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

周南市文化会館（土）
1回目１0：15　
2回目14：008/26

◎お問合せ　劇団飛行船　06－6364－3769
周南市文化会館　0834－22－8787

全席指定　3,800円（当日200円UP）　
※財団会員３００円割引　※２歳以下のお子様はは保護者1名
につき1名まで膝上鑑賞無料。ただしお席が必要な場合は有料。
◎会員発売5／21（日） ◎一般発売5／28（日）

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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No.337

かるちゃあ通信
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

【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：63868＞（チケットぴあ）http://t.pia.jp/＜Pコード：519-207＞

全席指定 3,480円（会館特別価格） 
※3歳以上有料。3歳未満は保護者1名につきお子さま1名までひざ上無料（席が必要な場合は有料）。
◎会員発売5／13(土） ◎一般発売5／18（木）
※会員発売においては、家族会員の方は４枚を超えてご家族登録人数まで購入可。

周南市文化会館（日） 1回目１3：3０ 2回目１6：3０7/2

全席指定 5,800円　※財団会員3００円引き　※未就学児童入場不可　
◎会員発売5／21(日） ◎一般発売5／28（日）

周南市文化会館（日） 7/16

◎お問合せ　周南市文化会館　　０８３４－２２－８７８７

◎お問合せ　周南市文化会館　　０８３４－２２－８７８７

今月発売！今月発売！

©Benesse corporation 1988-2023／しまじろう

令和5年度文化会館プログラム

発売中

発売中

発売中

お問合せ　周南市文化会館　TEL 0834-22-8787
中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
会員募集中!

◆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。

開催決定

来月発売

開催決定

しまじろうたちとの大冒険で夏の最高の思い出づくりを！

今月発売

今月発売

今月発売

ひろがるスカイ！
プリキュアドリームステージ♪
ひろがるスカイ！
プリキュアドリームステージ♪

「あなたとのぬくもり～弾き語りライブ編～」「あなたとのぬくもり～弾き語りライブ編～」川崎鷹也 LIVE TOUR 2023川崎鷹也 LIVE TOUR 2023

4/15（土）に開催を予定しておりました「川崎鷹也 LIVE TOUR 2023「あなたとのぬくもり～弾き語りライブ編」
は本人の体調不良のため延期となりました。

★振替公演について
日時を調整中です。決まり次第お知らせいたします。
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。

★チケットの払い戻しについて
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、今しばらくお待ちく
ださい。　

公演延期のお知らせ公演延期のお知らせ

声優朗読劇フォアレーゼン声優朗読劇フォアレーゼン～ルクレールの暗殺～～ルクレールの暗殺～
関俊彦・熊谷健太郎・葉山翔太・榊原優希・山口智広・中野振一郎（チェンバロ奏者）出演予定

©ABC-A・東映アニメーション

●第31回西京コンサート 
　ベルリン交響楽団
    ▶6／25(日)14：00

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

●パリ管の仲間たち
    ▶11／26(日)

●しまじろうコンサート 
　しまじろうと もりの きかんしゃ
    ▶7／2(日)①13：30 ②16：30
　 ◎会員発売5／13（土） ◎一般発売5／18（木）

●声優朗読劇フォアレーゼン
　～ルクレールの暗殺～
    ▶7／16(日)１5：0０
　 ◎会員発売5／21（日） ◎一般発売5／28（日）

●ひろがるスカイ！
　プリキュアドリームステージ♪
    ▶8／26(土)①10：15 ②14：00
　 ◎会員発売5／21（日） ◎一般発売5／28（日）

●杏里 ANRI LIVE 2023 
    ▶10／9(月・祝)15：30
　 ◎会員発売6／10（土） ◎一般発売6／17（土）

●暴太郎戦隊ドンブラザーズ 
　ファイナルライブツアー2023
    ▶5／20(土)1回目１0：0０ 2回目１3：3０

●Ｔ－ＢＯＬＡＮ LIVE TOUR
　2023-2024「SINGLES」
    ▶2024 1／21(日)

15：00



〈休館日：今月は3日、17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

防府市地域交流センター（アスピラート）
6/17（土）
15:30

デニス・ブリアコフ　
マスタークラス公開レッスン＆
フルートフェスタスペシャル大合奏
●全席自由　
　聴講＋大合奏＋18日公演：
　一般5,000円、高校生以下3,000円　
　聴講のみ＋18日公演：
　一般4,500円、高校生以下2,500円

6/18（日）
14:00

デニス・ブリアコフ　
フルートリサイタル２０２３ 防府公演
●全席自由 一般 3,500円
　　　高校生以下 1,500円
※未就学児童入場不可スターピアくだまつ

周南市文化会館

イベントインフォメーション EVENT INFORMATION 2023.5 最新の情報はホームページでご確認ください。

周東パストラルホール
5/27（土）
14:00

風間杜夫の落語会＆トークショー
●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

6/24（土）
14:00

ひろしま神楽
●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・4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。

6/24（土）
16:00

DRUM TAO 
30周年記念新作舞台

「THE TAO 夢幻響」
●全席指定 SS席 7,900円  
　　　　　　　　S席 6,900円
　（当日500円高）

山口市民会館
5/26（金）
18:30

ストラディヴァリウス
サミット・コンサート 2023
●全席指定　
　S席 8,000円（4,000円）
　A席 6,500円（3,000円）
　B席 5,000円（2,000円）

2023.05.01 2023.05.01

会 場入 場 料

5/28（日）
14:00

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
　（当日500円高）
※未就学児童入場不可

6/18（日）
14:00

横田神楽団 特別公演
●全席自由 一般 2,000円

5/28（日）
14:00

第27回定期演奏会　
女声合唱団 　あい
●全席自由 1,000円

7/8（土）
15:00

手嶌葵 Concert 2023 ～Trio～
●全席指定 7,000円
※未就学児童入場不可

7/2（日）
①13:30
②16:30

しまじろうコンサート 
◎会員発売5/13(土) ◎一般発売5/18(木)
●全席指定 3,480円

＊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

ジャングルハンター ３階展示室

無　料

無　料

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

会 期 入 場 料 会 場 開 場 終 了 主 催 者 連 絡 先

展示室
(大･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

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）

～6/4(日) 生誕110年
「尾崎正章の世界展」

シンフォニア岩国

光市民ホール

前売券情報 （文化会館事務所で発売中・4月21日現在）℡.0834-22-8787

7/1(土)
16:30
コンサート
ホール

SADAO WATANABE 
GROUP 2023
●全席指定      5,000円
　25歳以下の学生 2,500円
※未就学児入場不可

5/27(土)
①10:30
②13:30
展示ホール

スターピアくだまつ開館30周年記念
0才からのジャズコンサート
●全席自由 
　大　人(中学生以上)1,700円
　子ども(0才～小学生)　300円

10/2(月)
19:00

スターピアくだまつ開館30周年記念
名曲シリーズXVI
読売日本交響楽団演奏会
◎一般発売5/28(日)
●全席指定 
　S席6,500円
　A席6,000円
※未就学児童入場不可

令和５年度
周南市戦没者追悼式

10（水） 令和５年度
周南市戦没者合同慰霊祭
ＢｉＳＨ ＰＵＮＫ ＳＷｉＮＤＬＥ ＴＯＵＲ

9:00 9:30 10:30

BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE
BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2023　”N.E.X.T”14（日）

夢番地広島

15:15 16:00

暴太郎戦隊　ドンブラザーズ
ファイナルライブツアー２０２３
日本中のお供たちへ愛を込めて。

日本橋歌謡フェスタ２０２３

20（土）
ファイナル事務局

周南市文化振興財団

０６-４８６２-５７６２
（平日のみ １０～１７時）

０８３４-２２-８７８７
（周南市文化会館）

全席指定
大人(中学生以上)
6,500円
子ども（３歳～小学生まで）
4,500円

SOLD OUT ０８2-249-3571

０８2-249-3571

周南市 ０834-22-8465
（地域福祉課）

０833-44-7255
（八木）

周南市連合遺族会 ０834-22-2115
（周南市社会福祉協議会）

5/14（日）
16:00

BALLISTIK BOYZ 
from EXILE TRIBE
●全席指定 9,350円

5/20（土）
①10:00
②13:30

暴太郎戦隊ドンブラザーズ　
ファイナルライブツアー2023
●全席指定 
　大　人(中学生以上) 6,500円　
　子ども(3歳～小学生) 4,500円

※文化会館での発売はありません

7/9（日）
18:00

山下達郎 PERFORMANCE 2023 
◎一般発売5/24(水)
●全席指定 11,000円 立見 8,800円

※文化会館での発売はありません

※6歳未満のお子様はご入場不可 

※（ ）は25歳以下 ※未就学児童入場不可

7/22（土）
17:00

GReeeeN LIVE TOUR 2023 “The GAME” 
◎一般発売5/13(土)
●全席指定 VIP席 15,000円 指定席 9,800円

7/17（月・祝）
14:00

～元気やまぐち創造プロジェクト～　
「ジブリの思い出がいっぱい」　

オーケストラによるドリームコンサート
◎一般発売5/20(土)
●全席指定 
　　  　　　一般 4,000円
　25歳以下の学生 1,000円
※3歳以上入場可

7/15（土）
14:00
コンサート
ホール

～元気やまぐち創造
　　　 プロジェクト～　

「ジブリの思い出が
            いっぱい」　
オーケストラによる
ドリームコンサート2023
●全席指定 　　 4,000円
　25歳以下の学生 1,000円
※3歳以上入場可

※文化会館での発売はありません

6/18（日）
17:00

EXILE TAKAHIRO LIVE TOUR 
●全席指定 10,450円

※文化会館での発売はありません

6/25（日）
14:00

第31回西京コンサート
ベルリン交響楽団 
●全席指定
　S席 8,500円　A席 7,500円
　B席 6,500円
※未就学児童入場不可

7/18（火）
18:30

渡辺真知子コンサート 
●全席指定 A席 6,500円 B席 5,500円
※未就学児童入場不可

7/16（日）
15:00

声優朗読劇フォアレーゼン
～ルクレールの暗殺～ 
◎会員発売5/21(日) ◎一般発売5/28(日)
●全席指定 5,800円
※未就学児童入場不可

※3歳以上有料。3歳未満膝上鑑賞無料。
但し、お席が必要な場合は有料。

※3歳以上有料。3歳未満は保護者1名につきお子さま
1名までひざ上無料(席が必要な場合は有料)。

8/26（土）
①10:15
②14:00

ひろがるスカイ！プリキュア
ドリームステージ♪ 
◎会員発売5/21(日) ◎一般発売5/28(日)
●全席指定 3,800円

※２歳以下のお子様はは保護者1名につき1名まで
膝上鑑賞無料。ただしお席が必要な場合は有料。

13（土）

令和５年度公益社団法人
周南市シルバー人材センター定時総会

公益社団法人
周南市シルバー人材センター関係者 ０８34-25-626226（金）

カラオケ喫茶日本橋21（日）

０834-22-8465
（地域福祉課）

周南市役所
地域福祉課30（火）

7（日）

関係者

関係者

9:15
12:45

10:00
13:30

11:30
15:00

17:00 18:00

18:00

20:00

令和５年度
周南市民生委員児童委員協議会 総会 関係者 12:30 13:00 16:00

全席指定
9,350円

9:00 9:30 17:00全席自由
2,000円

夢番地広島

児玉源太郎顕彰会役員会 練習室１関係者

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

児玉源太郎顕彰会14:00 16:0025（木） ０834-22-8190

一般社団法人 日本ハンター協会11:00 16:00 ０73-425-0705

メガネ補聴器フェア ３階展示室無料 （株）パリミキ 徳山本店10:00 19:00
18:00

28（日）
29（月） ０834-32-3264

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
3

展示室
4

展示室
1

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

(　)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）

〈月曜休館〉

企
画
展

常
設
展

＊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

そ
の
他
の
展
覧
会

展示室
5まど･みちおコーナー/徳山の歴史

第15回書苑展

展示室
1・2

第31回林忠彦賞受賞記念写真展
新田 樹「Sakhalin」（サハリン）

新収蔵品展

6(土)～ 
7(日)

12(金)～　
21(日)

～21(日)

 １７:００
入館は16:30まで

（最終日は16：00終了）

9:30
（5/6は　　

13:00～)
書苑書道会 0833-91-2195

林忠彦記念室
写真集発刊40周年記念 「西郷隆盛」

7/7（金）
7/27（木）
8/3（木）
18:30

第51回市民夏季大学
●3講座共通券 全席自由  
　一般 2,500円 学生 2,000円
　障がい者 1,000円 
　高校生以下無料 8/11（金・祝）

14:00
コンサート
ホール

東京バレエ団 
子どものためのバレエ 

「ドン・キホーテの夢」
●全席指定　
　S席4,500円(2,000円)
　A席4,000円(1,800円)　
※( )は25歳以下の学生 
※4歳以上入場可
※特別編集によるテープ上演

ー 10:40 12:00

ー 13:00 ー 

林忠彦賞受賞記念写真展の会期中(5/12～21)、常設展は無料

※6/18公演チケットとセットとなります。※未就学児童入場不可

周南市文化会館2 周南市文化会館 3



〈休館日：今月は3日、17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

防府市地域交流センター（アスピラート）
6/17（土）
15:30

デニス・ブリアコフ　
マスタークラス公開レッスン＆
フルートフェスタスペシャル大合奏
●全席自由　
　聴講＋大合奏＋18日公演：
　一般5,000円、高校生以下3,000円　
　聴講のみ＋18日公演：
　一般4,500円、高校生以下2,500円

6/18（日）
14:00

デニス・ブリアコフ　
フルートリサイタル２０２３ 防府公演
●全席自由 一般 3,500円
　　　高校生以下 1,500円
※未就学児童入場不可スターピアくだまつ

周南市文化会館

イベントインフォメーション EVENT INFORMATION 2023.5 最新の情報はホームページでご確認ください。

周東パストラルホール
5/27（土）
14:00

風間杜夫の落語会＆トークショー
●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

6/24（土）
14:00

ひろしま神楽
●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・4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。

6/24（土）
16:00

DRUM TAO 
30周年記念新作舞台

「THE TAO 夢幻響」
●全席指定 SS席 7,900円  
　　　　　　　　S席 6,900円
　（当日500円高）

山口市民会館
5/26（金）
18:30

ストラディヴァリウス
サミット・コンサート 2023
●全席指定　
　S席 8,000円（4,000円）
　A席 6,500円（3,000円）
　B席 5,000円（2,000円）

2023.05.01 2023.05.01

会 場入 場 料

5/28（日）
14:00

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
　（当日500円高）
※未就学児童入場不可

6/18（日）
14:00

横田神楽団 特別公演
●全席自由 一般 2,000円

5/28（日）
14:00

第27回定期演奏会　
女声合唱団 　あい
●全席自由 1,000円

7/8（土）
15:00

手嶌葵 Concert 2023 ～Trio～
●全席指定 7,000円
※未就学児童入場不可

7/2（日）
①13:30
②16:30

しまじろうコンサート 
◎会員発売5/13(土) ◎一般発売5/18(木)
●全席指定 3,480円

＊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

ジャングルハンター ３階展示室

無　料

無　料

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

会 期 入 場 料 会 場 開 場 終 了 主 催 者 連 絡 先

展示室
(大･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

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）

～6/4(日) 生誕110年
「尾崎正章の世界展」

シンフォニア岩国

光市民ホール

前売券情報 （文化会館事務所で発売中・4月21日現在）℡.0834-22-8787

7/1(土)
16:30
コンサート
ホール

SADAO WATANABE 
GROUP 2023
●全席指定      5,000円
　25歳以下の学生 2,500円
※未就学児入場不可

5/27(土)
①10:30
②13:30
展示ホール

スターピアくだまつ開館30周年記念
0才からのジャズコンサート
●全席自由 
　大　人(中学生以上)1,700円
　子ども(0才～小学生)　300円

10/2(月)
19:00

スターピアくだまつ開館30周年記念
名曲シリーズXVI
読売日本交響楽団演奏会
◎一般発売5/28(日)
●全席指定 
　S席6,500円
　A席6,000円
※未就学児童入場不可

令和５年度
周南市戦没者追悼式

10（水） 令和５年度
周南市戦没者合同慰霊祭
ＢｉＳＨ ＰＵＮＫ ＳＷｉＮＤＬＥ ＴＯＵＲ

9:00 9:30 10:30

BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE
BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2023　”N.E.X.T”14（日）

夢番地広島

15:15 16:00

暴太郎戦隊　ドンブラザーズ
ファイナルライブツアー２０２３
日本中のお供たちへ愛を込めて。

日本橋歌謡フェスタ２０２３

20（土）
ファイナル事務局

周南市文化振興財団

０６-４８６２-５７６２
（平日のみ １０～１７時）

０８３４-２２-８７８７
（周南市文化会館）

全席指定
大人(中学生以上)
6,500円
子ども（３歳～小学生まで）
4,500円

SOLD OUT ０８2-249-3571

０８2-249-3571

周南市 ０834-22-8465
（地域福祉課）

０833-44-7255
（八木）

周南市連合遺族会 ０834-22-2115
（周南市社会福祉協議会）

5/14（日）
16:00

BALLISTIK BOYZ 
from EXILE TRIBE
●全席指定 9,350円

5/20（土）
①10:00
②13:30

暴太郎戦隊ドンブラザーズ　
ファイナルライブツアー2023
●全席指定 
　大　人(中学生以上) 6,500円　
　子ども(3歳～小学生) 4,500円

※文化会館での発売はありません

7/9（日）
18:00

山下達郎 PERFORMANCE 2023 
◎一般発売5/24(水)
●全席指定 11,000円 立見 8,800円

※文化会館での発売はありません

※6歳未満のお子様はご入場不可 

※（ ）は25歳以下 ※未就学児童入場不可

7/22（土）
17:00

GReeeeN LIVE TOUR 2023 “The GAME” 
◎一般発売5/13(土)
●全席指定 VIP席 15,000円 指定席 9,800円

7/17（月・祝）
14:00

～元気やまぐち創造プロジェクト～　
「ジブリの思い出がいっぱい」　

オーケストラによるドリームコンサート
◎一般発売5/20(土)
●全席指定 
　　  　　　一般 4,000円
　25歳以下の学生 1,000円
※3歳以上入場可

7/15（土）
14:00
コンサート
ホール

～元気やまぐち創造
　　　 プロジェクト～　

「ジブリの思い出が
            いっぱい」　
オーケストラによる
ドリームコンサート2023
●全席指定 　　 4,000円
　25歳以下の学生 1,000円
※3歳以上入場可

※文化会館での発売はありません

6/18（日）
17:00

EXILE TAKAHIRO LIVE TOUR 
●全席指定 10,450円

※文化会館での発売はありません

6/25（日）
14:00

第31回西京コンサート
ベルリン交響楽団 
●全席指定
　S席 8,500円　A席 7,500円
　B席 6,500円
※未就学児童入場不可

7/18（火）
18:30

渡辺真知子コンサート 
●全席指定 A席 6,500円 B席 5,500円
※未就学児童入場不可

7/16（日）
15:00

声優朗読劇フォアレーゼン
～ルクレールの暗殺～ 
◎会員発売5/21(日) ◎一般発売5/28(日)
●全席指定 5,800円
※未就学児童入場不可

※3歳以上有料。3歳未満膝上鑑賞無料。
但し、お席が必要な場合は有料。

※3歳以上有料。3歳未満は保護者1名につきお子さま
1名までひざ上無料(席が必要な場合は有料)。

8/26（土）
①10:15
②14:00

ひろがるスカイ！プリキュア
ドリームステージ♪ 
◎会員発売5/21(日) ◎一般発売5/28(日)
●全席指定 3,800円

※２歳以下のお子様はは保護者1名につき1名まで
膝上鑑賞無料。ただしお席が必要な場合は有料。

13（土）

令和５年度公益社団法人
周南市シルバー人材センター定時総会

公益社団法人
周南市シルバー人材センター関係者 ０８34-25-626226（金）

カラオケ喫茶日本橋21（日）

０834-22-8465
（地域福祉課）

周南市役所
地域福祉課30（火）

7（日）

関係者

関係者

9:15
12:45

10:00
13:30

11:30
15:00

17:00 18:00

18:00

20:00

令和５年度
周南市民生委員児童委員協議会 総会 関係者 12:30 13:00 16:00

全席指定
9,350円

9:00 9:30 17:00全席自由
2,000円

夢番地広島

児玉源太郎顕彰会役員会 練習室１関係者

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

児玉源太郎顕彰会14:00 16:0025（木） ０834-22-8190

一般社団法人 日本ハンター協会11:00 16:00 ０73-425-0705

メガネ補聴器フェア ３階展示室無料 （株）パリミキ 徳山本店10:00 19:00
18:00

28（日）
29（月） ０834-32-3264

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
3

展示室
4

展示室
1

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

(　)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）

〈月曜休館〉

企
画
展

常
設
展

＊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

そ
の
他
の
展
覧
会

展示室
5まど･みちおコーナー/徳山の歴史

第15回書苑展

展示室
1・2

第31回林忠彦賞受賞記念写真展
新田 樹「Sakhalin」（サハリン）

新収蔵品展

6(土)～ 
7(日)

12(金)～　
21(日)

～21(日)

 １７:００
入館は16:30まで

（最終日は16：00終了）

9:30
（5/6は　　

13:00～)
書苑書道会 0833-91-2195

林忠彦記念室
写真集発刊40周年記念 「西郷隆盛」

7/7（金）
7/27（木）
8/3（木）
18:30

第51回市民夏季大学
●3講座共通券 全席自由  
　一般 2,500円 学生 2,000円
　障がい者 1,000円 
　高校生以下無料 8/11（金・祝）

14:00
コンサート
ホール

東京バレエ団 
子どものためのバレエ 

「ドン・キホーテの夢」
●全席指定　
　S席4,500円(2,000円)
　A席4,000円(1,800円)　
※( )は25歳以下の学生 
※4歳以上入場可
※特別編集によるテープ上演

ー 10:40 12:00

ー 13:00 ー 

林忠彦賞受賞記念写真展の会期中(5/12～21)、常設展は無料

※6/18公演チケットとセットとなります。※未就学児童入場不可

周南市文化会館2 周南市文化会館 3



文化会館散歩 文化会館散歩 （ぶんさんぽ）（ぶんさんぽ）

全席指定　3,480円（会館特別価格）　
※3歳以上有料。3歳未満は保護者1名につきお子さま1名までひざ上無料（席が必要な場合は有料）。
◎会員発売5／13(土） ◎一般発売5／18（木）
※会員発売においては、家族会員の方は４枚を超えてご家族登録人数まで購入可。

周南市文化会館（日） 
1回目１3：3０ 
2回目１6：3０7/2

◎お問合せ　周南市文化会館　　０８３４－２２－８７８７

©Benesse corporation 1988-2023／しまじろう

生の舞台の感動を会場でぜひ！
夏の大冒険にしまじろうと出発！
生の舞台の感動を会場でぜひ！
夏の大冒険にしまじろうと出発！

全席指定　大人（中学生以上）6,500円　子ども（３歳～小学生まで）４，５００円
※３歳以上有料。３歳未満膝上鑑賞無料。但し、お席が必要な場合は有料。

周南市文化会館（土）5/20 1回目 １0：0０
2回目 １3：3０

◎お問合せ　周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７
ファイナル事務局　０6－4862－5762（平日のみ 10:00～17:00）

【プレイガイド】（周南）文化会館（ローソンチケット）〈Ｌコード：69000〉

●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】

　森に遊びに来たしまじろうたちは、 機関士の「リリー」と「もりのきかん
しゃ」に出会います。ところが、トラブルで故障発生！木の実や果物を街
へ運ぶ大切なきかんしゃがないと、みんな困ってしまいます。
　しまじろうたちは再びきかんしゃを走らせることができるのでしょうか？

暴太郎戦隊 
ドンブラザーズ

暴太郎戦隊 
ドンブラザーズ
ファイナルライブツアー2023ファイナルライブツアー2023

全席指定 一般 7,000円 学生 3,000円 ※未就学児童入場不可

【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 葵手嶌 葵

◎お問合せ　周南市文化会館　　０８３４－２２－８７８７

別れだ－全国のお供たち。一年間の感謝を胸に、
ドンブラザーズが周南で“縁結び”!!

別れだ－全国のお供たち。一年間の感謝を胸に、
ドンブラザーズが周南で“縁結び”!!

©テレビ朝日・東映AＧ・東映

◎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） １6：0０6/4

エイコーン公演エイコーン公演

『愛の讃歌 ピアフ』『愛の讃歌 ピアフ』

周南市民劇場第340回例会

作：エディット・ピアフ
訳：中井多津夫　演出：加来英治

出演：栗原小巻
　　 城所潔（ピアノ）・長谷川清司（ドラム）

作：エディット・ピアフ
訳：中井多津夫　演出：加来英治

出演：栗原小巻
　　 城所潔（ピアノ）・長谷川清司（ドラム）

エディット・ピアフ作、中井多津夫訳、ピアフの自伝を、独白の形で
上演する。

自伝冒頭「みんなの話しが、あまりに真実と違っていたら、私がどん
な人間だったのか、本当のことは誰にもわからなくなってしまう。」
この自伝を書き終え、まもなく亡くなる。
この独白は、ピアフの最後の血の一滴である。

　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。
　聴き手の心を揺さぶる類い稀なる歌声は、数々の主題歌やＣ
Ｍ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！

全席指定　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

【プレイガイド】（周南）文化会館・演奏堂・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：63737〉（チケットぴあ）〈Ｐコード：237-433〉

周南市文化会館（日）１4：0０6/25

（土）13：307/29 ◎お問合せ　周南市文化会館　　０８３４－２２－８７８７

ベルリン交響楽団ベルリン交響楽団
第31回西京コンサート第31回西京コンサート

昨年より新指揮者に、元ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
首席オーボエ奏者のシェレンベルガーが就任。今度は指揮者
としてドイツ正統派のオーケストラを率います。ソリストとしても世
界屈指といわれるシェレンベルガーのオーボエを聴けるのは国
内では２会場のみ。この機会をお聴き逃しなく。

　出光興産が2006年より地域への文化貢献を目的にスタート
し、2017年からは「みらいを奏でる音楽会」としてお届けしてい
るコンサートシリーズ。今年は4年ぶりに、リアルコンサートを開催
します。
　今回は、「題名のない音楽会」（テレビ朝日）へ出演して即興
王子として話題になった、2001年生まれのピアニスト奥田弦と、
若手精鋭弦楽アンサンブル「東京シークレット・ストリングス」が登
場。親しみあるクラシックや、奥田弦がセンス抜群のアレンジを加
えた名曲をたっぷりお届けします。「あなたも作曲家コーナー！」
や来場者が拍手で演奏に参加するプログラムも予定。幅広い
世代年齢層の方々にお楽しみいただけます。今年も親子で鑑
賞できる「親子枠（400席）」を設けております。多くのご応募をお
待ちしております。

ドイツの名門オーケストラが
新指揮者を迎えて周南に

プログラム（予定）

指揮・オーボエ／ハンスイェルク・シェレンベルガー指揮・オーボエ／ハンスイェルク・シェレンベルガー

◆モーツァルト／歌劇「フィガロの結婚」序曲
　　　　　　　　オーボエ協奏曲 ハ長調（ソロ：ハンスイェルク・シェレンベルガー）
◆ベートーヴェン／交響曲第5番 ハ短調「運命」

Concert 2023
 ～Trio～
Concert 2023
 ～Trio～

特
　典

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

令和5年度会員募集中!! 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。

愛に傷つき、歌に生きた　伝説の歌姫の真実
ピアノとドラムによる　栗原小巻さんの一人芝居

全席指定　7，5００円　※財団会員５００円引き
◎会員発売6／10（土） ◎一般発売6／17（土）

◎お問合せ　周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

（月・祝）10/9 周南市文化会館

45th Anniversary Circuit of Rainbow45th Anniversary Circuit of Rainbow

杏里 ANRI LIVE 2023杏里 ANRI LIVE 2023

　「オリビアを聴きながら」でデビュー以来、常に第一線で
活躍。「CAT'S EYE」「悲しみがとまらない」「思いきりアメ
リカン」「気ままにREFLECTION」「SUMMER CANDLES」
などCMソングやテレビ主題歌にもなった大ヒット曲の
数々をお楽しみください。

デビュー45周年を迎えた
シティポップの女王、全国ツアー開催！

周南市文化会館を散歩して見つけたいろいろなものを
紹介するコーナー（不定期）です。

第１回は「岸田劉生記念碑」

１5：3０

出光興産主催

「みらいを奏でる音楽会」

※6月より公式サイトで受付開始。
　詳細は次号をご確認ください。

6月よりコンサート鑑賞者1,500名を募集開始！

　近代日本を代表する洋画家岸田劉生は、昭和４年(1929)11月29

日満州からの帰途徳山に立ち寄り、12月20日この地で急逝しました。

　昭和46年(1971)、劉生の「道路と土手と塀(切通之写生)」「麗子像」

が国の重要文化財に指定されたことを記念して、徳山文化協会が徳山

市市民館前庭に設置したのがこの記念碑です。

　立方体石碑の３面にそれぞれ「岸田劉生終焉

之街」（揮毫・武者小路実篤）、「一世の偉友劉生

兄」（同・梅原龍三郎）、「美」（同・川端康成）と刻

まれています。平成16年(2004)文化会館前庭

に移設されました。

きしだ　りゅうせい

きしだ　りゅうせい しゅうえん

の　まち むしゃのこうじ さねあつ いっせい い　ゆう りゅうせい

けい うめはら りゅうざぶろう かわばた やすなり
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文化会館散歩 文化会館散歩 （ぶんさんぽ）（ぶんさんぽ）

全席指定　3,480円（会館特別価格）　
※3歳以上有料。3歳未満は保護者1名につきお子さま1名までひざ上無料（席が必要な場合は有料）。
◎会員発売5／13(土） ◎一般発売5／18（木）
※会員発売においては、家族会員の方は４枚を超えてご家族登録人数まで購入可。

周南市文化会館（日） 
1回目１3：3０ 
2回目１6：3０7/2

◎お問合せ　周南市文化会館　　０８３４－２２－８７８７

©Benesse corporation 1988-2023／しまじろう

生の舞台の感動を会場でぜひ！
夏の大冒険にしまじろうと出発！
生の舞台の感動を会場でぜひ！
夏の大冒険にしまじろうと出発！

全席指定　大人（中学生以上）6,500円　子ども（３歳～小学生まで）４，５００円
※３歳以上有料。３歳未満膝上鑑賞無料。但し、お席が必要な場合は有料。

周南市文化会館（土）5/20 1回目 １0：0０
2回目 １3：3０

◎お問合せ　周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７
ファイナル事務局　０6－4862－5762（平日のみ 10:00～17:00）

【プレイガイド】（周南）文化会館（ローソンチケット）〈Ｌコード：69000〉

●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】

　森に遊びに来たしまじろうたちは、 機関士の「リリー」と「もりのきかん
しゃ」に出会います。ところが、トラブルで故障発生！木の実や果物を街
へ運ぶ大切なきかんしゃがないと、みんな困ってしまいます。
　しまじろうたちは再びきかんしゃを走らせることができるのでしょうか？

暴太郎戦隊 
ドンブラザーズ

暴太郎戦隊 
ドンブラザーズ
ファイナルライブツアー2023ファイナルライブツアー2023

全席指定 一般 7,000円 学生 3,000円 ※未就学児童入場不可

【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 葵手嶌 葵

◎お問合せ　周南市文化会館　　０８３４－２２－８７８７

別れだ－全国のお供たち。一年間の感謝を胸に、
ドンブラザーズが周南で“縁結び”!!

別れだ－全国のお供たち。一年間の感謝を胸に、
ドンブラザーズが周南で“縁結び”!!

©テレビ朝日・東映AＧ・東映

◎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） １6：0０6/4

エイコーン公演エイコーン公演

『愛の讃歌 ピアフ』『愛の讃歌 ピアフ』

周南市民劇場第340回例会

作：エディット・ピアフ
訳：中井多津夫　演出：加来英治

出演：栗原小巻
　　 城所潔（ピアノ）・長谷川清司（ドラム）

作：エディット・ピアフ
訳：中井多津夫　演出：加来英治

出演：栗原小巻
　　 城所潔（ピアノ）・長谷川清司（ドラム）

エディット・ピアフ作、中井多津夫訳、ピアフの自伝を、独白の形で
上演する。

自伝冒頭「みんなの話しが、あまりに真実と違っていたら、私がどん
な人間だったのか、本当のことは誰にもわからなくなってしまう。」
この自伝を書き終え、まもなく亡くなる。
この独白は、ピアフの最後の血の一滴である。

　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。
　聴き手の心を揺さぶる類い稀なる歌声は、数々の主題歌やＣ
Ｍ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！

全席指定　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

【プレイガイド】（周南）文化会館・演奏堂・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：63737〉（チケットぴあ）〈Ｐコード：237-433〉

周南市文化会館（日）１4：0０6/25

（土）13：307/29 ◎お問合せ　周南市文化会館　　０８３４－２２－８７８７

ベルリン交響楽団ベルリン交響楽団
第31回西京コンサート第31回西京コンサート

昨年より新指揮者に、元ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
首席オーボエ奏者のシェレンベルガーが就任。今度は指揮者
としてドイツ正統派のオーケストラを率います。ソリストとしても世
界屈指といわれるシェレンベルガーのオーボエを聴けるのは国
内では２会場のみ。この機会をお聴き逃しなく。

　出光興産が2006年より地域への文化貢献を目的にスタート
し、2017年からは「みらいを奏でる音楽会」としてお届けしてい
るコンサートシリーズ。今年は4年ぶりに、リアルコンサートを開催
します。
　今回は、「題名のない音楽会」（テレビ朝日）へ出演して即興
王子として話題になった、2001年生まれのピアニスト奥田弦と、
若手精鋭弦楽アンサンブル「東京シークレット・ストリングス」が登
場。親しみあるクラシックや、奥田弦がセンス抜群のアレンジを加
えた名曲をたっぷりお届けします。「あなたも作曲家コーナー！」
や来場者が拍手で演奏に参加するプログラムも予定。幅広い
世代年齢層の方々にお楽しみいただけます。今年も親子で鑑
賞できる「親子枠（400席）」を設けております。多くのご応募をお
待ちしております。

ドイツの名門オーケストラが
新指揮者を迎えて周南に

プログラム（予定）

指揮・オーボエ／ハンスイェルク・シェレンベルガー指揮・オーボエ／ハンスイェルク・シェレンベルガー

◆モーツァルト／歌劇「フィガロの結婚」序曲
　　　　　　　　オーボエ協奏曲 ハ長調（ソロ：ハンスイェルク・シェレンベルガー）
◆ベートーヴェン／交響曲第5番 ハ短調「運命」

Concert 2023
 ～Trio～
Concert 2023
 ～Trio～

特
　典

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

令和5年度会員募集中!! 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。

愛に傷つき、歌に生きた　伝説の歌姫の真実
ピアノとドラムによる　栗原小巻さんの一人芝居

全席指定　7，5００円　※財団会員５００円引き
◎会員発売6／10（土） ◎一般発売6／17（土）

◎お問合せ　周南市文化会館　０８３４－２２－８７８７

（月・祝）10/9 周南市文化会館

45th Anniversary Circuit of Rainbow45th Anniversary Circuit of Rainbow

杏里 ANRI LIVE 2023杏里 ANRI LIVE 2023

　「オリビアを聴きながら」でデビュー以来、常に第一線で
活躍。「CAT'S EYE」「悲しみがとまらない」「思いきりアメ
リカン」「気ままにREFLECTION」「SUMMER CANDLES」
などCMソングやテレビ主題歌にもなった大ヒット曲の
数々をお楽しみください。

デビュー45周年を迎えた
シティポップの女王、全国ツアー開催！

周南市文化会館を散歩して見つけたいろいろなものを
紹介するコーナー（不定期）です。

第１回は「岸田劉生記念碑」

１5：3０

出光興産主催

「みらいを奏でる音楽会」

※6月より公式サイトで受付開始。
　詳細は次号をご確認ください。

6月よりコンサート鑑賞者1,500名を募集開始！

　近代日本を代表する洋画家岸田劉生は、昭和４年(1929)11月29

日満州からの帰途徳山に立ち寄り、12月20日この地で急逝しました。

　昭和46年(1971)、劉生の「道路と土手と塀(切通之写生)」「麗子像」

が国の重要文化財に指定されたことを記念して、徳山文化協会が徳山

市市民館前庭に設置したのがこの記念碑です。

　立方体石碑の３面にそれぞれ「岸田劉生終焉

之街」（揮毫・武者小路実篤）、「一世の偉友劉生

兄」（同・梅原龍三郎）、「美」（同・川端康成）と刻

まれています。平成16年(2004)文化会館前庭

に移設されました。

きしだ　りゅうせい

きしだ　りゅうせい しゅうえん

の　まち むしゃのこうじ さねあつ いっせい い　ゆう りゅうせい

けい うめはら りゅうざぶろう かわばた やすなり
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周南市文化会館ご利用案内

皆様のご利用をお待ちしています。周南市文化会館（0834-22-8787）

　周南市文化会館は、1,800人を収容できる大ホールをはじめ､練習室など７つの部屋があり様 な々用途に応じて使用
できる施設です。バレエや楽器等の練習、会議・研修や展示会など、市民生活に密着した、また文化活動を支援する
施設として多くの人に利用されています。施設使用料は以下の表のとおりです。お気軽にお問い合わせください。

　午前９時から午後５時半まで。休館日（毎月第1.3水曜日及び12月29日から翌年1月3日まで）は受付いたしません。
　申し込みは直接ご来館いただくか、郵便で申請書をご提出ください（FAX不可）。申請書はホームページよりダウン
ロードできます。電話でご予約の場合は、予約して７日以内に申請書を提出してください。

使用の申し込み・受付

申し込み受付日

区分

大ホール
平日

土・日・休

９時から
１２時まで

１３時から
１７時まで

１８時から
２２時まで

９時から
１７時まで

１３時から
２２時まで

９時から
２２時まで

午前

33,630
43,780
2,880
1,810
1,170
1,170
2,880
1,170
3,560

60,330
76,350
5,120
3,090
1,810
1,810
5,120
1,810
6,280

77,410
98,240
6,500
4,150
2,450
2,450
6,500
2,450
8,060

85,960
107,860
7,150
4,360
2,660
2,660
7,150
2,660
8,800

124,410
155,910
10,350
6,500
3,720
3,720
10,350
3,720
12,880

147,360
185,280
13,020
8,210
5,220
5,220
13,020
5,220
16,130

午後 夜間 昼間 午後・夜間 全日

■大ホール…使用日の1年前から6日前までの間。　■その他の施設…使用日の6ヶ月前から。

※設備・冷暖房料は別途必要。

施設の基本使用料（単位：円）

リハーサル室
練  習  室  １
練  習  室  ２
練  習  室  ３
地 下 展 示 室
和 　 　 　 室
３階 展 示 室

大ホール
■定員1,800人　■固定席1,647席
■舞台（間行19.3m 奥行15m）
クラシック･ポップスなど各種コンサート、
演劇･舞踊などに使える多目的ホール。

リハーサル室（地下２階）
■面積193㎡　■定員150人
バレエやダンス、ピアノ発表会などに。
ヤマハセミコンピアノあり。

練習室１（地下１階）
■広さ126㎡　■定員80人
アップライトピアノ、天井スクリーン

（120インチ）あり。楽器練習や会議、研
修会などに。

練習室２（地下１階）
■広さ75㎡　■定員40人
アップライトピアノ、天井スクリーン

（100インチ）あり。会議、各種練習などに。

練習室３（地下１階）
■広さ50㎡　■定員30人
15.4m×4mの鏡、アップライトピアノ、
天井スクリーン（80インチ）あり。
ダンスや楽器練習、会議などに。

地下展示室（地下１階）
■広さ172㎡　■定員110人
天井スクリーン（180インチ）あり。
展示室や即売会、会議などに。

和室（３階）
■広さ35畳　■定員50人
お茶会、邦楽練習などに。

３階展示室（３階）
■広さ357㎡　■収容人数160人
展示パネル12台、天井スクリーン（150
インチ）あり。
展示室や即売会、会議などに。
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