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下さい。
※専用用紙はご郵送いたします。お電話にてご請求下さい。

■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。
■お申込み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をご覧いただくか
お問い合わせ下さい。

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名様よりお申込み可
取組公演：ながと近松文楽
松竹大歌舞伎（2回目のみ）
万作・萬斎 狂言公演

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

団体鑑賞のご案内
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。

■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
（公演によって多少異なります）
◎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

4/25
（土）

4/29

（水・祝）

4/30
（木）

５/１

開場時間

開演時間

14:30

15:00

秋吉台の響き
コンサート2015

10:00

第4回秋吉台音楽コンクール

10:00

第4回秋吉台音楽コンクール

10:00

第4回秋吉台音楽コンクール

（予定）

（予定）

公演名・展示名

10:00

第4回秋吉台音楽コンクール

10:00

第4回秋吉台音楽コンクール

10:00

第4回秋吉台音楽コンクール

（月・祝）

５/５

（火・祝）

（予定）

（予定）

フレンズネット会員割引あり
当日500円増

弦楽器部門 本選・表彰式

５/３
５/４

金

チケット発売日

お問い合わせ先

発売中

秋吉台室内楽セミナー
実行委員会事務局（上原）
083-902-7100

弦楽器部門 第2次予選

（金）

（予定）

料

一般
2,500円
大学生以下1,000円

弦楽器部門 第1次予選

（予定）

（日・祝）

FAX 0837-63-0021

入場無料

—

開始時間については
お問い合わせ下さい

秋吉台国際芸術村

クラリネット部門 第1次予選
クラリネット部門 第2次予選
クラリネット部門 本選・表彰式

※ルネッサながとでのチケットの取り扱いはありません。※入場制限、託児、会員割引等の詳細は秋吉台国際芸術村へお問い合わせ下さい。
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お弁当のご注文受付中！【お茶付1,000円】
（公演7日前まで)

※ロビーにてお召し上がり下さい

４
月

７
月

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

第6回

ゲスト演奏 木橋 奏子先生

プログラム

ピアニスト。山口市出身。
学校法人野田学園中学高等学校、山口短期大学非常勤講師。武蔵野音楽
大学器楽学科ピアノ専攻卒業。
第11回山口国際交流芸術祭等様々な演奏会に出演。これまでに、満岡
綾子、久富綏子、S.エーデルマンの各氏に師事。現在、ソロ、アンサン
ブル、各種伴奏の演奏活動を行いながら、後進の指導に活躍中。

14：00開演［16：00終演予定］

1990年に結成され、今年結成25周年を迎えるKAWAMURA
BAND（カワムラバンド）の実力はご存じの通り！
今や全国区のサザンオールスターズのトリビュートバンドとし
て活動中です。
昨年に続き長門に帰ってきた彼らのパフォーマンスにご期待下
さい。

５
月

チケット
発売中

入場料［全席指定、税込］
3,900円

ルネッサながと開館15周年を記念し、山口県指定無形文化財の
狂言や無形民俗文化財の歌舞伎、人形芝居、神楽を年2回に分け
て紹介します。山口県が誇る伝統芸能の数々をご堪能下さい。

※割引適用4枚まで

3,600円

プレイガイド／
❶、❷（Lコード：65238）
、
❸（Pコード：246-332）
、❾

前回の様子

滝
坂
神
楽
舞

山
代
白
羽
神
楽

８
月

山口県の伝統芸能展

会場／文化情報ギャラリー ■入場無料

14：00開演［15：30終演予定］

金管五重奏の「ズーラシアンブラス」と弦楽四重奏の「弦（つ
る）うさぎ」…動物たちが織りなす不思議なクラシックコンサ
ート「音楽の絵本」の世界へようこそ！
本格的なクラシックから、映画音楽に童謡まで、動物たちが奏
でる多彩な音楽の世界をお楽しみ下さい。
子ども達だけではなくお父さんお母さんも一緒に夢の世界へ誘
います。

※演奏曲目は変
更になる場合
がございます

2

「やまぐち伝統芸能まつり」に出演され
る各団体の活動内容等を資料や写真にて
紹介いたします。

８月９日（日）13：30開場
発売日

14：00開演［16：00終演予定］

発売日
（C）
スーパーキッズ

般］４月４日（土）10:00より電話受付開始

鯉のぼり展／会期：4月29日
（水・祝）
～5月6日
（水・振休） 開場時間：10:00～16:00 入場無料

※会期中休館日／6月8日㈪、
6月9日㈫、
7月6日㈪

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、長門
市に出生伝承の残る近松門左衛門の作品に登場する「花形
たち」を紹介します。

昨年度の展示
「曾根崎心中 生玉社前
の段」お初・徳兵衛

14：00開演［16：00終演予定］

［友の会］６月 ６日（土）10:00より電話受付開始
［一 般］６月17日（水）10:00より電話受付開始

毎年人気の自衛隊コンサートが、今年もルネッサながとで開催。
迫力ある生演奏をお楽しみ下さい。

3

［友の会］７月25日（土）10:00より電話受付開始
［一 般］８月 ５日（水）10:00より電話受付開始

ピアノデュオ・クトロヴァッツ
12月３日（木）18：00開場 18：30開演（予定）
ウィーンが生んだ世界最高峰のピアノデュオ、エドワード＆ヨハネ
ス・クトロヴァッツ兄弟による演奏会。どうぞご期待下さい。

プレイガイド／❶、各出演団体事務局

発売日

松竹大歌舞伎

11月22日（日）昼夜2回公演（時間未定）

発売日

12
月

一
般 1,000円、
高校生以下 500円、未就学児無料

［友の会］８月 ８日（土）10:00より電話受付開始
［一 般］８月19日（水）10:00より電話受付開始

平成27年度

５月13日（水）10:00より

昨年度の様子

発売日

主催：長門市和太鼓連盟

第9回＜大津あきら杯＞

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。今年は開館15周年を記念して、過去の入賞者
によるグランドチャンピオンを決定いたします！

友の会会員［会員割引］※割引適用4枚まで

6,400円 ※先行発売期間中4枚まで購入可

～人形劇俳優 たいら じょうの世界～

友の会会員未定
プレイガイド／❶、❷（Ｌコード：67316）、
❸（Ｐコード：442-690）、❾
団体予約［締切：８月１日㈯］
※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

入場料［全席指定、税込］
1階席 7,700円、2階席 7,200円

尾
上
菊
之
助

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階席6,800円

※先行発売期間中各4枚まで購入可
プレイガイド／❶、❷（Lコード：67317）
、
❸（Ｐコード：442-692）
、❾
団体予約
［締切：７月11日㈯］
／宿泊プラン
（2回目のみ）
［締切 ：10月18日㈰］
※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

入場料［全席指定、税込］
1階席
3,500円
2階席・桟敷席 2,000円

友の会会員［会員割引］※割引適用4枚まで
1階席3,200円、2階席・桟敷席1,700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：67318）
、
❸（Ｐコード：257-315）
、❾

エドワード＆ヨハネス・クトロヴァッツ

入場料未定
プレイガイド／❶、❷（Ｌコード：67319）、
❸（Ｐコード：257-316）、❾ほか

発売日

９月 23日（水・祝）10:00より
昨年度の様子

ＴＡＯ ２０１５
12月22日（火）・23日（水・祝） 時間未定

世界が熱狂した、日本最強のエンターテイメントＤＲＵM ＴＡＯ
今回で13回連続となるＤＲＵM ＴＡＯ。今年もルネッサながとに凱旋！！

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

28
年
３
月

万作・萬斎 狂言公演
28年３月12日
（土）13：30開場 14：00開演［16：00終演予定］

第16回

ルネッサながと開館以来、唯一毎年開催している「万作の会」
による狂言公演。
開館15周年記念古典芸能の最後を飾っていただきます。

公演同日「狂言教室」開催

入場料［全席自由］／ 無料
※要整理券

10：30開場 11：00開演
参加料／一般 500円、小中高生 無料
発売日／12月 ５日（土）10:00より

主催：NPO ながと

〈臨時休館日〉4月20日㈪、6月8日㈪、6月9日㈫、7月6日㈪、8月17日㈪、10月19日㈪、12月7日㈪、28年1月18日㈪、28年3月7日㈪

プレイガイド／❶、❷（Ｌコード：67314）、
❸（Ｐコード：257-314）、❾

共催：NPO 法人北浦音楽芸能文化協会

プレイガイド／❶、❷（Ｌコード：67312）、
❸（Ｐコード：257-308）、❾

団体予約［締切：５月23日㈯］
※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

※先行発売期間中4枚まで購入可

県内選抜歌謡コンクール【グランドチャンピオン決定戦】

12月13日（日）第1部10:00／第2部13:00［16:30終演予定］

※3歳以上は有料。3歳未満は、大人1名につき1名ひざ上
で鑑賞可。ただし、座席が必要な場合は有料。

プレイガイド／❶、❷（Ｌコード：67313）、
❸（Ｐコード：442-689）、❾

［友の会］ ９月26日（土）10:00より電話受付開始
［一 般］10月 ３日（土）10:00より電話受付開始

団体予約［締切：９月19日㈯］
※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

入場料［全席指定、税込］／ 6,800円

友の会会員［会員割引］※割引適用4枚まで
一般席 1,700円、補助席 1,200円、立見席 700円

入場料未定

平成25年に大好評を博した尾上菊之助丈が早くも長門に帰って
まいります。どうぞご期待下さい。

入場料［全席指定、税込］／ 4,700円

自衛隊音楽隊コンサート（予定）
９月13日（日）公演時間未定

プレイガイド／❶、❷（Ｌコード：67311）、
❸（Ｐコード：257-306）

［一

桂文枝独演会
９月12日（土）13：30開場

2012年7月の大名跡襲名から今年で3年目を迎える六代桂文枝。
ついにルネッサながとに初お目見えです。
円熟味を増した名人芸で、上方創作落語の神髄をお届けいたします。

※3歳以上は有料。3歳未満は、大人1
名につき1名ひざ上で鑑賞可。ただ
し、座席が必要な場合は有料。

発売日

［友の会］５月 ９日（土）10:00より電話受付開始
［一 般］５月20日（水）10:00より電話受付開始

団体予約［締切：４月25日㈯］
※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

９
月

入場料［全席指定、税込］
【前売】
一般 1,000円、中学生以下 500円
【当日】
一般 1,500円、中学生以下 700円

※入場料金は宝くじの助成により、特
別料金になっています。

10：00〜16：00

由紀さおり・安田祥子 ファミリーコンサート ～うたが咲いています～

さち こ

宝くじ文化公演「音楽の絵本」
親子のためのクラシックコンサート

●ウィリアムテル序曲
●メヌエット
●となりのトトロメドレー
●ユア・マイ・サンシャイン
●犬のおまわりさん ほか

日本通運presents

由紀さおり・安田祥子姉妹が、心に響く日本の歌を皆様へお届
けいたします。この機会をお聴き逃しなく。

５月９日（土）〜24日（日）、28年１月30日（土）〜２月14日（日）

演奏予定曲目

程：7月4日㈯ 17時30分開始
※終了予定19時30分
定 員：先着50名（6月19日までに要予約。但し、定員に
達し次第締め切ります。）
参加費：お一人様3,000円（税込）

11
月

６月７日（日）〜７月12日（日）

入場料［全席指定、税込］※発売日未定
一般席 2,000円、補助席 1,500円、立見席 1,000円
※学生割引 500円、親子ペア割引 1,000円

お花のハナックの物語

10月18日（日）時間未定

発売日

「近松人形の花形たち」展
特
別
企
画
展
示

ダンボール人形劇場

誰もが知っている身近な素材から生まれたダンボール人形たちが、
表情豊かに動き出すココロあたたまる完全オリジナルストーリー
です。

団体予約［締切：３月28日㈯］／ 宿泊プラン［締切：６月７日㈰］
※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

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

小鯖代神楽舞（山口市）、別府岩戸神楽舞（美祢市）、山代本谷神楽（岩国市）、滝坂神楽舞（長門市）

６月27日（土）13：30開場

日

10
月

［友の会］４月11日（土）10:00より電話受付開始
［一 般］４月22日（水）10:00より電話受付開始

ながと和太鼓フェスティバル
７月20日（月・祝）12：30開場 13：00開演［15：30終演予定］ 入場料［全席自由、税込］

別
府
岩
戸
神
楽
舞

●第2回出演団体

６
月

参加技芸員／竹本千歳大夫、豊澤富助、桐竹勘十郎、
吉田玉女改め二代目吉田玉男ほかの皆さん

全日本吹奏楽コンクールで連続金賞を受賞しているブラスバンドの
中でも人気の高い精華女子高等学校吹奏楽部によるコンサートです。

入場料［全席指定、税込］／1階Ｓ席 5,800円、1階Ａ席 4,800円、
桟敷席 4,800円、2階席 3,800円 ※学生割引 500円

発売日

精華女子高等学校吹奏楽部コンサート
９月27日（日） 13：30開場 14：00開演［16：00終演予定］
会場／ルネッサながと アリーナ

プレイガイド／❶、❷（Ｌコード：65872）、❸（Ｐコード：440-943）、❾

ながと近松文楽交流会

文楽技芸員による文楽のお話や体験コーナーもある、
食事付（ビュッフェ式）の交流会です。

９
月

二吉
代田
目玉
吉女
田改
め
玉
男

第11回

入場料［全席自由］
無料

鷺流狂言（山口市）、俵山子ども歌舞伎（長門市）、友信神楽舞（萩市）、
島田人形浄瑠璃芝居（光市）、切山歌舞伎（下松市）、徳地人形浄瑠璃（山口市）、
周南市安田の糸あやつり人形芝居（周南市）、山代白羽神楽（岩国市）

10：00〜16：00 ※会期中休館日なし

文楽の三業（太夫、三味線、人形）

景
子

桐
竹
勘
十
郎

友の会会員［会員割引］※割引適用4枚まで ※先行発売期間中4枚まで購入可
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

昨年、記念すべき第10回の公演を行った「ながと和太鼓フェスティ
バル」
。技に更なる磨きをかけ、熱いステージをお届けします。
今年のモチーフは「太鼓の化身」
。太鼓の演奏に演劇を織り交ぜ一つ
の舞台を作ります。長門の太鼓を是非ご堪能下さい。

●第1回出演団体

関連事業

２．解説

特
別
イ
ベ
ン
ト
・
前
夜
祭

友の会会員［会員割引］

やまぐち伝統芸能まつり
第1回
５月17日（日）10：00開場 10：30開演［16：45終演予定］
第2回 28年 ２月７日
（日）12：30開場 13：00開演［16：25終演予定］

竹下景子、桐竹勘十郎、吉田玉女改め二代目吉田玉男

３．人形浄瑠璃文楽 近松門左衛門作
「冥途の飛脚」淡路町の段、封印切の段
（出演）竹本千歳大夫、豊竹呂勢大夫、豊澤富助、
竹澤宗助、桐竹勘十郎、
吉田玉女改め二代目吉田玉男 ほか

木橋奏子先生

LIVE 2015 in 長門

１．対談

竹
下

冥
土
の
飛
脚

襲名後長門初登場となる二代目吉田玉男を迎え、近松門左衛門の
三大名作の一つ
「冥途の飛脚」
を上演します。竹下景子との対談等、
他所では見られない長門ならではの文楽を是非ご覧下さい。

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です。

４月12日（日）13：30開場

ながと近松文楽
７月５日（日）12：30開場 13：00開演［16：45終演予定］

第3回

4

入場料［全席指定、税込］
1階席 5,700円、2階席 5,200円

野
村
萬
斎

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：67321）、❸（Ｐコード：442-693）、❾

発売日
先 着／500名

野
村
万
作

［友の会］12月 5日（土）10:00より電話受付開始
［一 般］12月16日（水）10:00より電話受付開始

団体予約［締切：11月21日㈯］／ 宿泊プラン［締切：２月20日㈯］
※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

〈年末年始休館日〉12月29日㈫～28年1月2日㈯

※1月3日㈰は、成人式の為午前劇場のみ臨時開館

