
周南市文化会館 1

【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：63612＞（チケットぴあ）＜Pコード：649-349＞

【 文化会館 】山口県周南市徳山5854－41（0834－22－8787）http://s-bunka.jp/bunka/

今月発売！今月発売！

好評発売中！好評発売中！

◎お問合せ　周南市文化会館　0834－22－8787
ｙａｂ山口朝日放送　083－933－1111

（日）2/12
周南市文化会館

１４：００

全席指定　S席 3,000円 A席 2,500円　※未就学児童入場不可

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/
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しゅうなん・文化財団

岡山学芸館高等学校
吹奏楽部

岡山学芸館高等学校
吹奏楽部

◎お問合せ　周南市文化会館　0834－22－8787

（日）１/１５ 周南市文化会館１４：００
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　※財団会員ご招待　今月号と一緒に招待券１枚をお送りします。

ニューイヤー名曲コンサート2023ニューイヤー名曲コンサート2023
上野美科（Vn）×田中雅弘（Vc）×久保千尋（Pf）上野美科（Vn）×田中雅弘（Vc）×久保千尋（Pf）

上野美科
田中雅弘
©堀田力丸 久保千尋

令和4年度文化会館プログラム

●ニューイヤー
　名曲コンサート2023
    ▶１／１５(日)１４：００

●仮面ライダー
　スーパーライブ２０２３
    ▶3／１2(日)①１1：００ ②１4：００
　 ◎会員発売１2／3（土）
　 ◎一般発売１2／10（土）

今月発売

発売中●広瀬香美 香美別邸2023
　～ピアノ弾き語りライブ～
    ▶１／２１(土)１６：００

●第１６回yab
　吹奏楽コンサート
　岡山学芸館高等学校吹奏楽部
    ▶２／１２(日)１４：００

開催決定

●前川清 
　ファミリーコンサート
    ▶2／14(火)１3：００

発売中

令和5年度文化会館プログラム

発売中

発売中

●宝塚歌劇 
　星組全国ツアー公演
    ▶4／6(木)昼の部１3：3０ 夜の部18：00
　 ◎会員発売１／14（土）
　　 ※令和5年度会員が対象です。
　 ◎一般発売１／２1（土）

お問合せ　周南市文化会館　TEL 0834-22-8787

令和5年度
周南市文化振興財団会員
1月5日より募集開始!

【プレイガイド】（周南）文化会館（ローソンチケット）＜Ｌコード：６１４７８＞

【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

◆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。

©宝塚歌劇団　※写真は公演内容とは異なります。

《主演》 （専科）凪七瑠海、（星組）舞空瞳 
ミュージカル・ロマン
 『バレンシアの熱い花』 
 作／柴田侑宏　演出／中村暁
ロマンチック・レビュー
 『パッション・ダムール・アゲイン！』
 作・演出／岡田敬二

全席指定 3,500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12／3(土） ◎一般発売12／10（土）

◎お問合せ　周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

（日）3/12
周南市文化会館

1回目１1：0０ 2回目１4：0０

仮面ライダー 
 スーパーライブ2023
仮面ライダー 
 スーパーライブ2023

©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

◎お問合せ　周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７
　　　　　　ＫＲＹ山口放送　０８３４－３１－９３００

（土）１/２１ 周南市文化会館１６：００
全席指定　６，８００円　※財団会員５００円引き　※未就学児童入場不可
※本公演は2022年2月26日の振替公演となります。現在お持ちのチケットは振替公演にそのままご使用いただけます。

【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（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）＜Ｐコード：226-622＞

振替
公演

香美別邸２０２３
～ピアノ弾き語りライブ～
香美別邸２０２３
～ピアノ弾き語りライブ～広瀬香美広瀬香美

2022年2月26日の振替公演です。



〈休館日：今月は7日、21日、年末年始12月29日～1月4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

周南市文化会館

シンフォニア岩国

三友サルビアホール(防府市公会堂)
12/11(日)
14:00

第67回山口県交響楽団
演奏会
●全席自由 
　一般 　　　1,500円 
　高校生以下 1,000円

スターピアくだまつ

イベントインフォメーション EVENT INFORMATION 2022.12
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

周南市美術博物館 0834-22-8880 １７:００
入館は16:30まで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。

1/8（日）
14:00

第22回 防府音楽祭
〈ほうふニューイヤー
　　コンサート2023〉

「わくわく夢の響演コンサート」
●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　

1/9（月・祝）
14:00

第22回 防府音楽祭
〈ほうふニューイヤー
　　コンサート2023〉

「ファイナルコンサート」
●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

防府市地域交流センター（アスピラート）

光市民ホール

前売券情報 （文化会館事務所で発売中・11月21日現在）℡.0834-22-8787

前売券情報 （文化会館事務所で発売中・11月21日現在）℡.0834-22-8787

※　　　　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）

2022.12.01 2022.12.01

〈月曜休館 ※施設改修工事等のため、12/29～3/31は休館〉

会 場入 場 料

＊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。

2/14（火）
13:00

前川清 
ファミリーコンサート
●全席指定 
　S席 6,800円
※未就学児童入場不可

3/12（日）
①11:00
②14:00

仮面ライダー
スーパーライブ2023
◎会員発売12/3(土)
◎一般発売12/10(土)
●全席指定 
　3,500円（当日500円高） 2/4（土）

①10:00～11:52
②12:30～14:07
③14:30～16:20
2/5（日）
①10:00～11:37
②12:30～14:22
③14:40～16:10
小ホール

光市民ホール
名画劇場
◎一般発売12/3(土)
●全席自由 500円
※入場券1枚で3作品がご覧いただけ
　ます。ただし入場当日のみ有効です。

【上映作品】
(4･5日両日)貸間あり、本日休診
(4日のみ)幕末太陽傳
(5日のみ)喜劇 女は男のふるさとヨ

1/15（日）
14:00

ニューイヤー
名曲コンサート2023
●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

2/12（日）
14:00

第16回 yab吹奏楽コンサート
岡山学芸館高等学校吹奏楽部
●全席指定 S席 3,000円
　　　　　A席 2,500円
※未就学児童入場不可

＊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

生誕100年　宮崎進展
終わりなき旅

企
画
展

常
設
展

周南市民生委員児童委員
委嘱状交付式1（木） 周南市地域福祉課　9:30 10:00 12:00関係者 ０８３４-２2-8465

第６８回 中・四国国立大学連合演奏会4（日） 中・四国国立大学
音楽美術連盟　9:30 10:00 16:30無料 ０８３９-３３-５１６４

(山口大学学生支援課 松永）
第３１回 全国ゾウ会議5（月） 周南市徳山動物園12:30 13:15 18:25関係者 ０８３４-２２-８６４０

河原幼稚園 遊戯会11（日） 河原幼稚園関係者 ０８３４-２１-３５１６

民音歌謡最前線
川中美幸 ４５周年記念公演13（火） MIN-ON17:30 18:30 20:30

全席指定
A席：6,800円
B席：5,800円

０８３３-４４-１６８１
(MIN-ON周南）

周南市中学生芸術鑑賞会15（木） 周南市中学校文化連盟
周南市文化振興財団

　9:30 10:00 12:00
13:30 14:00 16:00関係者 ０８３４-２２-８７８７

（周南市文化会館）

展示室
5

田嶋直士による伝統と現代
（１８：３０開演） 地下展示室全席自由

3,000円1（木） スタジオ・コンモート ０８０-６３３０-４３３５
（岡寺）18:00 20:30

０歳から楽しむコンサート
～パパもママもみんな一緒に～Part6 リハーサル室

大人（高校生以上）
1,000円

こども（３歳未満は無料）
  500円

18（日） 周南音楽家の会
周南市文化振興財団

０８３４-２２-８７８７
（周南市文化会館）

１０：００
（１０：３０開演）
１３：００
（１３：３０開演）

１1：2０

１4：2０

ジャングルハンター in 山口 ３階展示室25（日） 株式会社 NAGATUKASA ０６-６２６４-６９６８11:00 16:00

まど･みちおコーナー/徳山の歴史

展示室
1・2・3

～18(日)

～28(水)

「宮崎進展」の観覧券で常設展も無料でご覧いただけます。（～12/18）

1/9(月・祝)
16:00

オーケストラ・
アンサンブル金沢
●全席指定
　S席 6,000円
　(親子ペア 7,000円)
　A席 5,000円
　(25歳以下の学生 1,000円)
※未就学児入場不可

2/5(日)
14:00
多目的ホール

いわくに元気亭
春風亭昇太 落語会
◎一般発売12/16(金)
●全席指定 4,000円
　(25歳以下の学生 2,000円)
※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　※展示替え等のため、12/5～1/6は休館〉

常
設
展

ワ
ー
ク
ル
ー
ム

そ
の
他
の
展
覧
会

会 期 入 場 料 会 場 開 場 終 了 主 催 者 連 絡 先

展示室
(大)

ワーク
ルーム

展示室
(中･小) 9:30 グループ「風車の会」 090-8363-1189

 １７:００
入館は16:30まで

（4日は16：00終了）

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

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

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）尾崎正章常設展 「燈台のある風景」～4(日)

無　料

12/3(土)
13:00

第2回 オカリナクリスマス
●全席自由 800円

12/24(土)
14:00

岡坂弘毅 故郷コンサート
シリーズVol.7 メノッティ作曲オペラ
≪アマールと夜の訪問者≫
●全席自由 
　一般 　　　2,500円 
　高校生以下 1,000円 
　未就学児童無料

12/13(火)
18:30

川中美幸 45周年記念公演
●全席指定  A席 6,800円
　　　　　  B席 5,800円
※未就学児童入場不可

(　)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＊

　一般 1,100円（1,000円） 
大学生 　800円（　700円）

林忠彦記念室
写真集発刊65周年記念「小説のふるさと」

12/4(日)
14:00
展示ホール

森永康夫
ピアノリサイタル
●全席自由 一般 2,500円
　　 高校生以下 1,000円
※3歳未満入場不可

12/1(木)
18:30
地下展示室

田嶋直士による
伝統と現代
●全席自由 3,000円
※未就学児童入場不可

12/18（日）
①10:30
②13:30
リハーサル室

0歳から楽しむ
コンサート ～Part6～
●全席自由
　大　人（高校生以上）1,000円
　こども（3歳未満無料） 500円

1/21(土)
16:00

広瀬香美 
香美別邸2023
～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

1/28(土)
10:30
3F展示室

笑う門には福来たる！
新春寄席
●全席自由 500円
※先着100名様限定

グループ「風車の会」　作品展 2(金)～　
4(日)

わかやま保育園　作品展～4(日)

徳山商工高等学校吹奏楽部
定期演奏会18（日） 山口県立

徳山商工高等学校13:00 13:30 16:00 ０８３４-２８-００２６
（山近）無料

※3歳未満も要整理券 ※各回100名様までとなります
※2歳以下で保護者の膝上鑑賞の場合、無料

12/11（日）
14:00

王丹 来日20周年
記念コンサート
●全席指定 大人 2,500円
　　 高校生以下 1,000円

※3歳以下無料(親子室で膝上鑑賞)

12/18（日）
14:30

～箏とフルートのコンサート～
●全席自由 一般 3,000円
　　高校生以下 1,000円

※3歳以下無料(親子室で膝上鑑賞)
※未就学児童入場不可

11：00～12：00 1,500円
12：00～14：00 1,300円
14：00～16：00 　800円

周南市文化会館2 周南市文化会館 3

●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あります。
●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】



〈休館日：今月は7日、21日、年末年始12月29日～1月4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

周南市文化会館

シンフォニア岩国

三友サルビアホール(防府市公会堂)
12/11(日)
14:00

第67回山口県交響楽団
演奏会
●全席自由 
　一般 　　　1,500円 
　高校生以下 1,000円

スターピアくだまつ

イベントインフォメーション EVENT INFORMATION 2022.12
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

周南市美術博物館 0834-22-8880 １７:００
入館は16:30まで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。

1/8（日）
14:00

第22回 防府音楽祭
〈ほうふニューイヤー
　　コンサート2023〉

「わくわく夢の響演コンサート」
●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　

1/9（月・祝）
14:00

第22回 防府音楽祭
〈ほうふニューイヤー
　　コンサート2023〉

「ファイナルコンサート」
●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

防府市地域交流センター（アスピラート）

光市民ホール

前売券情報 （文化会館事務所で発売中・11月21日現在）℡.0834-22-8787

前売券情報 （文化会館事務所で発売中・11月21日現在）℡.0834-22-8787

※　　　　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）

2022.12.01 2022.12.01

〈月曜休館 ※施設改修工事等のため、12/29～3/31は休館〉

会 場入 場 料

＊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。

2/14（火）
13:00

前川清 
ファミリーコンサート
●全席指定 
　S席 6,800円
※未就学児童入場不可

3/12（日）
①11:00
②14:00

仮面ライダー
スーパーライブ2023
◎会員発売12/3(土)
◎一般発売12/10(土)
●全席指定 
　3,500円（当日500円高） 2/4（土）

①10:00～11:52
②12:30～14:07
③14:30～16:20
2/5（日）
①10:00～11:37
②12:30～14:22
③14:40～16:10
小ホール

光市民ホール
名画劇場
◎一般発売12/3(土)
●全席自由 500円
※入場券1枚で3作品がご覧いただけ
　ます。ただし入場当日のみ有効です。

【上映作品】
(4･5日両日)貸間あり、本日休診
(4日のみ)幕末太陽傳
(5日のみ)喜劇 女は男のふるさとヨ

1/15（日）
14:00

ニューイヤー
名曲コンサート2023
●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

2/12（日）
14:00

第16回 yab吹奏楽コンサート
岡山学芸館高等学校吹奏楽部
●全席指定 S席 3,000円
　　　　　A席 2,500円
※未就学児童入場不可

＊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

生誕100年　宮崎進展
終わりなき旅

企
画
展

常
設
展

周南市民生委員児童委員
委嘱状交付式1（木） 周南市地域福祉課　9:30 10:00 12:00関係者 ０８３４-２2-8465

第６８回 中・四国国立大学連合演奏会4（日） 中・四国国立大学
音楽美術連盟　9:30 10:00 16:30無料 ０８３９-３３-５１６４

(山口大学学生支援課 松永）
第３１回 全国ゾウ会議5（月） 周南市徳山動物園12:30 13:15 18:25関係者 ０８３４-２２-８６４０

河原幼稚園 遊戯会11（日） 河原幼稚園関係者 ０８３４-２１-３５１６

民音歌謡最前線
川中美幸 ４５周年記念公演13（火） MIN-ON17:30 18:30 20:30

全席指定
A席：6,800円
B席：5,800円

０８３３-４４-１６８１
(MIN-ON周南）

周南市中学生芸術鑑賞会15（木） 周南市中学校文化連盟
周南市文化振興財団

　9:30 10:00 12:00
13:30 14:00 16:00関係者 ０８３４-２２-８７８７

（周南市文化会館）

展示室
5

田嶋直士による伝統と現代
（１８：３０開演） 地下展示室全席自由

3,000円1（木） スタジオ・コンモート ０８０-６３３０-４３３５
（岡寺）18:00 20:30

０歳から楽しむコンサート
～パパもママもみんな一緒に～Part6 リハーサル室

大人（高校生以上）
1,000円

こども（３歳未満は無料）
  500円

18（日） 周南音楽家の会
周南市文化振興財団

０８３４-２２-８７８７
（周南市文化会館）

１０：００
（１０：３０開演）
１３：００
（１３：３０開演）

１1：2０

１4：2０

ジャングルハンター in 山口 ３階展示室25（日） 株式会社 NAGATUKASA ０６-６２６４-６９６８11:00 16:00

まど･みちおコーナー/徳山の歴史

展示室
1・2・3

～18(日)

～28(水)

「宮崎進展」の観覧券で常設展も無料でご覧いただけます。（～12/18）

1/9(月・祝)
16:00

オーケストラ・
アンサンブル金沢
●全席指定
　S席 6,000円
　(親子ペア 7,000円)
　A席 5,000円
　(25歳以下の学生 1,000円)
※未就学児入場不可

2/5(日)
14:00
多目的ホール

いわくに元気亭
春風亭昇太 落語会
◎一般発売12/16(金)
●全席指定 4,000円
　(25歳以下の学生 2,000円)
※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　※展示替え等のため、12/5～1/6は休館〉

常
設
展

ワ
ー
ク
ル
ー
ム

そ
の
他
の
展
覧
会

会 期 入 場 料 会 場 開 場 終 了 主 催 者 連 絡 先

展示室
(大)

ワーク
ルーム

展示室
(中･小) 9:30 グループ「風車の会」 090-8363-1189

 １７:００
入館は16:30まで

（4日は16：00終了）

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

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

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）尾崎正章常設展 「燈台のある風景」～4(日)

無　料

12/3(土)
13:00

第2回 オカリナクリスマス
●全席自由 800円

12/24(土)
14:00

岡坂弘毅 故郷コンサート
シリーズVol.7 メノッティ作曲オペラ
≪アマールと夜の訪問者≫
●全席自由 
　一般 　　　2,500円 
　高校生以下 1,000円 
　未就学児童無料

12/13(火)
18:30

川中美幸 45周年記念公演
●全席指定  A席 6,800円
　　　　　  B席 5,800円
※未就学児童入場不可

(　)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＊

　一般 1,100円（1,000円） 
大学生 　800円（　700円）

林忠彦記念室
写真集発刊65周年記念「小説のふるさと」

12/4(日)
14:00
展示ホール

森永康夫
ピアノリサイタル
●全席自由 一般 2,500円
　　 高校生以下 1,000円
※3歳未満入場不可

12/1(木)
18:30
地下展示室

田嶋直士による
伝統と現代
●全席自由 3,000円
※未就学児童入場不可

12/18（日）
①10:30
②13:30
リハーサル室

0歳から楽しむ
コンサート ～Part6～
●全席自由
　大　人（高校生以上）1,000円
　こども（3歳未満無料） 500円

1/21(土)
16:00

広瀬香美 
香美別邸2023
～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

1/28(土)
10:30
3F展示室

笑う門には福来たる！
新春寄席
●全席自由 500円
※先着100名様限定

グループ「風車の会」　作品展 2(金)～　
4(日)

わかやま保育園　作品展～4(日)

徳山商工高等学校吹奏楽部
定期演奏会18（日） 山口県立

徳山商工高等学校13:00 13:30 16:00 ０８３４-２８-００２６
（山近）無料

※3歳未満も要整理券 ※各回100名様までとなります
※2歳以下で保護者の膝上鑑賞の場合、無料

12/11（日）
14:00

王丹 来日20周年
記念コンサート
●全席指定 大人 2,500円
　　 高校生以下 1,000円

※3歳以下無料(親子室で膝上鑑賞)

12/18（日）
14:30

～箏とフルートのコンサート～
●全席自由 一般 3,000円
　　高校生以下 1,000円

※3歳以下無料(親子室で膝上鑑賞)
※未就学児童入場不可

11：00～12：00 1,500円
12：00～14：00 1,300円
14：00～16：00 　800円

周南市文化会館2 周南市文化会館 3

●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あります。
●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】



周南市文化会館（木）
1回目１0：0０　
2回目１4：0０12/15

●宮城道雄『春の海』  
●J.シュトラウス『美しく青きドナウ』
●サラサーテ『ツィゴイネルワイゼン』
●ベートーヴェン『大公トリオ』　ほか

プログラム

【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）＜Ｐコード：226-622＞

香美別邸２０２３～ピアノ弾き語りライブ～香美別邸２０２３～ピアノ弾き語りライブ～
広瀬香美広瀬香美振替

公演

2022年2月26日の振替公演です。

　今年デビュー30周年を迎え、
11月30日には記念アルバム
「Kohmi30th」をリリース。「ロマ
ンスの神様」「ゲレンデがとける
ほど恋したい」などヒット曲を生
みだし、YouTubeやTikTokで
も活躍している広瀬香美。周南
公演をぜひお楽しみください!

　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2023』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！

全席指定　６，８００円
※財団会員５００円引き　※未就学児童入場不可
※本公演は2022年2月26日の振替公演となります。現在お持ちのチケット
　は振替公演にそのままご使用いただけます。

◎お問合せ　周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７
　　　　　　ＫＲＹ山口放送　０８３４－３１－９３００

（土）１/２１ 周南市文化会館１６：００

全席指定　Ｓ席 ６，８００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（火）2/14 １3：0０

◎お問合せ　ソワード株式会社　０９５６－２２－２０３６
　　　　　　周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

ファミリーコンサートファミリーコンサート前川 清前川 清
歌で魅了、トークで笑顔。
こころ温まるステージ

【プレイガイド】（周南）文化会館・南陽ミュージック（ローソンチケット）https://l-tike.com/
（チケットぴあ）https://t.pia.jp/（イープラス）https://eplus.jp/ 【プレイガイド】（周南）文化会館

前川 清

紘毅 前川 侑那

えとう窓口 原 たかし

大人（高校生以上） 1,000円／こども（3歳未満は無料） 500円
※3歳未満も整理券が必要　※各回100名様までとなります

周南市文化会館 リハーサル室
（日）12/18 ①10:30 ②13:30

◎お問合せ　周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

全席指定　S席 3,000円  A席 2,500円　
※未就学児童入場不可

周南市文化会館（日）１４：００２/１２

◎お問合せ　周南市文化会館　0834－22－8787
ｙａｂ山口朝日放送　083－933－1111

　16回目を迎える「yab吹
奏楽コンサート」。今回は、
岡山学芸館高等学校吹奏
楽部を招聘します。
　現在部員数125名、岡山
県下有数の大所帯バンド
で、毎年県内外で多くのコンサートに出演し、ヨーロッパ、アメリカ、
ウィーンなど海外公演の実績もあります。（2013年オーストリア・
シュラートミンク市で行われたミッド・ヨーロッパ国際青少年吹奏楽
コンクールでは総合1位・グランプリ受賞）
　2021年度には、全日本吹奏楽コンクールにおいて4大会連続
7度目となる全国大会 金゙賞“を受賞。
　思いのこもった学生たちの熱い演奏を生でお楽しみ下さい ！

【プレイガイド】（周南）文化会館（ローソンチケット）＜Ｌコード：６１４７８＞

岡山学芸館高等学校 吹奏楽部岡山学芸館高等学校 吹奏楽部
　音を通して心を育む、子どもから大人まで楽しめるコンサート。

「子どもに生の音楽を聴かせたいけれど演奏中に騒いだり泣い
たりしたらどうしよう」そんな子育て世代のファミリー向けのコン
サートです。小さなお子さまから大人の方まで、客席のないフロア
でゆっくりとコンサートをお楽しみください。

上野瑞穂：箏 足立智子：フルート 夏川順子：ピアノ

０歳０歳 Part 6Part 6

から楽しむコンサートから楽しむコンサート
～パパもママもみんな一緒に～ ～パパもママもみんな一緒に～ 

＊春の海　＊小鳥のうた　＊ワンワンニャオニャオ
＊クリスマスメドレー  ほか
＊春の海　＊小鳥のうた　＊ワンワンニャオニャオ
＊クリスマスメドレー  ほか

プログラム

◎お問合せ　周南市文化会館　0834－22－8787

（日）１/１５ 周南市文化会館１４：００
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　
※財団会員ご招待 今月号と一緒に招待券１枚をお送りします。

ニューイヤー
名曲コンサート2023
ニューイヤー

名曲コンサート2023
上野美科（Vn）×田中雅弘（Vc）×久保千尋（Pf）上野美科（Vn）×田中雅弘（Vc）×久保千尋（Pf）

上野美科 田中雅弘 ©堀田力丸

【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

　山口県出身で県内外幅広く活躍中の演奏家、ヴァイオリン上野
美科、チェロ田中雅弘、ピアノ久保千尋の3名による珠玉のニュー
イヤー・コンサート。
　2023年の幕開けを飾る華やかなクラシックの名曲ほか、ベー
トーヴェンの傑作《大公トリオ》をお贈りします。

久保千尋

特別ゲスト

【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：63612＞（チケットぴあ）＜Pコード：649-349＞

全席指定 3,500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12／3(土） ◎一般発売12／10（土）

◎お問合せ　周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

（日）3/12 周南市文化会館
1回目１1：0０ 
2回目１4：0０

【プレイガイド】（周南）文化会館（ローソンチケット）＜Lコード：62183＞（チケットぴあ）＜Pコード：516-188＞

全席指定　S席8,300円 A席5,500円 ※未就学児童入場不可
◎会員発売1／14(土） ◎一般発売1／21（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

（木）4/6
周南市文化会館

昼の部１3：3０ 夜の部１8：0０

歴代ライダー共闘！
音と光の次世代ライブ
エクスペリエンス

歴代ライダー共闘！
音と光の次世代ライブ
エクスペリエンス

©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

宝塚歌劇 
星組全国ツアー公演
宝塚歌劇 
星組全国ツアー公演

《主演》 （専科）凪七瑠海、（星組）舞空瞳 

ミュージカル・ロマン 『バレンシアの熱い花』 
作／柴田侑宏　演出／中村暁

ロマンチック・レビュー『パッション・ダムール・アゲイン！』
作・演出／岡田敬二

©宝塚歌劇団
※写真は公演内容とは異なります。

©宝塚歌劇団
※写真は公演内容とは異なります。

仮面ライダー 仮面ライダー 
スーパーライブ2023スーパーライブ2023

キーコーヒー株式会社

広島営業所
広島市西区井口5-17-23
TEL 082-277-4976

ファミリーミュージカル

「子どもたちに本物の舞台と芸術に触れてもらいたい」。周南
市中学校文化連盟と周南市文化振興財団が、毎年市内中学
生を対象に開催している芸術鑑賞会。今年度は劇団四季の
ミュージカルを配信で鑑賞します。

　魔法によって人間の姿に変
えられた、猫のライオネル。
　ライオネルが、あなたに人間
の素晴らしさ、命や仲間の大
切さを伝えてくれる夢と感動の
物語です。あなたもライオネル
と一緒に、新しい世界で冒険し
てみましょう！

周南市中学生芸術鑑賞会 2022年度“こころの劇場”配信公演

関係者のみ

取扱期間：2022年4月1日（金）▶2023年3月31日（金）

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

周南市文化会館4 周南市文化会館 5

2022.12.01 2022.12.01



周南市文化会館（木）
1回目１0：0０　
2回目１4：0０12/15

●宮城道雄『春の海』  
●J.シュトラウス『美しく青きドナウ』
●サラサーテ『ツィゴイネルワイゼン』
●ベートーヴェン『大公トリオ』　ほか

プログラム

【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）＜Ｐコード：226-622＞

香美別邸２０２３～ピアノ弾き語りライブ～香美別邸２０２３～ピアノ弾き語りライブ～
広瀬香美広瀬香美振替

公演

2022年2月26日の振替公演です。

　今年デビュー30周年を迎え、
11月30日には記念アルバム
「Kohmi30th」をリリース。「ロマ
ンスの神様」「ゲレンデがとける
ほど恋したい」などヒット曲を生
みだし、YouTubeやTikTokで
も活躍している広瀬香美。周南
公演をぜひお楽しみください!

　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2023』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！

全席指定　６，８００円
※財団会員５００円引き　※未就学児童入場不可
※本公演は2022年2月26日の振替公演となります。現在お持ちのチケット
　は振替公演にそのままご使用いただけます。

◎お問合せ　周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７
　　　　　　ＫＲＹ山口放送　０８３４－３１－９３００

（土）１/２１ 周南市文化会館１６：００

全席指定　Ｓ席 ６，８００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（火）2/14 １3：0０

◎お問合せ　ソワード株式会社　０９５６－２２－２０３６
　　　　　　周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

ファミリーコンサートファミリーコンサート前川 清前川 清
歌で魅了、トークで笑顔。
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【プレイガイド】（周南）文化会館・南陽ミュージック（ローソンチケット）https://l-tike.com/
（チケットぴあ）https://t.pia.jp/（イープラス）https://eplus.jp/ 【プレイガイド】（周南）文化会館

前川 清

紘毅 前川 侑那

えとう窓口 原 たかし

大人（高校生以上） 1,000円／こども（3歳未満は無料） 500円
※3歳未満も整理券が必要　※各回100名様までとなります

周南市文化会館 リハーサル室
（日）12/18 ①10:30 ②13:30

◎お問合せ　周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

全席指定　S席 3,000円  A席 2,500円　
※未就学児童入場不可

周南市文化会館（日）１４：００２/１２
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イヤー・コンサート。
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生を対象に開催している芸術鑑賞会。今年度は劇団四季の
ミュージカルを配信で鑑賞します。

　魔法によって人間の姿に変
えられた、猫のライオネル。
　ライオネルが、あなたに人間
の素晴らしさ、命や仲間の大
切さを伝えてくれる夢と感動の
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と一緒に、新しい世界で冒険し
てみましょう！

周南市中学生芸術鑑賞会 2022年度“こころの劇場”配信公演

関係者のみ

取扱期間：2022年4月1日（金）▶2023年3月31日（金）

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

周南市文化会館4 周南市文化会館 5

2022.12.01 2022.12.01



※当日、体調不良の方のご入場をお断りすることがございます。
周南市文化会館 

（日）12/18 13：3０～16：00

◎お問合せ　徳山商工高校（山近）　０８３４－２8－００26

第9回定期演奏会

　シンフォニックステージ、アンサンブルステージ、ポップスス
テージと楽しんでいただけるプログラムを用意しております。
ぜひご来場ください。

　今年度、徳山支部と新南陽支部が合併し、
“新春のひかり　花の和をつなごう”をテーマ
に支部花展を開催する運びとなりました。
　お互いの心を大切に人と人との和が、一輪
の花と心を通わす穏やかな至福の時となりま
すように願いを込めました。どうぞお楽しみ下
さいませ。

周南市文化会館 ３階展示室
◎お問合せ　池坊徳山新南陽支部　0834－64－7017（戸倉）

１/14（土）～15（日） 10：0０～17：00（15日は16：00まで）
入場無料

華道家元池坊徳山新南陽支部花展華道家元池坊徳山新南陽支部花展

周南市文化会館

◎お問合せ　山口大学学生支援課（松永）　０８３－９３３－５１６４
※未就学児童入場不可
１2/4（日）１0：００

　中・四国の９国立大学の音楽系サークルが一同に会して、吹
奏楽やオーケストラ、邦楽の各大学個別演奏のほか、大人数での
迫力の合同演奏を行います。
　本演奏会は３年ぶりの対面開催となります。出演者もお客様の
前で演奏出来ることを心待ちにしておりました。クラシックからお馴
染みのポップスまで幅広いジャンルのプログラムとなっております。
　ぜひ、お気軽にお越しください。

中・四国国立大学
連合演奏会
中・四国国立大学
連合演奏会

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

10月1日から

会費
半額

笑う門には
福来たる！
笑う門には
福来たる！
◆漫　談：松鶴家一若　　◆落　語：笑福亭風喬、桂梅團治
◆大喜利：一若＆風喬&梅團治
◆漫　談：松鶴家一若　　◆落　語：笑福亭風喬、桂梅團治
◆大喜利：一若＆風喬&梅團治

新春寄席新春寄席

周南市大河内市民センター

◎お問合せ　周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７
　　　　　　大河内市民センター　０８３3－92－０175

１/28（土） 10：3０

入場無料

周南市文化会館 ３階展示室

正月恒例の新春「地域寄席」今回も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。Kビ
ジョンで放映中のドラマ「食べものがたり 元木食堂」、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。

●笑福亭風喬（しょうふくていふうきょう）　
昭和４８年福岡県生まれ。福岡県うきは市ふるさと大
使。福岡大学附属大濠高校卒。平成１０年、六代目 笑福
亭松喬に入門。平成１８年NHK新人演芸大賞、平成２２
年なにわ芸術祭新人賞受賞。趣味：スポーツ観戦、弁当
作り。本名・石井康久。

●桂梅團治（かつらうめだんじ）
昭和32年、岡山県倉敷市生まれ。岡山晴れの国大使。福岡
大学法学部卒。昭和55年、三代目桂春團治に入門して桂春
秋。平成9年、道頓堀中座で四代目桂梅團治を襲名。平成22
年、法務大臣表彰。平成25年、神戸新聞文化賞。令和元年、
文化庁芸術祭大衆芸能部門優秀賞。「天満天神繁昌亭」「神
戸新開地喜楽館」等の寄席を中心に活動中。本名・大崎誠。

１/28（土） 14：3０

全席自由　５００円 ※文化会館で販売中 先着１００名様限定

※要事前申込（先着50名様）

第６８回

山口県立徳山商工高等学校吹奏楽部山口県立徳山商工高等学校吹奏楽部

入場無料

入場無料
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