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今月開催今月開催

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

全席指定　一般 7,000円 学生 3,000円　※未就学児童入場不可
◎会員発売1／14(土） ◎一般発売1／21（土）

【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：63667＞（チケットぴあ）＜Pコード：233-653＞

周南市文化会館（土）１5：0０7/8

手嶌葵Concert 2023 ～Trio～手嶌葵Concert 2023 ～Trio～

◎お問合せ　周南市文化会館　　０８３４－２２－８７８７

今月発売！今月発売！

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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周南市文化会館
イベント情報

しゅうなん・文化財団

◎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

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
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

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

●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）

今月発売

今月発売

発売中

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）

●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

●手嶌葵Concert 2023～Trio～
    ▶7／8(土)１5：0０
　 ◎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）

　2006年、スタジオジブリ「ゲド戦記」挿入歌「テル－
の唄」でデビューし、2011年には「コクリコ坂から」の
主題歌も担当。
　また、ドラマ「天国と地獄～サイコな２人～」では主題
歌「ただいま」を担当し、大きな反響を呼びました。聞き
手の心を揺さぶる類い稀なる歌声は、数々の主題歌や
ＣＭソングに求められ続けています。透明感あふれる
フェアリーボイスをどうぞお楽しみに！

　2006年、スタジオジブリ「ゲド戦記」挿入歌「テル－
の唄」でデビューし、2011年には「コクリコ坂から」の
主題歌も担当。
　また、ドラマ「天国と地獄～サイコな２人～」では主題
歌「ただいま」を担当し、大きな反響を呼びました。聞き
手の心を揺さぶる類い稀なる歌声は、数々の主題歌や
ＣＭソングに求められ続けています。透明感あふれる
フェアリーボイスをどうぞお楽しみに！

お問合せ　周南市文化会館　TEL 0834-22-8787

3ページに詳細があります ⇒

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・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 【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＞

◆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。

◎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。

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。

【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

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

謹んで新春のお慶びを申し上げます

©宝塚歌劇団©宝塚歌劇団



〈休館日：年末年始12月29日～1月4日、18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

イベントインフォメーション EVENT INFORMATION 2023.1
〒745-0006 山口県周南市花畠町10-16 ℡.0834-22-8880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。

前売券情報 （文化会館事務所で発売中・12月20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。

2023.01.01 2023.01.01

※施設改修工事等のため、12/29～3/31まで休館

会 場入 場 料

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
●全席指定 
　3,500円（当日500円高）
※2歳以下で保護者の
　膝上鑑賞の場合、無料

4/6（木）
昼の部 13:30
夜の部 18:00

宝塚歌劇
星組全国ツアー公演
◎会員発売1/14(土)
　※令和5年度会員が対象
◎一般発売1/21(土)
●全席指定 S席8,300円
　　　　　A席5,500円
※未就学児童入場不可

7/8（土）
15:00

手嶌葵 
Concert 2023～Trio～
◎会員発売1/14(土)
　※令和5年度会員が対象
◎一般発売1/21(土)
●全席指定 一般 7,000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

令和４年度
周南市二十歳の記念式典 午前の部

（対象中学校校区）
鼓南・太華・岐陽・住吉・周陽・秋月

8（日） 周南市
周南市教育委員会10:00関係者

０８３４-２２-８６９７
(周南市教育委員会

生涯学習課）
11:00 11:30

令和４年度
周南市二十歳の記念式典 午後の部

（対象中学校校区）
菊川・桜田・中須・須々万・富田
福川・和田・熊毛・鹿野

8（日） 周南市
周南市教育委員会13:00関係者

０８３４-２２-８６９７
(周南市教育委員会

生涯学習課）
14:00 14:30

ニューイヤー名曲コンサート２０２３15（日） 周南市文化振興財団
全席自由

一般：2,000円
高校生以下：500円

０８３４-２２-８７８７
（周南市文化会館）13:30 14:00 16:00

広瀬香美　香美別邸２０２3
～ピアノ弾き語りライブ～21（土）

KRY山口放送
周南市文化振興財団全席指定

6,800円
０８３４-３１-９３００
０８３４-２２-８７８７

（周南市文化会館）
15:00 16:00 18:00

令和４年度
周南地区吹奏楽連盟　新人演奏会29（日） 周南地区吹奏楽連盟関係者

０８３４-２８-００２６
(徳山商工高等学校

山近）
9:00 9:40 16:30

（予定）

ウィッグ（かつら）展示即売会 地下展示室無料10（火） 株式会社　ユキ ０５２-４５９-７０３０10:00 16:00

みのはんの和家具の展示会 練習室１無料25（水） イワトー株式会社　みのはん ０９２-４７２-６６０６10:00 16:00

華道家元池坊徳山新南陽支部花展 ３階展示室無料14（土）
15（日） 池坊徳山新南陽支部 ０８３４-６４-７０１７

（戸倉）10:00
17:00

(15日は
16:00まで）

笑う門には福来たる！ 新春寄席 ３階展示室全席自由
５００円28（土） 周南市文化振興財団 ０８３４-２２-８７８７

（周南市文化会館）
10:30
(開演）12:00

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

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、1/6まで休館。　ただし1/9開館、1/10休館〉

企
画
展

ワ
ー
ク
ル
ー
ム

常
設
展

会 期 入 場 料 会 場 開 場 終 了 主 催 者 連 絡 先

展示室
(中･小)

ワーク
ルーム

展示室
(大)

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

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）

石村勝宣作品展
「命の輝きーヒロシマより」7(土)～　

3/5(日)

無　料

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

尾崎正章常設展「海に生きる」

富田東小学校 作品展12(木)～　
22(日)

南陽幼稚園 作品展25(水)～　
2/5(日)

シンフォニア岩国

三友サルビアホール(防府市公会堂)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　

2/5（日）
14:00

坪内知佳 講演会
「君もファースト
　　ペンギンになろう」
●全席指定　　2,000円　
※未就学児童入場不可

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・12月20日現在）℡.0834-22-8787

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
●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

3/5（日）
13:00

第8回アラ還
フェスティバル
◎一般発売1/14(土)
●全席自由 500円

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
●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

令和5年度 周南市文化振興財団会員募集
5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5年度自主事業のチケット優先発売、割引
　（個人会員＝２枚、家族会員＝４枚、団体会員＝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2024年３月３１日まで
●お問合せ　周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

特
　典

1月5日から

募集
開始

●新年おめでとう臨時開園（有料）
　１/１（元旦）9：00～16：30（入園は16時まで）
●動物園からお年玉　１/１（元旦）～3（火）

●干支展「卯～ん兎知ろう！ ウサギのこと」　１/１（元旦）～２/26（予定）

「2023徳山動物園オリジナル卓上カレンダー」
（1～3日先着200組）

「入園料半額券」（1～3日有料入園者全員）
※次回来園から3/31まで有効

ご入会時に徳山動物園の入園料割引券プレゼントご入会時に徳山動物園の入園料割引券プレゼント

ご来園いただいた皆様に感謝の気持ちを込めてプレゼント

徳山動物園年始のイベント

カイウサギ（ウサギ科）カイウサギ（ウサギ科）

周南市文化会館2 周南市文化会館 3



〈休館日：年末年始12月29日～1月4日、18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

イベントインフォメーション EVENT INFORMATION 2023.1
〒745-0006 山口県周南市花畠町10-16 ℡.0834-22-8880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。

前売券情報 （文化会館事務所で発売中・12月20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。

2023.01.01 2023.01.01

※施設改修工事等のため、12/29～3/31まで休館

会 場入 場 料

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
●全席指定 
　3,500円（当日500円高）
※2歳以下で保護者の
　膝上鑑賞の場合、無料

4/6（木）
昼の部 13:30
夜の部 18:00

宝塚歌劇
星組全国ツアー公演
◎会員発売1/14(土)
　※令和5年度会員が対象
◎一般発売1/21(土)
●全席指定 S席8,300円
　　　　　A席5,500円
※未就学児童入場不可

7/8（土）
15:00

手嶌葵 
Concert 2023～Trio～
◎会員発売1/14(土)
　※令和5年度会員が対象
◎一般発売1/21(土)
●全席指定 一般 7,000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

令和４年度
周南市二十歳の記念式典 午前の部

（対象中学校校区）
鼓南・太華・岐陽・住吉・周陽・秋月

8（日） 周南市
周南市教育委員会10:00関係者

０８３４-２２-８６９７
(周南市教育委員会

生涯学習課）
11:00 11:30

令和４年度
周南市二十歳の記念式典 午後の部

（対象中学校校区）
菊川・桜田・中須・須々万・富田
福川・和田・熊毛・鹿野

8（日） 周南市
周南市教育委員会13:00関係者

０８３４-２２-８６９７
(周南市教育委員会

生涯学習課）
14:00 14:30

ニューイヤー名曲コンサート２０２３15（日） 周南市文化振興財団
全席自由

一般：2,000円
高校生以下：500円

０８３４-２２-８７８７
（周南市文化会館）13:30 14:00 16:00

広瀬香美　香美別邸２０２3
～ピアノ弾き語りライブ～21（土）

KRY山口放送
周南市文化振興財団全席指定

6,800円
０８３４-３１-９３００
０８３４-２２-８７８７

（周南市文化会館）
15:00 16:00 18:00

令和４年度
周南地区吹奏楽連盟　新人演奏会29（日） 周南地区吹奏楽連盟関係者

０８３４-２８-００２６
(徳山商工高等学校

山近）
9:00 9:40 16:30

（予定）

ウィッグ（かつら）展示即売会 地下展示室無料10（火） 株式会社　ユキ ０５２-４５９-７０３０10:00 16:00

みのはんの和家具の展示会 練習室１無料25（水） イワトー株式会社　みのはん ０９２-４７２-６６０６10:00 16:00

華道家元池坊徳山新南陽支部花展 ３階展示室無料14（土）
15（日） 池坊徳山新南陽支部 ０８３４-６４-７０１７

（戸倉）10:00
17:00

(15日は
16:00まで）

笑う門には福来たる！ 新春寄席 ３階展示室全席自由
５００円28（土） 周南市文化振興財団 ０８３４-２２-８７８７

（周南市文化会館）
10:30
(開演）12:00

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

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、1/6まで休館。　ただし1/9開館、1/10休館〉

企
画
展

ワ
ー
ク
ル
ー
ム

常
設
展

会 期 入 場 料 会 場 開 場 終 了 主 催 者 連 絡 先

展示室
(中･小)

ワーク
ルーム

展示室
(大)

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

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）

石村勝宣作品展
「命の輝きーヒロシマより」7(土)～　

3/5(日)

無　料

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

尾崎正章常設展「海に生きる」

富田東小学校 作品展12(木)～　
22(日)

南陽幼稚園 作品展25(水)～　
2/5(日)

シンフォニア岩国

三友サルビアホール(防府市公会堂)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　

2/5（日）
14:00

坪内知佳 講演会
「君もファースト
　　ペンギンになろう」
●全席指定　　2,000円　
※未就学児童入場不可

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・12月20日現在）℡.0834-22-8787

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
●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

3/5（日）
13:00

第8回アラ還
フェスティバル
◎一般発売1/14(土)
●全席自由 500円

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
●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

令和5年度 周南市文化振興財団会員募集
5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5年度自主事業のチケット優先発売、割引
　（個人会員＝２枚、家族会員＝４枚、団体会員＝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2024年３月３１日まで
●お問合せ　周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

特
　典

1月5日から

募集
開始

●新年おめでとう臨時開園（有料）
　１/１（元旦）9：00～16：30（入園は16時まで）
●動物園からお年玉　１/１（元旦）～3（火）

●干支展「卯～ん兎知ろう！ ウサギのこと」　１/１（元旦）～２/26（予定）

「2023徳山動物園オリジナル卓上カレンダー」
（1～3日先着200組）

「入園料半額券」（1～3日有料入園者全員）
※次回来園から3/31まで有効

ご入会時に徳山動物園の入園料割引券プレゼントご入会時に徳山動物園の入園料割引券プレゼント

ご来園いただいた皆様に感謝の気持ちを込めてプレゼント

徳山動物園年始のイベント

カイウサギ（ウサギ科）カイウサギ（ウサギ科）

周南市文化会館2 周南市文化会館 3



©宝塚歌劇団©宝塚歌劇団

●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。

　「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“動画の女王”と
して活躍中。デビュー30周年記念となる新
曲「プレミアムワールド」は、初めてラップに
挑戦しました。進化し続ける広瀬香美の
周南公演をぜひお楽しみください ！

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/

前川 清

紘毅 前川 侑那

えとう窓口 原 たかし

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

【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

◎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

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で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。

◎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

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

音響室、照明室、舞台、楽屋、奈落など、普段客席からでは
見ることのできないステージの裏側を見学してみません
か？皆様の参加をお待ちしております。

参加無料 参加希望人数により所要時間は変更になります。

同日１４時からの「ニューイヤー名曲コンサート２０２３」
公演終了後、３０分程度

◎お問合せ　周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

同時開催 参加者募集！

（日）１/１５ 周南市文化会館

　宝塚歌劇 星組による全国
ツアー待望の周南公演 ！
　専科の凪七瑠海と星組トッ
プ娘役の舞空瞳が主演、柳
井市出身の奏碧タケルも出演
決定 ！
　ロマンチックで情熱的なス
テージをお届け致します。

　16回目を迎える「yab吹奏楽コンサート」。今回は、岡山学芸館
高等学校吹奏楽部の演奏をお届けします。
　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 ！

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
　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
せる穏やかな至福の時となりますよう、願いを込めました。どう
ぞお楽しみ下さい。

周南市文化会館
バックステージツアー
周南市文化会館
バックステージツアー
～ステージの裏側をのぞいてみよう～～ステージの裏側をのぞいてみよう～

全席指定 一般 7,000円 学生 3,000円 ※未就学児童入場不可
◎会員発売1／14(土） ◎一般発売1／21（土）

【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：63667＞（チケットぴあ）＜Pコード：233-653＞

周南市文化会館（土）１5：0０7/8

手嶌葵Concert 2023 ～Trio～手嶌葵Concert 2023 ～Trio～

◎お問合せ　周南市文化会館　　０８３４－２２－８７８７

　2006年、スタジオジブリ「ゲド戦記」挿入
歌「テル－の唄」でデビューし、2011年には

「コクリコ坂から」の主題歌も担当。
 また、ドラマ「天国と地獄～サイコな２人～」
では主題歌「ただいま」を担当し、大きな反
響を呼びました。聞き手の心を揺さぶる類い
稀なる歌声は、数々の主題歌やＣＭソングに求められ続けていま
す。透明感あふれるフェアリーボイスをどうぞお楽しみに！

　2006年、スタジオジブリ「ゲド戦記」挿入
歌「テル－の唄」でデビューし、2011年には

「コクリコ坂から」の主題歌も担当。
 また、ドラマ「天国と地獄～サイコな２人～」
では主題歌「ただいま」を担当し、大きな反
響を呼びました。聞き手の心を揺さぶる類い
稀なる歌声は、数々の主題歌やＣＭソングに求められ続けていま
す。透明感あふれるフェアリーボイスをどうぞお楽しみに！

©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

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
　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』。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！
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©宝塚歌劇団©宝塚歌劇団

●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。

　「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“動画の女王”と
して活躍中。デビュー30周年記念となる新
曲「プレミアムワールド」は、初めてラップに
挑戦しました。進化し続ける広瀬香美の
周南公演をぜひお楽しみください ！

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/

前川 清

紘毅 前川 侑那

えとう窓口 原 たかし

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

【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

◎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

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で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。

◎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

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

音響室、照明室、舞台、楽屋、奈落など、普段客席からでは
見ることのできないステージの裏側を見学してみません
か？皆様の参加をお待ちしております。

参加無料 参加希望人数により所要時間は変更になります。

同日１４時からの「ニューイヤー名曲コンサート２０２３」
公演終了後、３０分程度

◎お問合せ　周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

同時開催 参加者募集！

（日）１/１５ 周南市文化会館

　宝塚歌劇 星組による全国
ツアー待望の周南公演 ！
　専科の凪七瑠海と星組トッ
プ娘役の舞空瞳が主演、柳
井市出身の奏碧タケルも出演
決定 ！
　ロマンチックで情熱的なス
テージをお届け致します。

　16回目を迎える「yab吹奏楽コンサート」。今回は、岡山学芸館
高等学校吹奏楽部の演奏をお届けします。
　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 ！

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
　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
せる穏やかな至福の時となりますよう、願いを込めました。どう
ぞお楽しみ下さい。

周南市文化会館
バックステージツアー
周南市文化会館
バックステージツアー
～ステージの裏側をのぞいてみよう～～ステージの裏側をのぞいてみよう～

全席指定 一般 7,000円 学生 3,000円 ※未就学児童入場不可
◎会員発売1／14(土） ◎一般発売1／21（土）

【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：63667＞（チケットぴあ）＜Pコード：233-653＞

周南市文化会館（土）１5：0０7/8

手嶌葵Concert 2023 ～Trio～手嶌葵Concert 2023 ～Trio～

◎お問合せ　周南市文化会館　　０８３４－２２－８７８７

　2006年、スタジオジブリ「ゲド戦記」挿入
歌「テル－の唄」でデビューし、2011年には

「コクリコ坂から」の主題歌も担当。
 また、ドラマ「天国と地獄～サイコな２人～」
では主題歌「ただいま」を担当し、大きな反
響を呼びました。聞き手の心を揺さぶる類い
稀なる歌声は、数々の主題歌やＣＭソングに求められ続けていま
す。透明感あふれるフェアリーボイスをどうぞお楽しみに！

　2006年、スタジオジブリ「ゲド戦記」挿入
歌「テル－の唄」でデビューし、2011年には

「コクリコ坂から」の主題歌も担当。
 また、ドラマ「天国と地獄～サイコな２人～」
では主題歌「ただいま」を担当し、大きな反
響を呼びました。聞き手の心を揺さぶる類い
稀なる歌声は、数々の主題歌やＣＭソングに求められ続けていま
す。透明感あふれるフェアリーボイスをどうぞお楽しみに！

©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

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
　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』。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！
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◎お問合せ　周南文化協会　０８３４－２２－８１９０
周南市文化会館 大ホール（土）１4：0０2/18

中本千晶（文筆家）

　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。今回は文筆家の中本千晶さんをお招きします。
　子供の頃から好きだった宝塚を題材にした書籍を中心に、近著『なぜ
タカラヅカ歌劇の男役はカッコいいのか』など多数出版。早稲田大学講
師としても活躍、興味深いお話を伺います。
１９６７年、兵庫県加古川市生まれ。小学校２年の夏休みに両親の出身地である山口県に転
居。周陽小学校・桜木小学校（第１期卒業生）、周陽中学校、徳山高等学校（３７期）を卒業後、
東京大学法学部に進学。新聞記者を目指していたが就活で夢破れ、１９８９年株式会社リク
ルートに就職。１０年あまり勤め２００１年に退社、独立し文筆家へ。

「仕事は遊び 遊びは仕事」

入場無料

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）

◎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） １5：3０2/5

劇団ＮＬＴ
公演

劇団ＮＬＴ
公演 『ミュージカル Ｏ・Ｇ』『ミュージカル Ｏ・Ｇ』

周南市民劇場第338回例会

◆脚本：まきりか　◆演出：本藤起久子

なかもと ちあき

第１2回 周南ゆかりの人　文化講演会

『タカラヅカの解剖図鑑』『タカラヅカの解剖図詳説
世界史』『なぜ宝塚歌劇の男役はカッコいいのか』

●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】

　ここは新宿・歌舞伎町に残る、最後のキャバレー。
　昭和の残り香ただようこのお店「キャバレーミラクル」もあと一
週間で閉店することが決まっていた。スター歌手を夢見て上京
し38年。いまは、この店のシンガーとして歌い続けている2人の
女性、スミ子（旺なつき）とカズエ（阿知波悟美）。明日を夢見て、
夢に敗れ、愛と幸せを求めながらも、ステージで生きる事を選ん
できた彼女たち。
　いま、場末の歌手人生が終わろうとしている。そんな彼女たち
に起こった『ミラクル』。それは…？
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