４
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10日（日） 13：30開場 14：00開演［16：00終演予定］
無料

第７回

平成27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。

ゲスト演奏 門屋 寛子先生
ピアニスト。山口市在住。東京音楽大学ピアノ科卒業。
第68回合唱コンクール山口県大会最優秀ピアニスト砂田賞受賞。
第29回、第39回山口県芸術演奏会出演。
ピアノを杉山千賀子、三宅洋一郎、弘中孝、宮崎和子、崔仁洙、の各氏に、
声楽を末廣正巳氏に師事。
現在、ソロ、室内楽、各種伴奏等活躍中。

門屋寛子先生

鯉のぼり展
５
月

４月29日（金・祝）～５月５日（木・祝）
※会期中休館日なし

10：00～16：00

会場／文化情報ギャラリー

■入場無料

毎年5月の児童福祉月間にあわせて、鯉のぼり
を展示しています。五月人形や市内のお子様に
ご協力いただいたぬり絵も展示する予定です。
昨年度の様子

「近松人形の花形たち」
展
５月13日（金）～29日（日）
※会期中休館日なし

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、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／「平家女護島 敷名の浦の段」
平清盛・亡霊（東屋・千鳥）

自衛隊音楽隊コンサート
５月29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

大人気・大好評の自衛隊音楽隊によるコンサートが、今年もルネッ
サながとで開催されます。高い演奏技術と幅広いレパートリーで奏
でる迫力の生演奏をお楽しみ下さい。

６
月

和太鼓ワークショップ
６月５日（日）13:00～15：00 ※受付12：30～

整理券配布日

ワークショップ
に参加すると

７月17日（日）開催
かつら よね だん

要
項

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

＊本番当日、リハーサルに参加できる方
＊自主練習ができる方
（ワークショップ当日のDVDをお送りします）
＊当日の演奏曲…ワークショップでの演奏曲
＊開催概要などは、決定次第お知らせ致します

入場料［全席指定、税込］
4,700円

14：00開演［16：00終演予定］

［友の会］３月19日（土）10:00より電話受付開始
［一 般］３月30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：65474）、
❸（Ｐコード：449-279）、❾
団体予約［締切：３月９日㈬］
※定員に達し次第締め切りとさせていただき
ます。
林家正蔵
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※電話予約可

じ

林家正蔵師匠と桂米團治師匠、東西の落語会を担うお二人がル
ネッサながとに登場いたします。この機会をお聴き逃しなく、
日本伝統の話芸をどうぞご堪能下さい。

発売日

応
募

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■５月20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

“ながと和太鼓フェスティバル”とは長門市和太鼓連盟が主催する長門市内の
和太鼓グループの祭典です。和太鼓ワークショップ開催10回目を記念して、
「第９回」か今回のどちらかに参加の方は特別ゲストとして出演できます。

林家正蔵・桂米團治 二人会
６月12日（日）13：30開場

※お１人４枚まで

プレイガイド／❶、❻

「第12回 ながと和太鼓フェスティバル」へ出演のチャンス！

平成28年

はやし や しょう ぞう

４月22日（金）10:00より

主催：NPO ながと

第10回

今回で10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。

※要整理券

優秀映画鑑賞会 ８月開催予定

桂米團治

７
月

ながと近松文楽
７月３日（日）12：30開場 13：00開演［16：40終演予定］

第４回

長らく上演されていなかった「心中重井筒 道行血潮の朧染」を
復曲後初公開！竹本千歳大夫、豊澤富助、桐竹勘十郎、吉田玉男、
人形浄瑠璃の実力者が揃った「心中天網島」
、各演目の前には元
NHK アナウンサー・葛西聖司氏による解説と盛り沢山な内容で
お届けします。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。
竹澤團七

プログラム
１．素浄瑠璃

しんじゅうかさねいづつ

「心中重井筒

みち ゆき ち しお

ほか

３．人形浄瑠璃文楽「心中天網島

きたのしん ち かわしょう

北新地河庄の段」

プレイガイド／❶、❷（Ｌコード：65475）、❸（Ｐコード：449-280）、❾

（出演）竹本千歳大夫、豊澤富助、桐竹勘十郎、
吉田玉男

ほか

発売日

◆演目解説：葛西聖司

※演目（素浄瑠璃、文楽）の前に解説がありますので、文楽が
初めての方でも楽しんでいただけるものとなっています。

文楽写真展
10：00～16：00

［友の会］４月 9日（土）10:00より電話受付開始
［一 般］４月20日（水）10:00より電話受付開始

団体予約［締切：３月26日㈯］／ 宿泊プラン［締切：６月５日㈰］
※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

～人間・人形 映写展～ 人形に魂が宿るとき

７月２日（土）～24日（日）※会期中休館日／７月４日㈪
特
別
企
画

葛西聖司

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

２．文楽の三業（太夫、三味線、人形）の解説
しんじゅうてんのあみじま

吉田玉男

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

おぼろぞめ

道行血潮の朧染」

（出演）竹本三輪大夫、竹澤團七

桐竹勘十郎

会場／文化情報ギャラリー

■入場無料

「人間浄瑠璃」をテーマに、
“いま”この時代に文楽に人生を懸ける人
間達の姿を撮り続けているフォトグラファー 渡邉 肇。
長門初の開催となる同展は、近松門左衛門の人形浄瑠璃代表作の中
から、名場面の数々をフィーチャーした舞台写真の展示と、渡邉 肇
が 映像監督 堀部公嗣とタッグを組み、最新のCG技術を駆使して制
作した映像作品「曾根崎心中・人形篇/人間篇」を一挙公開！！
客席からは観る事の出来ないここだけの文楽の世界を、どうぞお楽
しみ下さい。

「曾根崎心中・人形篇／人間篇」
人形篇では、お初、徳兵衛の表情の細部にフォーカス。まるで魂を宿したか
のような、揺れ動く二人の心情を生き生きと描きます。人間篇では、文楽人
間国宝吉田簑助によるお初と、桐竹勘十郎による徳兵衛の道行きを、“人形
を遣わず、人形遣いの動きだけで再現した”「エアー人形」の特撮映像作品
を特別公開。通常は決して人前にさらされる事のない、人形の緻密な動きの
秘密が、まるで手品の種明かしのように鮮やかに解明されます。

渡邉 肇／フォトグラファー

1964年生まれ。 兵庫県神戸市出身。７年前より、日本の伝統芸能 文楽の個人
作品を撮り始め、数多くの映像・写真展を開催。昨年は、芸歴75年を迎えた吉
田簑助の偉業を讃え、写真集「簑助伝」を刊行し、国内外で好評を博している。

ながと和太鼓フェスティバル
入場料［全席自由、税込］
７月17日（日）12：30開場 13：00開演［15：30終演予定］

第12回

太鼓の技はもちろんのこと、演出・構成にも工夫を凝らし、益々パ
ワーアップしているフェスティバル。今年は会場のお客様も巻き込
んで盛り上げます！
出演／長門和太鼓オーケストラ「翔門」、三隅清風太鼓、
みすゞ音頭を育てる会「青波」、和太鼓 鼓波会
主催：長門市和太鼓連盟

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

発売日

５月17日（火）10:00より
昨年度の様子

デビュー50周年記念

森山良子コンサートツアー2016～2017 ～Touch Me!～
７月22日（金）14：00開場

アコースティックバージョン

14：30開演［16：00終演予定］

デビュー50周年を迎えた森山良子が歌う、心に響く名曲の
数々をご堪能下さい。
昨年のツアーでは各地で完売が続出しました。記念すべきスペ
シャルツアーをお見逃しなく！
【予定曲】「涙そうそう」「さとうきび畑」
「この広い野原いっぱい」 ほか

発売日
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［友の会］４月16日（土）10:00より電話受付開始
［一 般］４月26日（火）10:00より電話受付開始

入場料［全席指定、税込］
5,500円
友の会会員［会員割引］※割引適用4枚まで

5,200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：65862）、
❸（Ｐコード：290-558）、❾

団体予約［締切：４月２日㈯］
※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

〈臨時休館日〉４月18日㈪、６月６日㈪、６月７日㈫、７月４日㈪、８月15日㈪、10月17日㈪、12月５日㈪、１月16日㈪、３月13日㈪

９
月

精華女子高等学校吹奏楽部コンサート
９月18日（日） 16：30開場 17：00開演［19：00終演予定］ 入場料［全席指定、税込］※３歳児未満入場不可
Ｓ席 一般 2,000円 高校生以下 1,500円、Ａ席 一律 1,000円
９月19日（月・祝）13：30開場 14：00開演［16：00終演予定］ 友の会会員［会員割引］※割引適用4枚まで
会場／アリーナ

Ｓ席 一般 1,700円 高校生以下 1,200円、Ａ席 一律 1,000円 ※割引適用なし

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を
今年も開催します。

11
月

雪まろげ
11月19日（土）・20日（日）※時間未定
：小野田

脚本・演出：田村
キ ャ ス ト：
高畑

淳子

青木さやか

12
月

孝裕

山崎

［友の会］６月 4日（土）10:00より電話受付開始
［一 般］６月18日（土）10:00より電話受付開始

プレイガイド／❶、❷（Ｌコード：65476）、
❸（Ｐコード：449-281）、❾
団体予約［締切：８月６日㈯］
※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

勇

榊原

発売日

入場料未定

国民栄誉賞・森光子がこよなく愛した傑作喜劇。魂を受け継い
だ豪華キャストが、涙と笑いをたっぷり届けます。

作

※先行発売期間中4枚まで購入可

郁恵

静代

湖月わたる

的場

第10回＜大津あきら杯＞

浩司

柴田

理恵

発売日
［友の会］８月20日（土）10:00より電話受付開始
［一 般］８月30日（火）10:00より電話受付開始

北浦選抜歌謡コンクール

12月４日（日）第1部10:00／第2部13:00［16:30終演予定］

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。
第10回で最終回を迎える今大会は、地域の皆様に感謝の気持ち
を込めて、北浦地域からの選抜コンクールを開催します。

ＴＡＯ 2016

入場料未定
プレイガイド／❶、❷（Ｌコード：65477）、
❸（Ｐコード：288-307）、❾ほか

発売日

９月14日（水）10:00より
共催：NPO 法人北浦音楽芸能文化協会

昨年度の様子

WA

DRUM TAO 舞響 ～Bukyo～ 踊る○太鼓 総出演
入場料未定
12月10日（土）・11日（日） 3回 ※時間未定
プレイガイド／❶、❷（Ｌコード：65478）、

世 界 が 熱 狂 し た 日 本 最 強 の エ ン タ ー テ イ メ ン ト 集 団 DRUM
TAO。
14回連続公演となる今年は、ニューヨーク・オフブロードウェ
イ公演での鮮烈なデビューからの凱旋！イメージ一新した「ハ
チャメチャに楽しい！」舞台に乞うご期待！

米村でんじろうサイエンスショー
12月24日（土）1日2回 ※時間未定
米村でんじろう先生が繰り広げるクリスマスのサイエンスショ
ーに、どうぞご期待下さい。

発売日

２
月

［友の会］９月17日（土）10:00より電話受付開始
［一 般］９月28日（水）10:00より電話受付開始

万作・萬斎 狂言公演
29年２月５日
（日）予定

©DRUM TAO

入場料未定
プレイガイド／❶、❷（Ｌコード：65479）、
❸（Ｐコード：631-688）、❾
団体予約［締切：12月14日㈬］
※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。
米村でんじろう

第17回

13：30開場 14：00開演［16：00終演予定］

毎年恒例の「万作の会」による狂言公演。伝統が裏付ける洗練
された笑いの芸能をご堪能下さい。

公演同日

「狂言教室」
開催
10：30開場 11：00開演
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❸（Ｐコード：288-308）、❾

参加料／一般 500円、
小中高生 無料
先 着／500名
発売日／未定

入場料［全席指定、税込］
1階席 5,700円、2階席 5,200円
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：65480）、
❸（Ｐコード：449-282）、❾

＜年末年始休館日＞12月29日㈭～29年１月２日㈪

野村万作

※１月３日㈫は、成人式の為午前劇場のみ臨時開館

野村萬斎

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。

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
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／公演によって多少異なりますが、友の会先行発売日
の概ね2週間前程度まで
◎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

開演時間

公演名・展示名

15:00

秋吉台の響き2016

10:00

第５回秋吉台音楽コンクール部門
コントラバス部門第１次予選

10:00

第５回秋吉台音楽コンクール部門
コントラバス部門第２次予選

10:00

第５回秋吉台音楽コンクール部門
コントラバス部門本選

４/23（土）（開場14:30） コンサート
４/27（水）

（予定）

４/28（木）

（予定）

４/29（金・祝）

（予定）

10:00

第５回秋吉台音楽コンクール部門
ホルン部門第１次予選

10:00

第５回秋吉台音楽コンクール部門
ホルン部門第２次予選

10:00

第５回秋吉台音楽コンクール部門
ホルン部門本選

５/１（日）

（予定）

５/２（月）

（予定）

５/３（火・祝）

（予定）

FAX 0837-63-0021
料

金

一般
2,500円
大学生以下1,000円

フレンズネット会員割引あり
当日500円増

入場無料

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

—

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

※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ください。

長門

新山口

