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。

■年 会 費／2,000円

■会員の有効期限／入会日から翌年の入会月末まで

■会員特典／チケットの優先購入
チケットの割引

■入会方法／

情報誌の無料送付

ルネッサながと窓口、もしくは専用入会用紙にご記入

チケットの無料送付

の上、最寄りの郵便局から会費をお振込み下さい。

館内レストラン５％割引

※専用用紙はご郵送いたします。お電話にてご請求下
さい。

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。

お得その1 ● 1階席チケット付

ます。

お得その3 ● 1名様よりお申込み可

■お 申 込 み は 直 接 旅 館 及 び ホ テ ル に て お 願 い い た し

お得その2 ● 温泉宿に宿泊

■詳細はルネッサながとホームページをご覧いただく

取組公演：万作・萬斎 狂言公演

かお問い合わせ下さい。

託児サービスのご案内
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。

■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

団体（グループ）観劇のご案内
10名様以上の団体（グループ）でご覧にな

■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

約を受け付け、人数分の席を事前に確保さ

■予約締切／友の会先行発売日の2週間前

るお客様のために、一般発売に先がけて予

せていただくサービスです。

たします。

◎定員に達し次第、受け付けを終了いたします。

「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
HP：http://www.aiav.jp E-mail：info@aiav.jp
月

日

11/24
（月・振）

開場時間

13:30

開演時間

14:00

落語のいろは
手嶋沙織
ピアノリサイタル

12/6

13:30

14:00

12/21

14:00

14:30

14:00

14:30

㈯

㈰

平成27年

2/15
㈰
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公演名・展示名

サウンドスケープ＃3

～テクノでエレクトロな
クラシックのコンサート～

Arte Animi-pianoduo
２台ピアノリサイタル
“Figure”

FAX 0837-63-0021
料 金

チケット発売日

500円

10月13日
(月・祝)
10：00

お問合せ先

一般
2,000円
高校生以下1,000円

発売中

手嶋沙織リサイ
タル実行委員会
083-924-8014

一般 1,500円
学生
500円

未 定

サウンドスケープ
コンサート事務局
0836-33-5447

未 定

未 定

YMA山口ミュージッ
クアカデミー（棟久）
090-9460-2462

フレンズネット会員割引あり
当日500円増

フレンズネット会員割引あり

＜休館日・臨時休館日＞平成26年12月１日㈪、12月29日㈪～平成27年1月2日㈮、１月19日㈪、３月９日㈪

10
月

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である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
み下さい。
演奏曲目
無伴奏チェロ組曲 第１番ト長調 ＢＷＶ1007………Ｊ.Ｓ.バッハ
ヴァイオリンとチェロのためのソナタ…………モーリス・ラヴェル
動物の謝肉祭より〈白鳥〉 …………… カミーユ・サン=サーンス

11
月

華々しき一族
11月２日（日） 13:00開場
11月３日（月・祝） 13:00開場

他

13:30開演［15:45終演予定］
13:30開演［15:45終演予定］

森本薫の名作を、大藪郁子が大胆に脚色し、石井ふく子の洗練され
た演出により生み出された本作。
「昭和」という錯綜する時代の中でこそ存在しえた、人が人を思う
純粋な気持ち、夫婦愛・家族愛を、華やかに、美しく、そして温か
く描きます。
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

12
月

入場料［全席指定、税込］ チケット
発売中
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

②15：30開場 16：00開演［18：00終演予定］

友の会会員［会員割引］

全国各地で繰り広げられている、「続・十七人のサムライ」。その圧倒的な
舞 台 構 成 と パ フ ォ ー マ ン ス の 最 終 章 で あ る 、 「 DRUM ROCK THE 33
SAMURAI」を上演します！
33人の侍が繰り広げる、TAO史上最大出演人数で送る、超スペクタクルの
「ドラム絵巻」。テーマは「これからの日本！激しく生きる！！」です。
強く美しく誇り高きサムライ魂が、世界へ向けて、我武者羅に日本のカッコ
良さを発信していきます！
デザイナーのコシノジュンコ氏が手掛ける200点を超える衣装も必見です。
※演目が変わりました。

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

ヴァイオリン：
クリストフ・コンツェ

チェロ：
ステファン・コンツェ

チケット
発売中

１
月

入場料
［全席指定、税込］
１階席 6,700円
２階席 6,200円

ながと近松文化講座

第7回
平成27年

友の会会員
［会員割引］

和太鼓ワークショップ

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。

※割引適用各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：61449）
、
❸（Ｐコード：435-308）
、
❾

若尾文子

松竹大歌舞伎

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］
ひこさんごんげんちかいのすけだち

一、彦山権現誓助剱

二、団

ご

子

片岡愛之助

中村壱太郎

上村吉弥

市川男女蔵

��������

売

第８回＜大津あきら杯＞

入場料［全席指定、税込］／１階席 7,700円、２階席 7,200円
友の会会員［会員割引］※割引適用各4枚まで

第２部 狂言「梟山伏」
出演：岡 聡史

チケット
発売中

後見

飯田 豪

第 1 部／北浦地域の歌謡グループ推薦による歌唱大会

解説

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
前回の様子
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

原たかし

狂言「寝音曲」
野村万作

昨年度の様子

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］

狂言「業平餅」
野村萬斎
竹山悠樹

チケット
発売中

北浦伝統文化展 1月開催 詳細未定

高野和憲

後見 月崎晴夫

石田幸雄
中村修一

深田博治
内藤 連

月崎晴夫
飯田 豪
後見 岡 聡史

3

1. 文楽とは 藤澤
優（文楽制作者）
2. 人形解説 桐竹勘十郎（文楽人形遣い）
3. 近松作品の楽しみ方
冥途の飛脚 桐竹勘十郎、聞き手/藤澤 優
「冥途の飛脚」の映像を交えて楽しみ方を解説

❶下関市民会館
（電話：083-231-6401）
❷山口市民会館
（電話：083-923-1000）

※当館もしくは参加希望の会場へ
お申込み下さい。

入場料［全席自由、税込］
1,000円
※未就学児無料

プレイガイド／❶
昨年度の様子

３
月

※本公演のチケット購入者は無料
（当日本公演チケットをご提示下さい）
※ワークショップでの舞台体験者は無料

桂文珍 独演会 JAPAN TOUR ～一期一笑～
平成27年３月１日
（日）14：00開場 14：30開演［17：00終演予定］ 入場料［全席指定、税込］／ 4,700円

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

友の会会員［会員割引］※割引適用4枚まで

4,400円 ※先行発売期間中4枚まで購入可
プレイガイド／❶、❷（Ｌコード：61452）、
❸（Ｐコード：435-310）、❾
桂文珍
団体予約［締切：11月15日㈯］
撮影：内池秀人
※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。 （エクラン）

プレイガイド／❶

発売日

10月25日 ㈯ 10:00より

ワークショップ舞台体験者募集
ワークショップの中で、プロの狂言師による
指導のもと、実際に舞台上で狂言のセリフや
動きを体験される方を募集します。
おなかの底から声を出し、体いっぱいに使っ
て表現する「狂言」を体験してみませんか？

金子みすゞの世界 ～2015 仙崎編～（仮称）
平成27年３月８日
（日）13：00開場 13：30開演［15：00終演予定］

「梟山伏」
募集定員■先着20名
対
象■小学5年生以上
体 験 料■無料
服
装■白足袋・動きやすい長ズボンを着用
※各自でご用意下さい
申込方法■ルネッサながとの窓口かお電話にて
お申込み下さい
TEL：0837-26-6001
申込期間■10月25日㈯～1月4日㈰

金子みすゞの詩をテーマとした、うたと踊りによるファンタジーミュージカル。演
出は、金子みすゞの実弟・上山雅輔氏に師事した田辺国武氏。本番に向けて、厳し
い稽古を積み重ねてきた市民劇団員が織りなす金子みすゞの世界をご堪能下さい。
ミュージカルと併せて「ながとコドモノクニ」と「サンクスまつり」を共同開催し
ます！体感アート・スケッチコーナー・読み聞かせコーナー等、盛り沢山の内容で
皆様のご来館をお待ちしております。

４
月

入場料
［全席自由、税込］
500円
※未就学児無料

昨年度の様子

発売日

１月中旬予定

開館15周年記念

子どもたちによるフレッシュコンサート
平成27年４月５日
（日）13：30開場 14：00開演［16：00終演予定］ 入場料［全席自由］／無料

第６回

平成26年度の県大会レベル以上の音楽コンクールで上位入賞し
た長門市近郊の児童・生徒によるコンサート。

「寝音曲」

開館15周年記念

「業平餅」

平成27年

発売日

４月12日（日）13：30開場

14：00開演［16：00終演予定］

発売日［友の会］平成27年2月 7日（土）10:00より電話受付開始
［一 般］平成27年2月14日（土）10:00より電話受付開始

［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

入場料［全席指定、税込］3,900円
友の会会員［会員割引］
※割引適用4枚まで

3,600円
※先行発売期間中4枚まで購入可
プレイガイド／❶、❷（Ｌコード未定）、
❸（Ｐコード未定）、❾

団体予約［締切：平成27年1月31日㈯］
※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

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。

雛人形展 ／ 会期：2月18日㈬～３月10日㈫ 開場時間：10時～16時 会場：文化情報ギャラリー 入場料：無料

LIVE 2015 in 長門

K

サザンオールスターズ最強のコピーバンド・ＫＡＷＡＭＵＲＡ
ＢＡＮＤ（カワムラバンド）が再び長門に帰ってきます。最高の
パフォーマンスにご期待下さい。

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

������

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

12月開催 詳細未定 ・

北浦冬の風物詩「おやじバンド祭り」。今回で11回目となるお
やじバンドのパワーを皆さんも体感して下さい。

入場料［全席指定、税込］／１階席 5,700円、２階席 5,200円

� �����

申込先

講座内容

現在日本を代表する落語家の一人として活躍中の桂文珍が、落
語家人生45年という節目の年を迎え、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！一期一笑の笑いの花を長
門に咲かせます。ぜひ足をお運び下さい。

野村万作

野村萬斎

参加料［全席自由］／無料
※要事前申込

おやじバンド祭り
平成27年２月22日
（日）13：00開場 13：30開演［16：00終演予定］

応募要項

太郎冠者狂言の代表曲「寝音曲」は、小舞謡が次々と披露されま
���
は必聴！
す。太郎冠者を演じる万作師の謡
���
雅な二枚目で知られる在原業平が、狂言らしいキャラクターで登
場する「業平餅」。萬斎師が演じる業平と一行がまとう色彩豊か
な装束も見どころの一つです。
聞きどころ見どころ満載の洗練された笑いの古典芸能を、ぜひお
楽しみ下さい。

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

若手アーティスト展

プレイガイド／❶
※①② 2公演とも、残席わずかです。

第15回

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。

共催：NPO 法人北浦音楽芸能文化協会

内藤 連

文楽講座「文楽への扉」
平成27年２月１日
（日）

世界無形文化遺産・人形浄瑠璃文楽の第一線で活躍する技芸員
による講座です。
今回は、会場を下関市民会館と山口市民会館の2ヶ所にうつし、
文楽人形を中心にわかりやすく解説します。伝統芸能の奥深い
世界を「来て」「観て」「体感」してみませんか。

１階席 4,900円
２階席 4,400円

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［15：40終演予定］

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

県内選抜歌謡コンクール

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
第 2 部審査員長 ：ひろしま歌謡文化支援ネットワーク
代表 上村和博

※割引適用各4枚まで

1階席7,300円、2階席6,800円

12月７日（日）第1部10:00／第2部13:00［16:30終演予定］
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11:00開演［12:20終演予定］

第１部 ワークショップ
講師：高野和憲

うり

本年度の歌舞伎公演は片岡愛之助を迎え、義太夫狂言の名作『彦山
権現誓助剱』と舞踊『団子売』の二本立てで上演いたします。善悪
の対比鮮やかな仇討物のお芝居と明るく賑やかな舞踊をどうぞお楽
しみ下さい。

12
月

１月25日（日）10:30開場

ながと近松文化講座

①下関市民会館 12：30開場 13：00開演［14：30終演予定］
②山口市民会館 17：30開場 18：00開演［19：30終演予定］

（先着：500名、
対象：小学生以上）

古典芸能《狂言》をお気軽に学んで楽しめる「狂言教室」。
ワークショップでは、ユーモアあふれる解説を交えながら、狂言
独特の発声等を教えていただきます。さらに身近に狂言の世界を
感じられる舞台体験もありますので、この機会をお見逃し無く！
ワークショップの後の狂言鑑賞では、今までとはひと味違う魅力
を発見できるはずです。

11月24日（月・振休）

だん

２階席 4,700円

友の会会員［会員割引］

参加料［全席自由、税込］
一般 500円、高校生以下 無料

ながと近松文化講座

平成27年

杉坂墓所
毛 谷 村

発売中

西郷輝彦

ワー 狂言教室
平成26年度

２
月

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
TAO 2014 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!!
入場料［全席指定、税込］
12月13日（土） ①11：30開場 12：00開演［14：00終演予定］
チケット
１階席 5,200円

4

お弁当のご注文受付中《お茶付

昨年度の様子

1,000円》
（公演７日前まで）

プレイガイド／❶、長門市内公民館

