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「秋吉台国際芸術村」公演情報
〒754-0511  山口県美祢市秋芳町秋吉50　　TEL 0837-63-0020　　FAX 0837-63-0021
HP：http://www.aiav.jp    E-mail：info@aiav.jp

8/10㈰ 13:30 14:00 秋吉台ミュージックアカデミー2014
ガラ･コンサート

一般　3,000円
学生　2,000円
ＦＮ割引有り

発売中

9/21㈰ 13:30 14:00 アンドリュー・フォン・オーエン
ピアノリサイタル

一般　2,000円
学生　1,000円
ＦＮ割引有り

7月25日㈮
FN先行発売
7月21日㈪

ルネッサながと友の会　会員募集
入会は随時受け付けしております。
■会員の有効期限／入会日から翌年の入会月末まで
■入会方法／

ルネッサながと窓口、もしくは専用入会用紙にご記入
の上、最寄りの郵便局から会費をお振込みください。
※専用入会用紙はご郵送いたします。お電話にてご請

求ください。

■年 会 費／2,000円
■会員特典／チケットの優先購入　

チケットの割引　
情報誌の無料送付　
チケットの無料送付　
館内レストラン５％割引

温泉宿+観劇のお得なプラン「湯ったり観劇プラン」のご案内
■湯本温泉、油谷湾温泉、俵山温泉、湯免温泉、萩温泉

の11旅館からお選びいただけます。
■お申込は直接旅館及びホテルにてお願いいたします。
■詳細はルネッサながとホームページか、チラシをご

覧下さい。
※チラシご希望の方はルネッサながとまでお電話下さ

い。ご郵送いたします。

託児サービスのご案内
■申込方法／公演日の10日前までに電話で直接お願いいたします。
■料　　金／お子様お一人500円
■支払方法／公演当日のルネッサながと窓口で受付時
■託児時間／開演30分前から終演後30分まで

公益財団法人長門市文化振興財団が主催す
る公演で託児サービスがご利用できます。

団体（グループ）観劇のご案内
■申込方法／所定の申込用紙かホームページ、お電話でお願いい

たします。
■予約締切／友の会先行発売日の2週間前
◎定員に達し次第、受け付けを終了いたします。

10名様以上の団体（グループ）でご覧にな
るお客様のために、一般発売に先がけて予
約を受け付け、人数分の席を事前に確保さ
せていただくサービスです。

お得その1 ● 1階席チケット付
お得その2 ● 温泉宿に宿泊
お得その3 ● 1名様よりお申込可

取組公演：松竹大歌舞伎、
万作・萬斎 狂言公演

＜休館日＞　平成26年12月29日㈪～平成27年1月2日㈮

月　日 開場時間 開演時間 公演名・展示名 料　金 チケット発売日

８/19㈫午後 ～ 24㈰午前 秋吉台の夏２０１４
現代音楽のワークショップや
コンサートを開催します。
参加料・入場料未定

開催期間 タイトル 内　容



第２回 近松文楽
７月６日（日） 12：30開場　13：00開演 ［16：30終演予定］

鳥
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７
月

桐竹勘十郎、豊松清十郎の若手実力者コンビが演じるお初と徳兵衛。
近松研究の最高峰、ドナルド・キーン先生と鳥越文藏先生の対談。
見所満載、他所では見られない近松文楽を是非ご覧下さい。

入場料［全席指定、税込］
１階Ｓ席 5,500円、１階Ａ席 4,500円
桟敷席　 4,500円、２階席　 3,500円

友の会会員［会員割引］※割引適用4枚まで
１階Ｓ席 5,200円／１階Ａ席 4,200円
桟敷席　 4,200円／２階席　 3,200円

プレイガイド／❶ ※残席は残りわずかです。

関
連
企
画

「近松人形の花形たち」展
6月14日（土）～7月13日（日） ※会期中休館日／7月7日㈪
10：00～16：00 会場／文化情報ギャラリー　■入場無料

和紙彫塑作家・内海清美氏制作の和紙人形の中から、近松
文楽で上演する「曾根崎心中」をメインに、近松門左衛門
の作品に登場する「花形たち」を紹介します。

配役が変更になりました。
吉田簑助（人間国宝）→　豊松清十郎
鶴澤燕三　　　　　　→　鶴澤藤蔵

長門市和太鼓連盟10周年記念 ながと和太鼓フェスティバル
７月21日（月・祝）12：30開場　13：00開演 ［15：30終演予定］

長門市内で活動を続ける和太鼓グループ4団体による、今年で10回目
となる記念のステージです。

入場料［全席自由、税込］
一　　　般 1,000円、
高校生以下 　500円、未就学児無料
プレイガイド／❶、各出演団体事務局

出演／長門和太鼓オーケストラ「翔門」、 みすゞ音頭を育てる会「青波」、
三隅清風太鼓、和太鼓 鼓波会
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映画『じんじん』上映会
７月27日（日）

「絵本の里」として知られる北海道上川郡剣淵町を舞台に、人の優しさや親
子の絆を描いたハートフル・ドラマ。
農業研修に来ていた女子高生たちと打ち解けていく銀次郎。ただひとり、
彩香だけは心を開かずにいた。やがて彼女はそっと秘密を打ち明ける…。

入場料［全席自由、税込］
一般1,000円（当日1,500円）高校生以下800円（前売・当日同額）
プレイガイド／❶、長門市立図書館、長門市内各公民館

主催：映画『じんじん』長門市上映実行委員会
共催：長門市、長門市教育委員会、（公財）長門市文化振興財団

① 10：00開場　10：30開演 ［12：39終演予定］
② 13：30開場　14：00開演 ［16：09終演予定］

清水アキラ＆良太郎  ものまねサマーライブ
８月２日（土）

ものまねの引退を発表している清水アキラ。
山口では最後の親子ものまねショーになるかも！？
この機会をお見逃し無く！

入場料［全席指定、税込］／5,000円

プレイガイド／❶、❷（Lコード：61448）、
❸（Ｐコード：224-780）、❾

８
月
〜
９
月 友の会会員［会員割引］※割引適用各4枚まで

4,700円

① 11：30開場　12：00開演 ［13：30終演予定］
② 14：30開場　15：00開演 ［16：30終演予定］

引揚港・仙崎展
８月９日（土）～９月７日（日） ※会期中休館日／8月18日㈪
10：00～16：00 会場／文化情報ギャラリー　　　　■入場無料

終戦後、海外引揚港となった仙崎港の当時の様
子を関係資料や写真パネルで振り返ります。

「曾根崎心中　天満屋の段」お初・徳兵衛▶

昨年度の様子

平成26年度優秀映画鑑賞推進事業 優秀映画鑑賞会 ～勝新太郎、鶴田浩二、高倉健～
個性豊かな男優たちの溌剌とした魅力が充満した傑作を上映します。

８月16日（土） 入場料［全席自由、税込］
1日券300円（当日同額）　※入場当日のみ有効

主催：（公財）長門市文化振興財団、文化庁、東京国立近代美術館フィルムセンター
協賛：松竹ブロードキャスティング㈱
協力：㈱オーエムシー

①網走番外地 10：10開場  10：30開演［12：01終演予定］
②人生劇場 飛車角と吉良常 12：40開場  13：00開演［14：49終演予定］
③次郎長三国志 15：10開場  15：30開演［17：12終演予定］

８月17日（日）
①不知火検校 10：10開場  10：30開演［12：01終演予定］
②次郎長三国志 12：40開場  13：00開演［14：42終演予定］
③網走番外地 15：10開場  15：30開演［17：01終演予定］

発売日／7月 1日（火）10:00より
プレイガイド／❶、（電話予約可）

■網走番外地（1965年）
高倉健、南原宏治、丹波哲郎、嵐寛寿郎

■人生劇場 飛車角と吉良常（1968年）
鶴田浩二、高倉健、若山富三郎、藤純子

■次郎長三国志（1963年）
鶴田浩二、松方弘樹、佐久間良子、山城新伍

■不知火検校（1960年）
勝新太郎、中村玉緒、近藤美恵子

主
な
出
演
者

お弁当のご注文受付中《お茶付　1,000円》（公演７日前まで） 長門市和太鼓連盟10年展　７月19日（土）～27日（日） ＜臨時休館日＞ ８月18日㈪、10月20日㈪、12月１日㈪、27年１月19日㈪、27年３月９日㈪

次郎長三国志

飛車角と吉良常

主催：長門市和太鼓連盟

ピーターズレヴュー  愛の讃歌 越路吹雪を慕って
９月13日（土） 13：00開場　13：30開演

水谷八重子

第一部は、活気溢れるピーターとしてのステージで懐かしい名曲の
数々をコミカルかつしっとりと聴かせます。そして、第二部は水谷
八重子が越路吹雪の思い出話を語り、池畑慎之介　が当時のリサイ
タルを再現します。ラストは越路吹雪が生前一度しか歌わなかった
曲「あなたの声を聞けば聞くほど」に水谷が挑戦するなど見所満載
の舞台となっています。どうぞお楽しみ下さい。

入場料［全席指定、税込］
１階席 6,700円、２階席 6,200円

友の会会員［会員割引］※割引適用4枚まで
１階席 6,300円、２階席 5,800円

プレイガイド／❶、❷（Lコード：61469）、
❸（Ｐコード：435-307）、❾

コンツェ・ブラザーズ　～ヴァイオリン＆チェロ弦楽二重奏の調べ～
10月29日（水）18：30開場　19：00開演 ［20：30終演予定］

世界二大オーケストラのウィーンフィルとベルリンフィルに在籍す
る若き兄弟。抜群の演奏技術と美しく洗練された響きをお楽しみく
ださい。

入場料［全席指定、税込］
１階Ｓ席 6,200円
１階Ａ席・２階席 3,200円
桟敷一枡（6席）10,000円

プレイガイド／❶、❷（Lコード：63230）、❸（Pコード：235-048）、❾

華々しき一族
11月２日（日） 13:00開場　13:30開演 ［15:40終演予定］
11月３日（月・祝） 13:00開場　13:30開演 ［15:40終演予定］

昭和の時は、美しく、華やかに舞う
1935年に発表された本作品は、森本薫23歳の作品であり、戦前の
モダニズムの代表作。「華々しき一族」は、華麗に見える一族の虚栄
と実存が見事に織り交ぜられた家庭劇です。

入場料［全席指定、税込］
１階席 6,700円、２階席 6,200円

プレイガイド／❶、❷（Lコード：61449）、
❸（Ｐコード：435-308）、❾

県内作家による具象絵画展
10月11日（土）～10月26日（日） ※会期中休館日／10月20日㈪
10：00～16：00 会場／文化情報ギャラリー　　　　　　　  ■入場無料

県内で具象表現を主に絵画制作して
いる若手中堅作家を選んで展示、発
表します。

平成26年度 松竹大歌舞伎

９
月

11
月

池畑慎之介　

チケット
発売中

第一部／「ピーターズレヴュー」 池畑慎之介　　構成・演出
第二部／「愛の讃歌　越路吹雪を慕って」 青井陽治　構成・演出

出演／
水谷八重子、池畑慎之介 　、甲斐京子

「SORA」松浪由紀子▶

チェロ：
ステファン・コンツェ

ヴァイオリン：
クリストフ・コンツェ

友の会会員［会員割引］※割引適用4枚まで
１階Ｓ席 5,900円、１階Ａ席・２階席 2,900円、
桟敷一枡（6席）8,800円
※先行発売期間中4枚まで購入可
（桟敷席は1枡まで）

発売日 ［友の会］7月12日（土）10:00より電話受付開始
［一　般］7月22日（火）10:00より電話受付開始

団体予約［締切：７月５日㈯］
※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

友の会会員［会員割引］
※割引適用各4枚まで
1階席6,300円、2席5,800円
※先行発売期間中各4枚まで購入可

原作／森本　薫　　演出・衣裳／石井ふく子　　脚本／大藪郁子
音楽／KOBUDO−古武道−
出演／若尾文子、西郷輝彦

松村雄基、小林綾子、藤田朋子、金子貴俊

西郷輝彦若尾文子

発売日 ［友の会］８月  9日（土）10:00より電話受付開始
［一　般］８月20日（水）10:00より電話受付開始

団体予約［締切：７月26日㈯］※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

11月24日（月・振休）① 12：00開場　12：30開演 ［14：40終演予定］
② 15：30開場　16：00開演 ［18：10終演予定］

本年度の歌舞伎公演は片岡愛之助を迎え、１日２回上演いたしま
す！「彦山権現誓助剱」は、朴訥な人柄のなかに武勇の一端をのぞ
かせる六助と、「女武道」ながら愛らしさを見せるお園を中心とし
た仇討物で義太夫狂言の名作です。「団子売」は、仲の良い夫婦が
明るく軽やかに踊る人気舞踊です。どうぞお楽しみ下さい。

一、彦
ひこ

山
さん

権現
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誓助
ちかいのすけ

剱
だち

一幕二場

杉 坂 墓 所
毛  谷  村

二、団
だん

子
ご
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うり

竹本連中

入場料［全席指定、税込］／１階席 7,700円、２階席 7,200円

プレイガイド／❶、❷（Lコード：61310）、❸（Ｐコード：435-131）

友の会会員［会員割引］※割引適用各4枚まで
1階席7,300円、2席6,800円　※先行発売期間中各4枚まで購入可

上村吉弥市川男女蔵 片岡愛之助中村壱太郎

発売日 ［友の会］7月13日（日）10:00より電話受付開始
［一　般］7月23日（水）10:00より電話受付開始

チケット
発売中

チケット
発売中

チケット
発売中

チケット
発売中

団体予約［締切：6月29日㈰］／  宿泊プラン2回目のみ［締切：10月19日㈰］
※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

10
月

第8回＜大津あきら杯＞ 県内選抜歌謡コンクール
12月７日（日） 第1部10:00／第2部13:00 ［16:30終演予定］

原たかし

長門市出身の作詞家・故大津あきら氏の業績を顕彰して開催する
カラオケ大会。

入場料［全席自由、税込］
1,000円［1部・2部共通券、当日500円増］
※中学生以下の入場不可［出場者の関係者を除く］

プレイガイド／❶、❷（Ｌコード：61450）、❸（Ｐコード：224-717）、
❹～❾、ロック（フジ長門店）、萩楽器店、サンリブ萩店

TAO 2014
12月13日（土）

昨年、結成20周年の記念舞台として披露された【DRUM ROCK 十
七人のサムライ】。演者の鍛え上げられた肉体から放たれる魂のビ
ートは観る者の視覚、聴覚を徹底的に刺激。その続編として、さら
にスケールを大きくし、これまでに経験したことのない新しい感覚
の舞台となった「DRUM ROCK 続・十七人のサムライ」を是非ご
期待下さい。

入場料［全席指定、税込］
１階席 5,200円、２階席 4,700円

プレイガイド／❶、❷（Ｌコード：61468）、❸（Ｐコード：224-719）、❾

平成26年度「劇場・音楽堂等活性化事業」
第7回 和太鼓ワークショップ

平成27年１月17日（土） 13:00～15：00　※受付12：30～

今回で7回目となる和太鼓の体験講座です。和太鼓のたたき方の
基礎から曲の演奏までを、長門市和太鼓連盟の皆さんがわかりや
すく指導します。

12
月

１
月

第 1 部／北浦地域の歌謡グループ推薦による歌唱大会
第 2 部／県内各地の選抜者によるコンクール（25 名）と

ゲスト歌手による歌謡ショー
第 1 部ゲスト　　：キングレコード 川島とし子
第 2 部ショー　　：華の舞踊ショー
第 2 部ゲスト　　：キングレコード 藤咲まこ
第 2 部特別ゲスト：キングレコード 原たかし

友の会会員［会員割引］※割引適用4枚まで
１階席 4,900円、２階席 4,400円
※先行発売期間中4枚まで購入可

発売日 ［友の会］8月30日（土）10:00より電話受付開始
［一　般］9月  9日（火）10:00より電話受付開始　　　

入場料［全席指定、税込］／ 4,700円

プレイガイド／❶、❷（Ｌコード：61452）、❸（Ｐコード：435-310）、❾

友の会会員［会員割引］※割引適用4枚まで
1階席 4,400円 ※先行発売期間中4枚まで購入可

発売日 ［友の会］11月29日（土）10:00より電話受付開始
［一　般］12月10日（水）10:00より電話受付開始

団体予約［締切：11月15日㈯］
※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

共催：NPO 法人北浦音楽芸能文化協会

発売日 9月17日（水）10:00より

対　　象■県内在住の高校生以上の方
（平成25年10月から平成26年9月まで開催の各地
カラオケ大会入賞者優先）

参 加 料■お申込は無料です。
※審査の結果、コンクールに出場される場合は、エント
リー料として7,000円（入場料含）いただきます。

申込方法■・ご自身の歌声を録音したテープまたはMD
・下記事項を記載したもの

①氏名�②年齢�③住所�④電話番号�⑤曲目�⑥歌手名
⑦入賞カラオケ大会（日時・場所・大会名・賞）

以上を取りそろえ、ルネッサながとまで郵送、または
ご持参下さい。
※申込書はホームページよりダウンロードできます。
※録音したテープまたはMDはご返却いたしませんの
で、予めご了承下さい。

申込締切■10月25日（土）迄
結果通知■11月10日（月）※申込者全員へ通知いたします。
郵送先住所■〒759-4106　長門市仙崎818番地1

ルネッサながと「歌謡コンクール」係

世界600万人を動員した驚異の日本最強エンターテイメント　TAO
今回で12回連続となるTAO公演。今年もルネッサながとに凱旋します!!
①11：30開場　12：00開演
②15：30開場　16：00開演

共催：長門市和太鼓連盟

募集対象■「子どもの部」3歳以上～小学生
「一般の部」　中学生以上

募集人数■各20名（受付先着順）
参 加 料■500円
応募締切■12月5日（金）必着

※ただし、定員に達した時点で締切
講　　師■長門市和太鼓連盟のみなさん

申込方法■チラシ裏面の申込書に必要事項を記入
の上、ルネッサながと窓口かFAXに
てお申込み下さい。
※子どもの部参加の方は、保護者の方
の同意が必要になります。

申 込 先■長門市仙崎818番地1�ルネッサながと
「和太鼓ワークショップ」係
電話：0837-26-6001
FAX：0837-26-6002

第15回　万作・萬斎 狂言公演
平成27年１月25日（日） 13：30開場　14：00開演 ［16：00終演予定］

ルネッサながと開館以来15回目となる野村万作さん、萬斎さんに
よる狂言公演。

野村萬斎野村万作

入場料［全席指定、税込］
１階席 5,700円、２階席 5,200円

プレイガイド／❶、❷（Ｌコード：61451）、
❸（Ｐコード：435-309）、❾

友の会会員［会員割引］※割引適用4枚まで
１階席 5,400円、２階席 4,900円
※先行発売期間中4枚まで購入可

発売日 ［友の会］10月25日（土）10:00より電話受付開始
［一　般］11月  5日（水）10:00より電話受付開始

団体予約［締切：10月11日㈯］／  宿泊プラン［締切：１月４日㈰］
※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

公演同日「狂言教室」開催
平成26年度「劇場・音楽堂等活性化事業」
10：30開場　11：00開演
参加料／一般 500円、小中高生 無料
先　着／500名
発売日／10月25日（土）10:00より

桂文珍 独演会  JAPAN TOUR ～一期一笑～
平成27年３月１日（日）昼公演

落語家人生45年という節目の年を迎えた桂文珍が、期限無しの
“ネバーエンディング ”な全国ツアーをスタート！

桂文珍
撮影：内池秀人（エクラン）

応募要項

第2部「県内選抜歌謡コンクール」参加者募集  ♪ポップスも賞の対象になります！ご応募大歓迎♪

３
月

2 3 4

昭和20年代の仙崎▶

昨年度の様子

団体予約［締切：８月16日㈯］ ※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。


