタル）
森麻季＆錦織健
デュオ･
リサイタル

森麻季＆錦織健
デュオ･
リサイタル

©Yuji Hori©Yuji Hori（水・祝）（水・祝）11/23

上野耕平上野耕平
THE REV SAXOPHONE
QUARTET
THE REV SAXOPHONE
QUARTET

率いる率いる

（金）6/3
Cond. 佐渡裕 Pf 反田恭平

（土）（土）

◎会員発売中　◎一般発売4／2（土）◎会員発売中　◎一般発売4／2（土）

（振替公演）（振替公演）

（振替公演）（振替公演）

１4：0０１4：0０（日）（日）

１8：0０１8：0０

１8：0０１8：0０

１6：3０１6：3０

１回目１３：００　２回目１７：００１回目１３：００　２回目１７：００

１8：3０１8：3０

◎会員発売中 ◎一般発売4／9（土）◎会員発売中 ◎一般発売4／9（土） ◎一般発売4／17（日）◎一般発売4／17（日）

１7：0０（日）9/4

Hiromi Go Hiromi Go 
50th Anniversary 
Celebration Tour 2022
～Keep Singing～

50th Anniversary 
Celebration Tour 2022
～Keep Singing～

１8：0０１8：0０

（土）5/14 １7：0０１7：0０

布袋寅泰布袋寅泰
HOTEI the LIVE 2022
“Still Dreamin’ Tour”
HOTEI the LIVE 2022
“Still Dreamin’ Tour”

第30回西京コンサート第30回西京コンサート
大和証券グループ Presents
佐渡裕（指揮）／
反田恭平（ピアノ）
新日本フィルハーモニー交響楽団
50周年記念演奏会

大和証券グループ Presents
佐渡裕（指揮）／
反田恭平（ピアノ）
新日本フィルハーモニー交響楽団
50周年記念演奏会

発売中 発売中発売中

完売しました 発売中

大黒摩季大黒摩季
MAKI OHGURO
30th Anniversary 
Best Live Tour 
2022-23 Season II

MAKI OHGURO
30th Anniversary 
Best Live Tour 
2022-23 Season II

さだまさし
コンサートツアー2022
さだまさし
コンサートツアー2022
～弧悲～～弧悲～

◎会員発売5／29（日） ◎一般発売6／5（日）◎会員発売5／29（日） ◎一般発売6／5（日）

5/28



〈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

各
室

催　　　物　　　名 開 場 終 了 主 催 者 連 絡 先

周南市文化会館 
催　　　物　　　名 入 場 料 開 場 開 演 終 演 主 催 者 連 絡 先大

ホ
ー
ル

三友サルビアホール（防府市公会堂）
6/18（土）
1回目 13:30
2回目 17:30

DRUM TAO 2022　
新作舞台「KAIKI」
●全席指定 SS席 7,900円 
　　　　　S席 6,900円
　　　　　（当日500円高）
※6歳未満のお子様入場不可

6/4（土）
14:00

みんなの音楽学校 特別版 
新体感！バレエ音楽の世界
◎一般発売4/5(火)
●全席指定 
　一般2,000円
　学 生　500円（25歳以下）
※未就学児入場不可　  

シンフォニア岩国

光市総合体育館
スターピアくだまつ

5/8（日）
14:00
2F展示ホール

［振替公演］

森永康夫 
ピアノリサイタル
～第5回ふるさとコンサート～
●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

イベントインフォメーション EVENT INFORMATION 2022.4
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・3

周南市美術博物館 0834-22-8880

 １７:００
入館は16:30まで

周南市 0834-22-8622

9:30

9:30
（4/28は  
　13:00～） 

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。

光市民ホール

5/29（日）
14:00
メインアリーナ

精華女子高等学校
吹奏楽部コンサート 
●全席指定 一般 2,500円
　　　障がい者 2,000円　
　　高校生以下 1,000円

周東パストラルホール
4/30（土）
14:00

千住真理子 
ヴァイオリン・リサイタル
●全席指定 一般 3,000円
　　高校生以下 1,500円
　　　　　（当日500円高）
※未就学児入場不可

前売券情報 （文化会館事務所で発売中・3月23日現在）℡.0834-22-8787
前売券情報 （文化会館事務所で発売中・3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。

(　)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）

しゅうなんアート・ナウ２０２２

SOLD OUT

2022.04.01 2022.04.01

〈月曜休館〉

会 場入 場 料

林忠彦記念室
時代を撮るⅠ 「カストリ時代」より

＊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。

6/12（日）
14:00

桂かい枝・神田京子
二人会（落語・講談）
●全席自由 一般 2,000円 

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
(大)

展示室
(中･小)

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）

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」

～6/5(日)

展示室
3

コレクション展
「山口の風を感じて」

企
画
展

常 

設 

展

第17回周南水墨画連盟 作品展
そ
の
他
の
展
覧
会

THE ALFEE
２０２２ Spring Tour 天地創造　16（土） 夢番地広島17:00 18:00 20:30指定席

7,700円

周南市小学校研修会28（木） 周南市教育委員会
学校教育課関係者 ０８３４-２２-８５４２

ドラゴンクエストコンサート in 山口17（日） 周南市文化振興財団
KRY山口放送14:15 15:00 17:15S席：5,500円

A席：4,500円
０８３4-２２-８７８７

（周南市文化会館）

=LOVE
=LOVE 全国ツアー2022

「どう考えても,君ってイコラブのこと好きじゃん」
10（日） 夢番地広島12:00 13:00 15:00

17:00 18:00 20:00
通常チケット
7,800円 ０８２-２４９-３５７１

０８２-２４９-３５７1

第58回 建築家展 ３階展示室無料9（土）
10（日）

時盛建設株式会社
ASJスタジオ ０120-19-3159

０５２-４５９-７０３０

4/17（日）
15:00

ドラゴンクエスト
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

6/5（日）
17:30

山崎育三郎
LIVE TOUR ２０２２ 
－ROUTE ３６－
●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

5/28（土）
18:00

東京スカパラ
ダイスオーケストラ 
TOUR 2022 
BEST OF LUCK
●全席指定 8,000円
※未就学児童入場不可 
※小学生以上有料

5/14（土）
17:00

布袋寅泰　
HOTEI the LIVE 2022
 “Still Dreamin’ Tour”
●全席指定 9,500円
※3歳未満入場不可、
　3歳以上有料　

6/3（金）
18:30

第30回西京コンサート　
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）　
●全席指定 SS席10,000円 S席8,500円　
　　　　A席7,500円 B席6,500円
※未就学児童入場不可

6/4（土）
16:30

森高千里「この街」
TOUR 2020－22
◎一般発売4/2(土)
●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）

7/2（土）
18:00

HY HANAEMI TOUR 
2022-2023
◎一般発売4/17(日)
●全席指定 7,700円
※文化会館での発売はありません

6/25（土）
1回目 13:00
2回目 17:00

島津亜矢
歌怪獣襲来ツアー２０２２
●全席指定 S席 7,500円
　　　　　A席 5,500円
※未就学児童入場不可

5/22（日）
1回目 10:30
2回目 13:30
2F展示ホール

０才からのジャズコンサート
◎一般発売4月上旬
●全席自由　
　大　人(中学生以上)1,500円
　子ども(０才～小学生） 300円
※1公演定員50名

6/18（土）
1回目 11:30
2回目 14:30

おしりたんてい
ミュージカル
むらさきふじんのあんごうじけん
◎一般発売4/9(土)
●全席指定 3,500円
※2歳以上有料。2歳未満は保護者
　1名につき1名膝上無料。2歳未満
　でも座席が必要な場合は有料

株式会社ユキ

28（木）～ 
5/1(日) 無　料

無　料

展示室
5

展示室
1・2

9（土）～ 
17(日)

地下展示室 10:00   16:00

10:00   17:00

周南水墨画連盟 0833-91-0838
 １７:００
入館は16:30まで

（最終日は15：00終了）

まど･みちおコーナー/徳山の歴史

23（土）～
6/19(日)

ウィッグ（かつら）展示即売会19（火） 無料

7/12（火）
7/20（水）
8/10（水）
18:30

第50回市民夏季大学
◎一般発売4/9(土)
●全席自由 
　3講座共通券 
　一　　般 2,500円 
　学　　生 2,000円
　障がい者 1,000円 
　高校生以下無料安全弁、バルブ、整備検査・各種回転機器整備据付

諸 機 械 部 品 製 作

山口県周南市御山町9-11
ＴＥＬ（0834）31-5726
ＦＡＸ（0834）32-8476

E-mail: m-nagase@try-angle.co.jp

〒745-0801 山口県周南市大字久米3918番地
　　　　　 TEL:0834-25-1600（代）
　　　　　 FAX:0834-25-1601

本を作りたいと思ったら

周南市文化会館2 周南市文化会館 3



〈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

各
室

催　　　物　　　名 開 場 終 了 主 催 者 連 絡 先

周南市文化会館 
催　　　物　　　名 入 場 料 開 場 開 演 終 演 主 催 者 連 絡 先大

ホ
ー
ル

三友サルビアホール（防府市公会堂）
6/18（土）
1回目 13:30
2回目 17:30

DRUM TAO 2022　
新作舞台「KAIKI」
●全席指定 SS席 7,900円 
　　　　　S席 6,900円
　　　　　（当日500円高）
※6歳未満のお子様入場不可

6/4（土）
14:00

みんなの音楽学校 特別版 
新体感！バレエ音楽の世界
◎一般発売4/5(火)
●全席指定 
　一般2,000円
　学 生　500円（25歳以下）
※未就学児入場不可　  

シンフォニア岩国

光市総合体育館
スターピアくだまつ

5/8（日）
14:00
2F展示ホール

［振替公演］

森永康夫 
ピアノリサイタル
～第5回ふるさとコンサート～
●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

イベントインフォメーション EVENT INFORMATION 2022.4
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・3

周南市美術博物館 0834-22-8880

 １７:００
入館は16:30まで

周南市 0834-22-8622

9:30

9:30
（4/28は  
　13:00～） 

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。

光市民ホール

5/29（日）
14:00
メインアリーナ

精華女子高等学校
吹奏楽部コンサート 
●全席指定 一般 2,500円
　　　障がい者 2,000円　
　　高校生以下 1,000円

周東パストラルホール
4/30（土）
14:00

千住真理子 
ヴァイオリン・リサイタル
●全席指定 一般 3,000円
　　高校生以下 1,500円
　　　　　（当日500円高）
※未就学児入場不可

前売券情報 （文化会館事務所で発売中・3月23日現在）℡.0834-22-8787
前売券情報 （文化会館事務所で発売中・3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。

(　)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）

しゅうなんアート・ナウ２０２２

SOLD OUT

2022.04.01 2022.04.01

〈月曜休館〉

会 場入 場 料

林忠彦記念室
時代を撮るⅠ 「カストリ時代」より

＊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。

6/12（日）
14:00

桂かい枝・神田京子
二人会（落語・講談）
●全席自由 一般 2,000円 

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
(大)

展示室
(中･小)

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）

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」

～6/5(日)

展示室
3

コレクション展
「山口の風を感じて」

企
画
展

常 

設 

展

第17回周南水墨画連盟 作品展
そ
の
他
の
展
覧
会

THE ALFEE
２０２２ Spring Tour 天地創造　16（土） 夢番地広島17:00 18:00 20:30指定席

7,700円

周南市小学校研修会28（木） 周南市教育委員会
学校教育課関係者 ０８３４-２２-８５４２

ドラゴンクエストコンサート in 山口17（日） 周南市文化振興財団
KRY山口放送14:15 15:00 17:15S席：5,500円

A席：4,500円
０８３4-２２-８７８７

（周南市文化会館）

=LOVE
=LOVE 全国ツアー2022

「どう考えても,君ってイコラブのこと好きじゃん」
10（日） 夢番地広島12:00 13:00 15:00

17:00 18:00 20:00
通常チケット
7,800円 ０８２-２４９-３５７１

０８２-２４９-３５７1

第58回 建築家展 ３階展示室無料9（土）
10（日）

時盛建設株式会社
ASJスタジオ ０120-19-3159

０５２-４５９-７０３０

4/17（日）
15:00

ドラゴンクエスト
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

6/5（日）
17:30

山崎育三郎
LIVE TOUR ２０２２ 
－ROUTE ３６－
●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

5/28（土）
18:00

東京スカパラ
ダイスオーケストラ 
TOUR 2022 
BEST OF LUCK
●全席指定 8,000円
※未就学児童入場不可 
※小学生以上有料

5/14（土）
17:00

布袋寅泰　
HOTEI the LIVE 2022
 “Still Dreamin’ Tour”
●全席指定 9,500円
※3歳未満入場不可、
　3歳以上有料　

6/3（金）
18:30

第30回西京コンサート　
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）　
●全席指定 SS席10,000円 S席8,500円　
　　　　A席7,500円 B席6,500円
※未就学児童入場不可

6/4（土）
16:30

森高千里「この街」
TOUR 2020－22
◎一般発売4/2(土)
●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）

7/2（土）
18:00

HY HANAEMI TOUR 
2022-2023
◎一般発売4/17(日)
●全席指定 7,700円
※文化会館での発売はありません

6/25（土）
1回目 13:00
2回目 17:00

島津亜矢
歌怪獣襲来ツアー２０２２
●全席指定 S席 7,500円
　　　　　A席 5,500円
※未就学児童入場不可

5/22（日）
1回目 10:30
2回目 13:30
2F展示ホール

０才からのジャズコンサート
◎一般発売4月上旬
●全席自由　
　大　人(中学生以上)1,500円
　子ども(０才～小学生） 300円
※1公演定員50名

6/18（土）
1回目 11:30
2回目 14:30

おしりたんてい
ミュージカル
むらさきふじんのあんごうじけん
◎一般発売4/9(土)
●全席指定 3,500円
※2歳以上有料。2歳未満は保護者
　1名につき1名膝上無料。2歳未満
　でも座席が必要な場合は有料

株式会社ユキ

28（木）～ 
5/1(日) 無　料

無　料

展示室
5

展示室
1・2

9（土）～ 
17(日)

地下展示室 10:00   16:00

10:00   17:00

周南水墨画連盟 0833-91-0838
 １７:００
入館は16:30まで

（最終日は15：00終了）

まど･みちおコーナー/徳山の歴史

23（土）～
6/19(日)

ウィッグ（かつら）展示即売会19（火） 無料

7/12（火）
7/20（水）
8/10（水）
18:30

第50回市民夏季大学
◎一般発売4/9(土)
●全席自由 
　3講座共通券 
　一　　般 2,500円 
　学　　生 2,000円
　障がい者 1,000円 
　高校生以下無料安全弁、バルブ、整備検査・各種回転機器整備据付

諸 機 械 部 品 製 作

山口県周南市御山町9-11
ＴＥＬ（0834）31-5726
ＦＡＸ（0834）32-8476

E-mail: m-nagase@try-angle.co.jp

〒745-0801 山口県周南市大字久米3918番地
　　　　　 TEL:0834-25-1600（代）
　　　　　 FAX:0834-25-1601

本を作りたいと思ったら

周南市文化会館2 周南市文化会館 3



©Peter Rigaud c/o Shotview Artists ©S.Ohsugi
New Japan Phil©K.MiuraCond. 佐渡裕 Pf 反田恭平

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調「皇帝」 op.73
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 op.92

プログラム
（予定）

【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/

全席指定　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

周南市文化会館（日）１7：3０6/5

◎お問合せ　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（ローソンチケット）http://l-tike.com/［PC・モバイル］＜Lコード：61441＞
（チケットぴあ）https://w.pia.jp/t/oshiri-tantei-musical/［PC・モバイル］＜Pコード：511-068＞

全席指定　3,500円　※２歳以上有料　※2歳未満は保護者1名に
つき1名膝上無料。2歳未満でも座席が必要な場合は有料です。
※グループディスタンスで販売
◎会員発売中 ◎一般発売4／9（土）

周南市文化会館（土）
1回目 11：30
2回目 14：306/18

◎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）http://l-tike.com/＜Lコード：62131＞
（チケットぴあ）http://t.pia.jp/＜Pコード：211-825＞（イープラス）http://eplus.jp/

全席指定　8,000円　※未就学児童入場不可 ※小学生以上有料

周南市文化会館（土）１8：0０5/28
◎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：61345＞
（チケットぴあ）http://t.pia.jp/＜Pコード：211-824＞（イープラス）http://eplus.jp/

全席指定　9,500円　※3歳未満入場不可（3歳以上有料）
※お子様の会場における安全責任は、同行保護者に負っていただきます。

周南市文化会館（土）１7：0０5/14

◎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）周南市文化会館・演奏堂・蔦屋書店周南市立徳山駅前図書館（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：63014＞（チケットぴあ）＜Pコード：211-901＞

SS席 10,000円 S席 8,500円 A席 7,500円 B席 6,500円　
※財団会員5００円引き　※未就学児童入場不可

周南市文化会館（金）
開場１7：3０ 
開演１8：3０6/3

◎お問合せ　周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

募集人数：50名程度　※お電話での先着順受付となります
周南市文化会館　地下１階　練習室１

（日）14：0０（2時間程度）5/15

◎申込先　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（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＞

ドラゴンクエスト
コンサート in 山口
ドラゴンクエスト
コンサート in 山口

東京スカパラダイス
オーケストラ TOUR 2022
東京スカパラダイス
オーケストラ TOUR 2022

Osaka Shion Wind OrchestraOsaka Shion Wind Orchestra

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！
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！

全席指定　Ｓ席 5,500円　Ａ席 4,500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）１5：0０4/17

◎お問合せ　周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

島津亜矢島津亜矢
歌怪獣襲来ツアー2022歌怪獣襲来ツアー2022

　本ツアーのサブタイトル「ROUTE 36」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！

【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/

全席指定　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（土）6/25

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

　“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！！

1回目 １3：0０
2回目 １7：0０

全席指定　8,800円　※未就学児童入場不可
◎会員発売5／29（日） ◎一般発売6／5（日）

周南市文化会館（日）7/17

　1973年フォークデュオのグレープでデビュー。
1976年ソロ・シンガーとして活動を開始。今年で
49年目を迎えます。コンサート活動は昨年4500回
を超え、名実ともに日本を代表するシンガーソング
ライターとして、第一線を走り続けています。その
かたわらＮＨＫ深夜番組にして大ヒット番組の

「今夜も生でさだまさし」ではパーソナリティとして人気を博し、現在放送
中の連続テレビ小説では通称「カムカム英語」の人気講師役で盛り上げ
ています。今回のツアー名「弧悲」と同じタイトルで通算４3枚目となる２年
ぶりの待望のオリジナル・アルバムが６月１日に発売されます。

１7：0０

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
　（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）
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

特
　典

布袋寅泰布袋寅泰

【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：213-950＞

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）
◎会員発売中 ◎一般発売4／2（土）

周南市文化会館（土）１6：3０6/4

◎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

　昨年９月残念ながら中止になった公演の
振替公演です。「私がオバさんになっても」

「渡良瀬橋」「17才」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。ファンに取って待ちに待っ
た２９年ぶりの公演。ヒットソングのオンパレー
ドにどうぞご期待下さい！

　日本カルチャー史上に名を残すゲームの名作「ドラゴンクエスト」。その
全ての音楽を手掛けてきたすぎやまこういちさんが、去る2021年9月30日に
逝去されました。今回その名曲の数々が、日本を代表する吹奏楽団による
迫力の生演奏でよみがえります！

　昨年の第18回ショパン国際ピアノコンクールで第2位を受賞し、人気
絶頂のピアニスト反田恭平が早くも周南に。オーケストラは創立50周年
を迎える新日本フィルハーモニー交響楽団。４月から同楽団のミュージッ
クアドヴァイザーに就任直前のマエストロ佐渡裕を指揮に迎え、ベートー
ヴェンの傑作を披露します。
　３０回目を迎える西京コンサートに相応しいオーケストラ、指揮者、ピア
ニストが、周南市文化会館で聴取の心を振るわせる音楽を披露するこ
とは疑う余地はありません。ぜひご来場いただき演奏をご堪能ください。

どんなじけんもププッとかいけつ！おしり
たんていとお客さんが一緒に難事件を
解決する「なぞときミュージカル」！！ あん
ごうのなぞをみんなでときあかそう！

現在お持ちのチケットは振替公演にそのまま有効となります。

おしりたんてい♪ミュージカル♪おしりたんてい♪ミュージカル♪

LIVE TOUR 2022
－ROUTE 36－

LIVE TOUR 2022
－ROUTE 36－

山崎育三郎山崎育三郎

第30回西京コンサート第30回西京コンサート

©トロル・ポプラ社／おしりたんてい製作委員会©トロル・ポプラ社／おしりたんてい製作委員会

●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】

BEST OF LUCKBEST OF LUCK

HOTEI the LIVE 2022
“Still Dreamin’ Tour”
HOTEI the LIVE 2022
“Still Dreamin’ Tour”

むらさきふじんの
あんごうじけん
むらさきふじんの
あんごうじけん

　2月1日に60歳の誕生日を迎え、20枚目の
アルバム「Still Dreamin'」をリリースした
布袋。このたびツアーで5月7日の群馬・高
崎芸術劇場 大劇場から8月3日の東京・
LINE CUBE SHIBUYAまで、全国で計
21公演を行います。

　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！

　初めてオーケストラを鑑賞される方、鑑賞初心者のための入門講座
です。ベートーヴェンや、彼の作品の聴きどころなどを易しく解説します。
もちろん中上級者も参加できます。
　６月３日（金）の新日本フィルハーモニー交響楽団の公演を満喫する
ために、ぜひご参加ください。

講師 中村 淳朗

大和証券グループ Presents
佐渡裕（指揮）／反田恭平（ピアノ）
新日本フィルハーモニー交響楽団
50周年記念演奏会

大和証券グループ Presents
佐渡裕（指揮）／反田恭平（ピアノ）
新日本フィルハーモニー交響楽団
50周年記念演奏会

クラシック鑑賞入門講座クラシック鑑賞入門講座

◎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/（チケットぴあ）
http://t.pia.jp/（イープラス）http://eplus.jp/

SOLD OUT

さだまさしさだまさし
コンサートツアー2022コンサートツアー2022
～弧悲～～弧悲～

周南市文化会館4 周南市文化会館 5

2022.04.01 2022.04.01



©Peter Rigaud c/o Shotview Artists ©S.Ohsugi
New Japan Phil©K.MiuraCond. 佐渡裕 Pf 反田恭平

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調「皇帝」 op.73
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 op.92

プログラム
（予定）

【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/

全席指定　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

周南市文化会館（日）１7：3０6/5

◎お問合せ　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（ローソンチケット）http://l-tike.com/［PC・モバイル］＜Lコード：61441＞
（チケットぴあ）https://w.pia.jp/t/oshiri-tantei-musical/［PC・モバイル］＜Pコード：511-068＞

全席指定　3,500円　※２歳以上有料　※2歳未満は保護者1名に
つき1名膝上無料。2歳未満でも座席が必要な場合は有料です。
※グループディスタンスで販売
◎会員発売中 ◎一般発売4／9（土）

周南市文化会館（土）
1回目 11：30
2回目 14：306/18

◎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）http://l-tike.com/＜Lコード：62131＞
（チケットぴあ）http://t.pia.jp/＜Pコード：211-825＞（イープラス）http://eplus.jp/

全席指定　8,000円　※未就学児童入場不可 ※小学生以上有料

周南市文化会館（土）１8：0０5/28
◎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：61345＞
（チケットぴあ）http://t.pia.jp/＜Pコード：211-824＞（イープラス）http://eplus.jp/

全席指定　9,500円　※3歳未満入場不可（3歳以上有料）
※お子様の会場における安全責任は、同行保護者に負っていただきます。

周南市文化会館（土）１7：0０5/14

◎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）周南市文化会館・演奏堂・蔦屋書店周南市立徳山駅前図書館（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：63014＞（チケットぴあ）＜Pコード：211-901＞

SS席 10,000円 S席 8,500円 A席 7,500円 B席 6,500円　
※財団会員5００円引き　※未就学児童入場不可

周南市文化会館（金）
開場１7：3０ 
開演１8：3０6/3

◎お問合せ　周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

募集人数：50名程度　※お電話での先着順受付となります
周南市文化会館　地下１階　練習室１

（日）14：0０（2時間程度）5/15

◎申込先　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（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＞

ドラゴンクエスト
コンサート in 山口
ドラゴンクエスト
コンサート in 山口

東京スカパラダイス
オーケストラ TOUR 2022
東京スカパラダイス
オーケストラ TOUR 2022

Osaka Shion Wind OrchestraOsaka Shion Wind Orchestra

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！
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！

全席指定　Ｓ席 5,500円　Ａ席 4,500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）１5：0０4/17

◎お問合せ　周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

島津亜矢島津亜矢
歌怪獣襲来ツアー2022歌怪獣襲来ツアー2022

　本ツアーのサブタイトル「ROUTE 36」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！

【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/

全席指定　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（土）6/25

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

　“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！！

1回目 １3：0０
2回目 １7：0０

全席指定　8,800円　※未就学児童入場不可
◎会員発売5／29（日） ◎一般発売6／5（日）

周南市文化会館（日）7/17

　1973年フォークデュオのグレープでデビュー。
1976年ソロ・シンガーとして活動を開始。今年で
49年目を迎えます。コンサート活動は昨年4500回
を超え、名実ともに日本を代表するシンガーソング
ライターとして、第一線を走り続けています。その
かたわらＮＨＫ深夜番組にして大ヒット番組の

「今夜も生でさだまさし」ではパーソナリティとして人気を博し、現在放送
中の連続テレビ小説では通称「カムカム英語」の人気講師役で盛り上げ
ています。今回のツアー名「弧悲」と同じタイトルで通算４3枚目となる２年
ぶりの待望のオリジナル・アルバムが６月１日に発売されます。

１7：0０

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
　（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）
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

特
　典

布袋寅泰布袋寅泰

【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：213-950＞

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）
◎会員発売中 ◎一般発売4／2（土）

周南市文化会館（土）１6：3０6/4

◎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

　昨年９月残念ながら中止になった公演の
振替公演です。「私がオバさんになっても」

「渡良瀬橋」「17才」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。ファンに取って待ちに待っ
た２９年ぶりの公演。ヒットソングのオンパレー
ドにどうぞご期待下さい！

　日本カルチャー史上に名を残すゲームの名作「ドラゴンクエスト」。その
全ての音楽を手掛けてきたすぎやまこういちさんが、去る2021年9月30日に
逝去されました。今回その名曲の数々が、日本を代表する吹奏楽団による
迫力の生演奏でよみがえります！

　昨年の第18回ショパン国際ピアノコンクールで第2位を受賞し、人気
絶頂のピアニスト反田恭平が早くも周南に。オーケストラは創立50周年
を迎える新日本フィルハーモニー交響楽団。４月から同楽団のミュージッ
クアドヴァイザーに就任直前のマエストロ佐渡裕を指揮に迎え、ベートー
ヴェンの傑作を披露します。
　３０回目を迎える西京コンサートに相応しいオーケストラ、指揮者、ピア
ニストが、周南市文化会館で聴取の心を振るわせる音楽を披露するこ
とは疑う余地はありません。ぜひご来場いただき演奏をご堪能ください。

どんなじけんもププッとかいけつ！おしり
たんていとお客さんが一緒に難事件を
解決する「なぞときミュージカル」！！ あん
ごうのなぞをみんなでときあかそう！

現在お持ちのチケットは振替公演にそのまま有効となります。

おしりたんてい♪ミュージカル♪おしりたんてい♪ミュージカル♪

LIVE TOUR 2022
－ROUTE 36－

LIVE TOUR 2022
－ROUTE 36－

山崎育三郎山崎育三郎

第30回西京コンサート第30回西京コンサート

©トロル・ポプラ社／おしりたんてい製作委員会©トロル・ポプラ社／おしりたんてい製作委員会

●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】

BEST OF LUCKBEST OF LUCK

HOTEI the LIVE 2022
“Still Dreamin’ Tour”
HOTEI the LIVE 2022
“Still Dreamin’ Tour”

むらさきふじんの
あんごうじけん
むらさきふじんの
あんごうじけん

　2月1日に60歳の誕生日を迎え、20枚目の
アルバム「Still Dreamin'」をリリースした
布袋。このたびツアーで5月7日の群馬・高
崎芸術劇場 大劇場から8月3日の東京・
LINE CUBE SHIBUYAまで、全国で計
21公演を行います。

　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！

　初めてオーケストラを鑑賞される方、鑑賞初心者のための入門講座
です。ベートーヴェンや、彼の作品の聴きどころなどを易しく解説します。
もちろん中上級者も参加できます。
　６月３日（金）の新日本フィルハーモニー交響楽団の公演を満喫する
ために、ぜひご参加ください。

講師 中村 淳朗

大和証券グループ Presents
佐渡裕（指揮）／反田恭平（ピアノ）
新日本フィルハーモニー交響楽団
50周年記念演奏会

大和証券グループ Presents
佐渡裕（指揮）／反田恭平（ピアノ）
新日本フィルハーモニー交響楽団
50周年記念演奏会

クラシック鑑賞入門講座クラシック鑑賞入門講座

◎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/（チケットぴあ）
http://t.pia.jp/（イープラス）http://eplus.jp/

SOLD OUT

さだまさしさだまさし
コンサートツアー2022コンサートツアー2022
～弧悲～～弧悲～

周南市文化会館4 周南市文化会館 5

2022.04.01 2022.04.01



香美別邸２０２２ ～ピアノ弾き語りライブ～香美別邸２０２２ ～ピアノ弾き語りライブ～

広瀬香美広瀬香美
公演延期のお知らせ公演延期のお知らせ

払い戻しに関して

◎お問合せ　周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

２/２６（土）に開催を予定しておりました「広瀬香美 香美別邸2022 ～ピアノ弾き語り
ライブ～」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。

※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。

振替日程が決まり次第、チケットの払い戻しを行います。大変ご迷惑をおかけしますが、
今しばらくお待ち下さいますようお願い致します。

日時を調整中です。振替日程が決まり次第お知らせ致します。

＊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。

振替公演について

全席指定　7,800円　※財団会員5００円引き
※学生割引(中高生対象)当日3,000円キャッシュバック
※キッズ割引（小学生以下対象）当日5,000円キャッシュバック
※４歳以上有料、３歳以下無料（ただし席が必要な場合は有料）
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5月27日よりデビュー30周年イヤーに突入！！
6月1日より47都道府県を回る全国ツアーを開催！
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周南市文化会館中央監視盤改修工事周南市文化会館中央監視盤改修工事

　　　　     次世代の冷凍空調理念を追求する

                TEL 0834-21-4422   FAX 0834-32-2421

　　         　冷凍設備、冷暖房、ボイラーの設計施工並びに修理・保守管理業務

　　       株式会社　カネダ温調設備
　　　　      　 山口県周南市西松原一丁目１番１０号

　文化会館は来館される方 に々快適な環境を提供するために、毎年
改修工事を行っています。令和３年度は、館内の空調設備を自動で
コントロールする中央監視盤改修工事を実施しました。前回の機器更
新より２０年が経過し、部品の経年劣化により能力が発揮できず、保

守部品等も入手困難な状態で空調設備のコントロールができなくなり、
施設の利用を休止せざるを得ない状況になることを防ぎます。施設の
利用者の皆さんが快適にご利用していただくため、今後も日々 のメン
テナンスを行って参ります。










