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■電話予約 [受付時間9:00～22：00] ■チケット取扱所
●ルネッサながと　TEL 0837-26-6001

■ローソンチケット
●電話予約 TEL 0570-084-006（一部携帯電話・PHSからはご利用できません）
●全国ローソン店内 Loppi

■電子チケットぴあ
●電話予約 TEL 0570-02-9999（一部携帯電話・PHSからはご利用できません）
●＠電子チケットぴあ、チケットぴあ店舗、セブンイレブンで販売

●お支払い方法
　事務所窓口、銀行振込、郵便振替、現金書留、
　宅急便コレクト (コンビニ・郵便局払い)

※前売販売初日は10：00からの受付となります。 ※イベントにより取扱所が異なります。

※ご覧になりたい公演名、公演日時、席種、枚数をお伝え下さい。

※ご購入の際に、「Lコード」が必要になりますので、販売情報をご確認下さい。

※ご購入の際に、「Pコード」が必要になりますので、販売情報をご確認下さい。

※振込手数料はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承下さい。
※宅急便コレクトはご予約後、お支払い金額を記載した振込用紙をご自宅にお届けします。

①ルネッサながと
②ローソンチケット
③電子チケットぴあ
④三隅公民館
⑤日置農村環境改善センター
⑥ラポールゆや（月曜休館）
⑦ウェーブ
⑧アトラス萩店（カードセンター）
⑨NTAトラベル　　　萩本店
　　　　　　　　　小郡支店
　　　　　　　　　周南支店
　　　　　ユニオントラベル県庁内支店

☎0837-26-6001
☎0570-084-006
☎0570-02-9999
☎0837-43-0811
☎0837-37-2340
☎0837-33-0051
☎0837-22-1155
☎0838-26-0909
☎0838-21-0020
☎083-974-0055
☎0834-61-0551
☎083-932-0792

■首都圏→宇部空港→(バス15分)→宇部新川駅→(宇部線約11分)→宇部駅
　→(山陽本線約12分)→厚狭駅→(美祢線67分)→長門市駅
■首都圏→岩国錦帯橋空港→（バス15分）→岩国駅→（錦川鉄道15分）→清流岩国駅
　→（徒歩1分）→新岩国駅→（新幹線15分）→厚狭駅→（美祢線67分）→長門市駅
■新幹線各駅(ひかり・のぞみ号)→新山口駅→(山陽本線33分)→厚狭駅
　→(美祢線67分)→長門市駅
■新幹線各駅(こだま号)→厚狭駅→(美祢線67分)→長門市駅
■九州方面在来線各駅→下関駅→(山陰本線120分)→長門市駅
■鳥取・島根方面山陰本線各駅→(山陰本線)→長門市駅
※長門市駅から車で約5分、徒歩で約15分

■新山口駅から約60分

■中国道美祢ICから約35分

■中国道美祢東ICから絵堂IC経由約30分

公共交通機関でお越しの場合

お車でお越しの場合

チケットのご購入方法

交通アクセス

劇場案内

タクシー送迎プラン

※山口地区以外の貸切利用の方はお問い合せ下さい。
※ご利用は全て貸切となります。他の利用者との混乗はできません。

タクシー1台（４名まで）

ジャンボタクシー１台(９名まで)■劇　　場　プロセニアム／間口：約18m、高さ：7.2m
　　　　　　舞台／幅：49m、奥行：18m、すのこの高さ：20m
■舞台機構　大迫り、小迫り、舟底迫り、昇降式本花道、すっぽん、
　　　　　　可動プロセニアム、
　　　　　　廻り舞台（8間・直径14.5m)、文楽廻しなど
■客　　席　１ 階 席：576席（花道使用時：522席／文楽廻し使用時：564席)
　　　　　　桟 敷 席：42席（6名×7室）
　　　　　　親 子 席：5名程度
　　　　　　車椅子席：5席程度
　　　　　　２ 階 席：184席

山口県立劇場 ルネッサながと 文化情報誌　2016年／秋冬号山口県立劇場 ルネッサながと 文化情報誌　2016年／秋冬号

山口宇部空港 片道貸切

片道貸切

貸切往復(6時間以内)

お申込み・問い合わせ
TEL：0838-21-0020（NTAトラベル）
〔平日／９:00～18:00　土曜／10:00～18:00　日曜・祝日／定休日〕

ルネッサ観劇送迎プラン

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の
　宿泊施設からお選びいただけます。
■お申込みは直接宿泊施設にてお願いいたします。
■詳細はルネッサながとへお問い合わせいただくか、
　ホームページをご覧下さい。

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

団体鑑賞のご案内

「秋吉台国際芸術村」公演情報

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。

〒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

お得その１ ● １階席・Ｓ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：万作・萬斎 狂言公演

5 〈年末年始休館日〉12月29日（木）～29年1月2日（月）　※1月3日（火）は、成人式のため午前劇場のみ臨時開館

12月18日（日）

12月11日（日）

 ２月５日（日）

10月22日（土）～
　10月28日（金）

10月22日（土）～
　11月13日（日）

11月12日（土） 開場 13:30
開演 14:00

開場 13:30
開演 14:00

(予定)

開場 14:30
開演 15:00

13:00～
16：00

13:00～
16：00

10:00～
17：00

１月17日（火）～
　　２月16日（木）

２月26日（日）～
　　３月６日（月）

10:00～
17：00

10:00～
17：00

３月19日（日）～
 ３月20日（月・祝）

10:00～
17：00

開催日・期間 時　間 公演名・展示名・ワークショップ名 参加料・入場料 そ　　の　　他チケット発売日

迫昭嘉の第九
　～2台ピアノで奏でる
　　　　ベートーヴェン～

落語のいろは

秋吉台音楽コンクール
ガラ・コンサート

サウンドスケープ～「描く」と
「聴く」のワークショップ

ジョージア・テイラー・ベリー＆
キム・ジョンソン展覧会
「Through Cities:
　　　Australia to Japan」

ポストカード島第３弾

ポスコン?! 2017

trans_2016-2017 展覧会

アート・フェスティバル2017

一般　1,000円
学生　　500円
 ＦＮ割引有り

一般　3,000円
学生　1,500円
 ＦＮ割引有り

無料

未定

－

無料 －

無料 －

無料 －

無料 －

無料 －

発売中

発売中

未定

プログラム
チャイコフスキー(エコノム編)組曲
「くるみ割り人形」（2台ピアノのための）
ベートーヴェン（リスト編）2台のピアノによる
交響曲第９番二短調

会場：下関市生涯学習プラザ大ホール

作品募集：12月１日(木)～１月12日(木)

秋吉台の音を滞在アーティストの
シンディ・ユン・シャ・チンと描きます。

いろいろな画材を見て、さわって、
オリジナルのポストカードを描きます。

国内外の若手アーティストの
滞在制作による作品展。

※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。

山口地区からの送迎プランをご用意しております
2016年６月より内容が変更になっています

タクシー１台
(４名様まで)

ジャンボ
タクシー１台
(９名様まで)

往復

往復 36,000円(税込)

28,000円(税込)

注意事項
●集客状況によって、乗降場所が変更になる場合がございます。
●上記料金は１台の往復料金になります。（乗車人数により、１名様
　料金が決定します。）
●他の利用者様と相乗りになる場合がございます。
●お支払いは当日乗務員にお願いいたします。
●当日の日程表は、ご出発の10日前ぐらいに発送いたします。
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米村でんじろう おもしろサイエンスショー米村でんじろう おもしろサイエンスショー米村でんじろう おもしろサイエンスショー

第10回〈大津あきら杯〉北浦選抜コンクール

君は どこにいるの君は どこにいるの
一路真輝一路真輝 竹下景子竹下景子 西郷輝彦西郷輝彦

第17回
万作・萬斎狂言公演
第17回
万作・萬斎狂言公演

DRUM TAOC

ＴＡＯ ２０１６
ＤＲＵＭ ＴＡＯ 舞響 ～Ｂｕｋｙｏ～
踊る　(WA)太鼓　総出演

13,000円
18,000円

タクシー1台（４名まで）

ジャンボタクシー１台(９名まで)

新山口駅

ル
ネ
ッ
サ
な
が
と

11,000円
15,000円

タクシー1台

ジャンボタクシー１台

山口地区(自宅より)

25,000円
33,000円

〜〜

〜〜

〜〜

お申込み・問い合わせ
TEL：0837-22-3033（JTBトラベルサロンジョイ）〔営業時間／10:00～19:30〕

伊上駅

長門湯本駅

長門三隅駅191

191

316491

長門市駅

山口銀行 長門郵便局

警察署消防署

近松みすゞ 道路

至青
海島

長門病院

丸和
大津緑洋高
水産キャンパス

長門市役所
JA

至
湯
本
温
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至
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海
島

至萩

長門市駅
仙崎駅

※無料駐車場350台
ルネッサながと



友の会会員（会員割引）１階席6,400円、２階席5,900円
　　　　　　　　　　　　　（割引適用各４枚まで)

雪まろげ
11月19日（土）
13:00開場　13:30開演［16:30終演予定］

11月20日（日）
13:00開場　13:30開演［16:30終演予定］ 29年 3月2日（木）

12：00開場　12：30開演（16：15終演予定）
29年 3月3日（金）
12：00開場　12：30開演（16：15終演予定）

■入場料／(全席指定、税込）1階席6,800円、2階席6,300円

■発売日／チケット発売中　※残席わずか

■プレイガイド／①
出演：高畑　淳子　　榊原　郁恵
　　　柴田　理恵　　青木さやか　　山崎　静代〈南海キャンディーズ〉
　　　湖月わたる　　的場　浩司　ほか

 作 ：小野田　勇　　監　修：小野田　正　　脚本・演出：田村　孝裕

製作：東宝

芸者・夢子の小さなウソから始まる温泉街の大騒動を、

豪華個性派キャストの競演で描きます。

国民栄誉賞・森光子がこよなく愛した傑作喜劇にご期待下さい。

29年 1月29日（日） ①山陽小野田市民館　12:30開場　13:00開演（14:30終演予定）
②山口市民会館　　　17:00開場　17:30開演（19:00終演予定）

29年 5月11日（木） ①12：30開場予定　13：00開演予定［15：00終演予定］
②16：00開場予定　16：30開演予定［18：30終演予定］

平成28年度劇場・音楽堂等活性化事業
ながと近松文化講座　第11回 和太鼓ワークショップ

12月18日（日）
13:00～15：00　※受付12：30～
今回で11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。

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■11月25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■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

西郷輝彦 いまむらいづみ竹下景子一路真輝

『渡る世間は鬼ばかり』のプロデューサー

石井ふく子先生来館決定！
記念講演開催 !!

友の会会員（会員割引）１階席6,400円、２階席5,900円（割引適用各４枚まで）※先行発売期間中各４枚まで購入可

12月24日（土） ①12：30開場　13：00開演
②15：00開場　15：30開演

米村でんじろう
友の会会員（会員割引）2,200円（割引適用各４枚まで)

米村でんじろう おもしろサイエンスショー
■入場料／(全席指定、税込）一律2,500円

　　　　　※3歳未満膝上鑑賞無料、席が必要な場合は有料。

■発売日／チケット発売中

■プレイガイド／①、②（Lコード：65479)、

　③（Pコード：631-688)、⑨

「あっ!」と驚く実験の数々!!科学の不思議や楽しさを再発見!! 

でんじろう先生の繰り広げるおもしろ実験を通じて、幼児から

ご年配の方まで世代を超えてどなたでもお楽しみいただけます。

ぜひお越し下さい。

第10回＜大津あきら杯＞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］

■入場料／(全席自由、税込）1,500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］

■発売日／チケット発売中

■プレイガイド／①、②（Lコード：65477)、③（Pコード：288-307)、

　④～⑨、ロック（フジ長門店)、萩楽器店、サンリブ萩店

「音 信 川」
永井裕子

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。

共　催：NPO法人北浦音楽芸能文化協会
ゲ　ス　ト：キングレコード　川島とし子

ゲ　ス　ト：キングレコード　藤咲　まこ

特別ゲスト：キングレコード　永井　裕子
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

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　北浦各地の選抜者によるコンクール

　　　　ゲスト歌手による歌謡ショー

おやじバンド祭り　Vol.13
29年 2月12日（日）
13：00開場　13：30開演［16：40終演予定］ ■入場料／(全席自由、税込）1,000円　※未就学児無料

■プレイガイド／①
今回で13回目となる北浦冬の風物詩「おやじバンド祭り｣。

おやじたちの熱いステージにご期待下さい。

主催：おやじバンド祭り実行委員会

共催：公益財団法人長門市文化振興財団

君は　どこにいるの

■入場料／(全席指定、税込）１階席6,800円、２階席6,300円

■発売日／［友の会］11月23日（水・祝）10:00より電話受付開始

　　　　 ［一　般］12月 6日（火）10:00より電話受付開始

■プレイガイド／①、②（Lコード：63087)、③（Pコード：453-434)、⑨

　団体予約（締切：11月10日（木))

平凡でも毎日を送ってゆけることの素晴らしさを描いた石井ふく子演出の名作舞台劇です。

また、お芝居の前には石井ふく子先生による記念講演の開催が決定しました！長門市だけの

特別プログラムです。この機会をお見逃しなく。

29年 3月5日（日）　 10：00～16：00

サンクスまつり
■会　場／ルネッサながと

■入場料／無料
昨年大変ご好評いただきました県内の芸術家によるフリーマーケット

｢Art Market Renaissa」を今年も開催します。その他、施設開放など

盛り沢山の内容で皆さまのご来場をお待ちしています。

29年 3月5日（日）
13：30開場　14：00開演（予定）※80分程度

親子のためのクラシックコンサート「音楽のおくりもの」
■入場料／(全席指定・税込）高校生以上1,500円、３歳～中学生500円

　　　　　※3歳未満膝上鑑賞無料、席が必要な場合は有料。

■発売日／12月３日（土）10:00～

■プレイガイド／①、②（Lコード：63881)、

　③（Pコード：311-902)、⑨

　開演前にロビーでのウェルカムコンサートあり

赤ちゃんからご家族みんなで楽しめる

クラシックコンサートを開催します。

是非お越し下さい。

29年 3月12日（日）　 12：30開場　13：00開演［16：00終演予定］

第3回　やまぐち伝統芸能まつり

■入場料／(全席自由）無料山口県指定の無形民俗文化財の歌舞伎、人形芝居、

神楽などを紹介します。

山口県が誇る伝統芸能の数々をご堪能下さい。

出演団体
山代白羽神楽保存会（岩国市)、周南市安田の糸あやつり人形芝居保存会（周南市)、

滝坂神楽舞保存会（長門市）ほか

29年 4月9日（日）　 13：30開場　14：00開演［16：00終演予定］

第8回　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）無料

平成28年度の県大会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。

2 「山口県の伝統芸能展・雛人形展」29年3月11日（土）～3月26日（日）〈3月13日（月）休館〉　10:00～16:00　入場無料 3 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 〈臨時休館日〉10月17日（月）、12月5日（月）、29年1月16日（月）、29年3月13日（月）

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

12月10日（土）
13：30開場　14：00開演［15：40終演予定］

12月11日（日）
①11：30開場　12：00開演［13：40終演予定］
②15：30開場　16：00開演［17：40終演予定］

友の会会員（会員割引）

１階席4,700円、２階席4,200円（割引適用各４枚まで)

ＴＡＯ ２０１６
ＤＲＵＭ ＴＡＯ 舞響 ～Ｂｕｋｙｏ～ 踊る○(WA)和太鼓　総出演

■入場料／(全席指定、税込）１階席5,200円、２階席4,700円

■発売日／チケット発売中　※残席わずか

■プレイガイド／①

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！

DRUM TAOC

「入間川」 「鎌腹」 「六地蔵」

29年 2月5日（日）
13:30開場　14:00開演［16:10終演予定］

友の会会員（会員割引）

１階席5,400円、２階席4,900円（割引適用４枚まで）※先行発売期間中４枚まで購入可

第17回　万作・萬斎 狂言公演
■入場料／(全席指定、税込）1階席5,700円、2階席5,200円

■発売日／［友の会］11月 5日（土）10:00より電話受付開始

　　　　 ［一　般］11月15日（火）10:00より電話受付開始

■プレイガイド／①、②（Lコード：65480)、③（Pコード：449-282)、⑨

　宿泊プラン（締切：1月15日（日))　※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。
セリフのやりとりが面白い「入間川」、虚栄心と生への執着心が交差する

「鎌腹」、演者が所狭しと舞台を駆け回る賑やかな「六地蔵」の三曲です。

狂言の多彩な魅力をご堪能下さい。

平成28年度劇場・音楽堂等活性化事業
ながと近松文化講座　文楽講座「文楽への扉」

■募集人数／①山陽小野田市民館500名

　　　　　　②山口市民会館400名
　　　　　　※各回とも受付先着順。定員に達し次第締切

■参加料／［全席自由］無料（対象：中学生以上）※要事前申込

■申込先／当館もしくは参加希望の会場へお申込み下さい。

　　　　　①不二輸送機ホール（電話:0836-71-1000)

　　　　　②山口市民会館　　（電話:083-923-1000)

プログラム
１．文楽の三業（太夫・三味線・人形）の解説

２．文楽「伊達娘恋緋鹿子」より“火の見櫓の段”

３．｢夏祭浪花鑑」のお話　　葛西聖司
　　　※平成29年7月9日開催予定のルネッサながと文楽公演は、
　　　　文楽「夏祭浪花鑑」です。

◆出演：(太　夫）豊竹芳穂太夫
　　　　(三味線）豊澤龍爾、鶴澤清公
　　　　(人　形）吉田勘市、桐竹紋臣、桐竹紋吉、吉田簑之
　　　　(お　話）葛西聖司

昨年度の様子

昨年の様子

昨年度の様子

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等を招いて文楽を分かりやすく解説する講座です。

世界が認める伝統芸能の奥深い世界に触れてみませんか。

だてむすめこいのひ がのこ

なつまつりなにわかがみ

29年 2月5日（日）
 10:30開場　11:00開演［12:15終演予定］

平成28年度劇場・音楽堂等活性化事業
ながと近松文化講座　狂言教室

■参加料／(全席自由、税込）一般　500円、高校生以下　無料
　　　　　(先着：500名、対象：小学生以上）
　※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

■発売日／11月 5日（土）10:00より
■プレイガイド／①

ワークショップ舞台体験者募集

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■11月5日(土)～1月15日(日)

ワークショップの中で、狂言師の指導のもと実際に舞台上でセリフや動きを
体験できます！
狂言独特の世界を通して、表現する楽しさを体感してみましょう。

「しびり」

狂言の基礎的なお話や特徴的な演技の型を学んで、

舞台で演じられる狂言を鑑賞していただきます。

600年以上も前から続く古典芸能《狂言》の魅力に、

是非この機会に楽しみながら触れて下さい。

第１部　ワークショップ

　　　　講師：深田博治　　月崎晴夫

第２部　狂言「しびり」

　　　　出演：中村修一　　岡　聡史

解説　石田幸雄
いるま がわ

かま　　ばら

ろく じぞう

狂言「入間川」
   　　野村萬斎　　深田博治　　内藤　連

狂言「六地蔵」
　　　石田幸雄　　高野和憲　　月崎晴夫　　岡　聡史　　中村修一

狂言「鎌　腹」
　　　野村万作　　岡　聡史　　飯田　豪

友の会会員（会員割引）6,200円（割引適用各４枚まで）※先行発売期間中各４枚まで購入可

三山ひろしコンサート

■入場料／(全席指定、税込）6,500円

■発売日／［友の会］１月14日（土）10:00より電話受付開始

　　　　 ［一　般］１月28日（土）10:00より電話受付開始

■プレイガイド／①、②（Lコード：63882)、③（Pコード：311-904)、⑨

　団体予約（締切：12月28日（水))

人に安心感と活力を与える「ビタミン・ボイス」で知られる三山ひろしのコンサートを開催します。

是非この機会にご来場下さい。



友の会会員（会員割引）１階席6,400円、２階席5,900円
　　　　　　　　　　　　　（割引適用各４枚まで)

雪まろげ
11月19日（土）
13:00開場　13:30開演［16:30終演予定］

11月20日（日）
13:00開場　13:30開演［16:30終演予定］ 29年 3月2日（木）

12：00開場　12：30開演（16：15終演予定）
29年 3月3日（金）
12：00開場　12：30開演（16：15終演予定）

■入場料／(全席指定、税込）1階席6,800円、2階席6,300円

■発売日／チケット発売中　※残席わずか

■プレイガイド／①
出演：高畑　淳子　　榊原　郁恵
　　　柴田　理恵　　青木さやか　　山崎　静代〈南海キャンディーズ〉
　　　湖月わたる　　的場　浩司　ほか

 作 ：小野田　勇　　監　修：小野田　正　　脚本・演出：田村　孝裕

製作：東宝

芸者・夢子の小さなウソから始まる温泉街の大騒動を、

豪華個性派キャストの競演で描きます。

国民栄誉賞・森光子がこよなく愛した傑作喜劇にご期待下さい。

29年 1月29日（日） ①山陽小野田市民館　12:30開場　13:00開演（14:30終演予定）
②山口市民会館　　　17:00開場　17:30開演（19:00終演予定）

29年 5月11日（木） ①12：30開場予定　13：00開演予定［15：00終演予定］
②16：00開場予定　16：30開演予定［18：30終演予定］

平成28年度劇場・音楽堂等活性化事業
ながと近松文化講座　第11回 和太鼓ワークショップ

12月18日（日）
13:00～15：00　※受付12：30～
今回で11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。

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■11月25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■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

西郷輝彦 いまむらいづみ竹下景子一路真輝

『渡る世間は鬼ばかり』のプロデューサー

石井ふく子先生来館決定！
記念講演開催 !!

友の会会員（会員割引）１階席6,400円、２階席5,900円（割引適用各４枚まで）※先行発売期間中各４枚まで購入可

12月24日（土） ①12：30開場　13：00開演
②15：00開場　15：30開演

米村でんじろう
友の会会員（会員割引）2,200円（割引適用各４枚まで)

米村でんじろう おもしろサイエンスショー
■入場料／(全席指定、税込）一律2,500円

　　　　　※3歳未満膝上鑑賞無料、席が必要な場合は有料。

■発売日／チケット発売中

■プレイガイド／①、②（Lコード：65479)、

　③（Pコード：631-688)、⑨

「あっ!」と驚く実験の数々!!科学の不思議や楽しさを再発見!! 

でんじろう先生の繰り広げるおもしろ実験を通じて、幼児から

ご年配の方まで世代を超えてどなたでもお楽しみいただけます。

ぜひお越し下さい。

第10回＜大津あきら杯＞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］

■入場料／(全席自由、税込）1,500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］

■発売日／チケット発売中

■プレイガイド／①、②（Lコード：65477)、③（Pコード：288-307)、

　④～⑨、ロック（フジ長門店)、萩楽器店、サンリブ萩店

「音 信 川」
永井裕子

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。

共　催：NPO法人北浦音楽芸能文化協会
ゲ　ス　ト：キングレコード　川島とし子

ゲ　ス　ト：キングレコード　藤咲　まこ

特別ゲスト：キングレコード　永井　裕子
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

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　北浦各地の選抜者によるコンクール

　　　　ゲスト歌手による歌謡ショー

おやじバンド祭り　Vol.13
29年 2月12日（日）
13：00開場　13：30開演［16：40終演予定］ ■入場料／(全席自由、税込）1,000円　※未就学児無料

■プレイガイド／①
今回で13回目となる北浦冬の風物詩「おやじバンド祭り｣。

おやじたちの熱いステージにご期待下さい。

主催：おやじバンド祭り実行委員会

共催：公益財団法人長門市文化振興財団

君は　どこにいるの

■入場料／(全席指定、税込）１階席6,800円、２階席6,300円

■発売日／［友の会］11月23日（水・祝）10:00より電話受付開始

　　　　 ［一　般］12月 6日（火）10:00より電話受付開始

■プレイガイド／①、②（Lコード：63087)、③（Pコード：453-434)、⑨

　団体予約（締切：11月10日（木))

平凡でも毎日を送ってゆけることの素晴らしさを描いた石井ふく子演出の名作舞台劇です。

また、お芝居の前には石井ふく子先生による記念講演の開催が決定しました！長門市だけの

特別プログラムです。この機会をお見逃しなく。

29年 3月5日（日）　 10：00～16：00

サンクスまつり
■会　場／ルネッサながと

■入場料／無料
昨年大変ご好評いただきました県内の芸術家によるフリーマーケット

｢Art Market Renaissa」を今年も開催します。その他、施設開放など

盛り沢山の内容で皆さまのご来場をお待ちしています。

29年 3月5日（日）
13：30開場　14：00開演（予定）※80分程度

親子のためのクラシックコンサート「音楽のおくりもの」
■入場料／(全席指定・税込）高校生以上1,500円、３歳～中学生500円

　　　　　※3歳未満膝上鑑賞無料、席が必要な場合は有料。

■発売日／12月３日（土）10:00～

■プレイガイド／①、②（Lコード：63881)、

　③（Pコード：311-902)、⑨

　開演前にロビーでのウェルカムコンサートあり

赤ちゃんからご家族みんなで楽しめる

クラシックコンサートを開催します。

是非お越し下さい。

29年 3月12日（日）　 12：30開場　13：00開演［16：00終演予定］

第3回　やまぐち伝統芸能まつり

■入場料／(全席自由）無料山口県指定の無形民俗文化財の歌舞伎、人形芝居、

神楽などを紹介します。

山口県が誇る伝統芸能の数々をご堪能下さい。

出演団体
山代白羽神楽保存会（岩国市)、周南市安田の糸あやつり人形芝居保存会（周南市)、

滝坂神楽舞保存会（長門市）ほか

29年 4月9日（日）　 13：30開場　14：00開演［16：00終演予定］

第8回　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）無料

平成28年度の県大会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。

2 「山口県の伝統芸能展・雛人形展」29年3月11日（土）～3月26日（日）〈3月13日（月）休館〉　10:00～16:00　入場無料 3 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 〈臨時休館日〉10月17日（月）、12月5日（月）、29年1月16日（月）、29年3月13日（月）

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

12月10日（土）
13：30開場　14：00開演［15：40終演予定］

12月11日（日）
①11：30開場　12：00開演［13：40終演予定］
②15：30開場　16：00開演［17：40終演予定］

友の会会員（会員割引）

１階席4,700円、２階席4,200円（割引適用各４枚まで)

ＴＡＯ ２０１６
ＤＲＵＭ ＴＡＯ 舞響 ～Ｂｕｋｙｏ～ 踊る○(WA)和太鼓　総出演

■入場料／(全席指定、税込）１階席5,200円、２階席4,700円

■発売日／チケット発売中　※残席わずか

■プレイガイド／①

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！

DRUM TAOC

「入間川」 「鎌腹」 「六地蔵」

29年 2月5日（日）
13:30開場　14:00開演［16:10終演予定］

友の会会員（会員割引）

１階席5,400円、２階席4,900円（割引適用４枚まで）※先行発売期間中４枚まで購入可

第17回　万作・萬斎 狂言公演
■入場料／(全席指定、税込）1階席5,700円、2階席5,200円

■発売日／［友の会］11月 5日（土）10:00より電話受付開始

　　　　 ［一　般］11月15日（火）10:00より電話受付開始

■プレイガイド／①、②（Lコード：65480)、③（Pコード：449-282)、⑨

　宿泊プラン（締切：1月15日（日))　※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。
セリフのやりとりが面白い「入間川」、虚栄心と生への執着心が交差する

「鎌腹」、演者が所狭しと舞台を駆け回る賑やかな「六地蔵」の三曲です。

狂言の多彩な魅力をご堪能下さい。

平成28年度劇場・音楽堂等活性化事業
ながと近松文化講座　文楽講座「文楽への扉」

■募集人数／①山陽小野田市民館500名

　　　　　　②山口市民会館400名
　　　　　　※各回とも受付先着順。定員に達し次第締切

■参加料／［全席自由］無料（対象：中学生以上）※要事前申込

■申込先／当館もしくは参加希望の会場へお申込み下さい。

　　　　　①不二輸送機ホール（電話:0836-71-1000)

　　　　　②山口市民会館　　（電話:083-923-1000)

プログラム
１．文楽の三業（太夫・三味線・人形）の解説

２．文楽「伊達娘恋緋鹿子」より“火の見櫓の段”

３．｢夏祭浪花鑑」のお話　　葛西聖司
　　　※平成29年7月9日開催予定のルネッサながと文楽公演は、
　　　　文楽「夏祭浪花鑑」です。

◆出演：(太　夫）豊竹芳穂太夫
　　　　(三味線）豊澤龍爾、鶴澤清公
　　　　(人　形）吉田勘市、桐竹紋臣、桐竹紋吉、吉田簑之
　　　　(お　話）葛西聖司

昨年度の様子

昨年の様子

昨年度の様子

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等を招いて文楽を分かりやすく解説する講座です。

世界が認める伝統芸能の奥深い世界に触れてみませんか。

だてむすめこいのひ がのこ

なつまつりなにわかがみ

29年 2月5日（日）
 10:30開場　11:00開演［12:15終演予定］

平成28年度劇場・音楽堂等活性化事業
ながと近松文化講座　狂言教室

■参加料／(全席自由、税込）一般　500円、高校生以下　無料
　　　　　(先着：500名、対象：小学生以上）
　※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

■発売日／11月 5日（土）10:00より
■プレイガイド／①

ワークショップ舞台体験者募集

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■11月5日(土)～1月15日(日)

ワークショップの中で、狂言師の指導のもと実際に舞台上でセリフや動きを
体験できます！
狂言独特の世界を通して、表現する楽しさを体感してみましょう。

「しびり」

狂言の基礎的なお話や特徴的な演技の型を学んで、

舞台で演じられる狂言を鑑賞していただきます。

600年以上も前から続く古典芸能《狂言》の魅力に、

是非この機会に楽しみながら触れて下さい。

第１部　ワークショップ

　　　　講師：深田博治　　月崎晴夫

第２部　狂言「しびり」

　　　　出演：中村修一　　岡　聡史

解説　石田幸雄
いるま がわ

かま　　ばら

ろく じぞう

狂言「入間川」
   　　野村萬斎　　深田博治　　内藤　連

狂言「六地蔵」
　　　石田幸雄　　高野和憲　　月崎晴夫　　岡　聡史　　中村修一

狂言「鎌　腹」
　　　野村万作　　岡　聡史　　飯田　豪

友の会会員（会員割引）6,200円（割引適用各４枚まで）※先行発売期間中各４枚まで購入可

三山ひろしコンサート

■入場料／(全席指定、税込）6,500円

■発売日／［友の会］１月14日（土）10:00より電話受付開始

　　　　 ［一　般］１月28日（土）10:00より電話受付開始

■プレイガイド／①、②（Lコード：63882)、③（Pコード：311-904)、⑨

　団体予約（締切：12月28日（水))

人に安心感と活力を与える「ビタミン・ボイス」で知られる三山ひろしのコンサートを開催します。

是非この機会にご来場下さい。



友の会会員（会員割引）１階席6,400円、２階席5,900円
　　　　　　　　　　　　　（割引適用各４枚まで)

雪まろげ
11月19日（土）
13:00開場　13:30開演［16:30終演予定］

11月20日（日）
13:00開場　13:30開演［16:30終演予定］ 29年 3月2日（木）

12：00開場　12：30開演（16：15終演予定）
29年 3月3日（金）
12：00開場　12：30開演（16：15終演予定）

■入場料／(全席指定、税込）1階席6,800円、2階席6,300円

■発売日／チケット発売中　※残席わずか

■プレイガイド／①
出演：高畑　淳子　　榊原　郁恵
　　　柴田　理恵　　青木さやか　　山崎　静代〈南海キャンディーズ〉
　　　湖月わたる　　的場　浩司　ほか

 作 ：小野田　勇　　監　修：小野田　正　　脚本・演出：田村　孝裕

製作：東宝

芸者・夢子の小さなウソから始まる温泉街の大騒動を、

豪華個性派キャストの競演で描きます。

国民栄誉賞・森光子がこよなく愛した傑作喜劇にご期待下さい。

29年 1月29日（日） ①山陽小野田市民館　12:30開場　13:00開演（14:30終演予定）
②山口市民会館　　　17:00開場　17:30開演（19:00終演予定）

29年 5月11日（木） ①12：30開場予定　13：00開演予定［15：00終演予定］
②16：00開場予定　16：30開演予定［18：30終演予定］

平成28年度劇場・音楽堂等活性化事業
ながと近松文化講座　第11回 和太鼓ワークショップ

12月18日（日）
13:00～15：00　※受付12：30～
今回で11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。

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■11月25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■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

西郷輝彦 いまむらいづみ竹下景子一路真輝

『渡る世間は鬼ばかり』のプロデューサー

石井ふく子先生来館決定！
記念講演開催 !!

友の会会員（会員割引）１階席6,400円、２階席5,900円（割引適用各４枚まで）※先行発売期間中各４枚まで購入可

12月24日（土） ①12：30開場　13：00開演
②15：00開場　15：30開演

米村でんじろう
友の会会員（会員割引）2,200円（割引適用各４枚まで)

米村でんじろう おもしろサイエンスショー
■入場料／(全席指定、税込）一律2,500円

　　　　　※3歳未満膝上鑑賞無料、席が必要な場合は有料。

■発売日／チケット発売中

■プレイガイド／①、②（Lコード：65479)、

　③（Pコード：631-688)、⑨

「あっ!」と驚く実験の数々!!科学の不思議や楽しさを再発見!! 

でんじろう先生の繰り広げるおもしろ実験を通じて、幼児から

ご年配の方まで世代を超えてどなたでもお楽しみいただけます。

ぜひお越し下さい。

第10回＜大津あきら杯＞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］

■入場料／(全席自由、税込）1,500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］

■発売日／チケット発売中

■プレイガイド／①、②（Lコード：65477)、③（Pコード：288-307)、

　④～⑨、ロック（フジ長門店)、萩楽器店、サンリブ萩店

「音 信 川」
永井裕子

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。

共　催：NPO法人北浦音楽芸能文化協会
ゲ　ス　ト：キングレコード　川島とし子

ゲ　ス　ト：キングレコード　藤咲　まこ

特別ゲスト：キングレコード　永井　裕子
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

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　北浦各地の選抜者によるコンクール

　　　　ゲスト歌手による歌謡ショー

おやじバンド祭り　Vol.13
29年 2月12日（日）
13：00開場　13：30開演［16：40終演予定］ ■入場料／(全席自由、税込）1,000円　※未就学児無料

■プレイガイド／①
今回で13回目となる北浦冬の風物詩「おやじバンド祭り｣。

おやじたちの熱いステージにご期待下さい。

主催：おやじバンド祭り実行委員会

共催：公益財団法人長門市文化振興財団

君は　どこにいるの

■入場料／(全席指定、税込）１階席6,800円、２階席6,300円

■発売日／［友の会］11月23日（水・祝）10:00より電話受付開始

　　　　 ［一　般］12月 6日（火）10:00より電話受付開始

■プレイガイド／①、②（Lコード：63087)、③（Pコード：453-434)、⑨

　団体予約（締切：11月10日（木))

平凡でも毎日を送ってゆけることの素晴らしさを描いた石井ふく子演出の名作舞台劇です。

また、お芝居の前には石井ふく子先生による記念講演の開催が決定しました！長門市だけの

特別プログラムです。この機会をお見逃しなく。

29年 3月5日（日）　 10：00～16：00

サンクスまつり
■会　場／ルネッサながと

■入場料／無料
昨年大変ご好評いただきました県内の芸術家によるフリーマーケット

｢Art Market Renaissa」を今年も開催します。その他、施設開放など

盛り沢山の内容で皆さまのご来場をお待ちしています。

29年 3月5日（日）
13：30開場　14：00開演（予定）※80分程度

親子のためのクラシックコンサート「音楽のおくりもの」
■入場料／(全席指定・税込）高校生以上1,500円、３歳～中学生500円

　　　　　※3歳未満膝上鑑賞無料、席が必要な場合は有料。

■発売日／12月３日（土）10:00～

■プレイガイド／①、②（Lコード：63881)、

　③（Pコード：311-902)、⑨

　開演前にロビーでのウェルカムコンサートあり

赤ちゃんからご家族みんなで楽しめる

クラシックコンサートを開催します。

是非お越し下さい。

29年 3月12日（日）　 12：30開場　13：00開演［16：00終演予定］

第3回　やまぐち伝統芸能まつり

■入場料／(全席自由）無料山口県指定の無形民俗文化財の歌舞伎、人形芝居、

神楽などを紹介します。

山口県が誇る伝統芸能の数々をご堪能下さい。

出演団体
山代白羽神楽保存会（岩国市)、周南市安田の糸あやつり人形芝居保存会（周南市)、

滝坂神楽舞保存会（長門市）ほか

29年 4月9日（日）　 13：30開場　14：00開演［16：00終演予定］

第8回　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）無料

平成28年度の県大会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。

2 「山口県の伝統芸能展・雛人形展」29年3月11日（土）～3月26日（日）〈3月13日（月）休館〉　10:00～16:00　入場無料 3 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 〈臨時休館日〉10月17日（月）、12月5日（月）、29年1月16日（月）、29年3月13日（月）

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

12月10日（土）
13：30開場　14：00開演［15：40終演予定］

12月11日（日）
①11：30開場　12：00開演［13：40終演予定］
②15：30開場　16：00開演［17：40終演予定］

友の会会員（会員割引）

１階席4,700円、２階席4,200円（割引適用各４枚まで)

ＴＡＯ ２０１６
ＤＲＵＭ ＴＡＯ 舞響 ～Ｂｕｋｙｏ～ 踊る○(WA)和太鼓　総出演

■入場料／(全席指定、税込）１階席5,200円、２階席4,700円

■発売日／チケット発売中　※残席わずか

■プレイガイド／①

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！

DRUM TAOC

「入間川」 「鎌腹」 「六地蔵」

29年 2月5日（日）
13:30開場　14:00開演［16:10終演予定］

友の会会員（会員割引）

１階席5,400円、２階席4,900円（割引適用４枚まで）※先行発売期間中４枚まで購入可

第17回　万作・萬斎 狂言公演
■入場料／(全席指定、税込）1階席5,700円、2階席5,200円

■発売日／［友の会］11月 5日（土）10:00より電話受付開始

　　　　 ［一　般］11月15日（火）10:00より電話受付開始

■プレイガイド／①、②（Lコード：65480)、③（Pコード：449-282)、⑨

　宿泊プラン（締切：1月15日（日))　※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。
セリフのやりとりが面白い「入間川」、虚栄心と生への執着心が交差する

「鎌腹」、演者が所狭しと舞台を駆け回る賑やかな「六地蔵」の三曲です。

狂言の多彩な魅力をご堪能下さい。

平成28年度劇場・音楽堂等活性化事業
ながと近松文化講座　文楽講座「文楽への扉」

■募集人数／①山陽小野田市民館500名

　　　　　　②山口市民会館400名
　　　　　　※各回とも受付先着順。定員に達し次第締切

■参加料／［全席自由］無料（対象：中学生以上）※要事前申込

■申込先／当館もしくは参加希望の会場へお申込み下さい。

　　　　　①不二輸送機ホール（電話:0836-71-1000)

　　　　　②山口市民会館　　（電話:083-923-1000)

プログラム
１．文楽の三業（太夫・三味線・人形）の解説

２．文楽「伊達娘恋緋鹿子」より“火の見櫓の段”

３．｢夏祭浪花鑑」のお話　　葛西聖司
　　　※平成29年7月9日開催予定のルネッサながと文楽公演は、
　　　　文楽「夏祭浪花鑑」です。

◆出演：(太　夫）豊竹芳穂太夫
　　　　(三味線）豊澤龍爾、鶴澤清公
　　　　(人　形）吉田勘市、桐竹紋臣、桐竹紋吉、吉田簑之
　　　　(お　話）葛西聖司

昨年度の様子

昨年の様子

昨年度の様子

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等を招いて文楽を分かりやすく解説する講座です。

世界が認める伝統芸能の奥深い世界に触れてみませんか。

だてむすめこいのひ がのこ

なつまつりなにわかがみ

29年 2月5日（日）
 10:30開場　11:00開演［12:15終演予定］

平成28年度劇場・音楽堂等活性化事業
ながと近松文化講座　狂言教室

■参加料／(全席自由、税込）一般　500円、高校生以下　無料
　　　　　(先着：500名、対象：小学生以上）
　※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

■発売日／11月 5日（土）10:00より
■プレイガイド／①

ワークショップ舞台体験者募集

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■11月5日(土)～1月15日(日)

ワークショップの中で、狂言師の指導のもと実際に舞台上でセリフや動きを
体験できます！
狂言独特の世界を通して、表現する楽しさを体感してみましょう。

「しびり」

狂言の基礎的なお話や特徴的な演技の型を学んで、

舞台で演じられる狂言を鑑賞していただきます。

600年以上も前から続く古典芸能《狂言》の魅力に、

是非この機会に楽しみながら触れて下さい。

第１部　ワークショップ

　　　　講師：深田博治　　月崎晴夫

第２部　狂言「しびり」

　　　　出演：中村修一　　岡　聡史

解説　石田幸雄
いるま がわ

かま　　ばら

ろく じぞう

狂言「入間川」
   　　野村萬斎　　深田博治　　内藤　連

狂言「六地蔵」
　　　石田幸雄　　高野和憲　　月崎晴夫　　岡　聡史　　中村修一

狂言「鎌　腹」
　　　野村万作　　岡　聡史　　飯田　豪

友の会会員（会員割引）6,200円（割引適用各４枚まで）※先行発売期間中各４枚まで購入可

三山ひろしコンサート

■入場料／(全席指定、税込）6,500円

■発売日／［友の会］１月14日（土）10:00より電話受付開始

　　　　 ［一　般］１月28日（土）10:00より電話受付開始

■プレイガイド／①、②（Lコード：63882)、③（Pコード：311-904)、⑨

　団体予約（締切：12月28日（水))

人に安心感と活力を与える「ビタミン・ボイス」で知られる三山ひろしのコンサートを開催します。

是非この機会にご来場下さい。
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■電話予約 [受付時間9:00～22：00] ■チケット取扱所
●ルネッサながと　TEL 0837-26-6001

■ローソンチケット
●電話予約 TEL 0570-084-006（一部携帯電話・PHSからはご利用できません）
●全国ローソン店内 Loppi

■電子チケットぴあ
●電話予約 TEL 0570-02-9999（一部携帯電話・PHSからはご利用できません）
●＠電子チケットぴあ、チケットぴあ店舗、セブンイレブンで販売

●お支払い方法
　事務所窓口、銀行振込、郵便振替、現金書留、
　宅急便コレクト (コンビニ・郵便局払い)

※前売販売初日は10：00からの受付となります。 ※イベントにより取扱所が異なります。

※ご覧になりたい公演名、公演日時、席種、枚数をお伝え下さい。

※ご購入の際に、「Lコード」が必要になりますので、販売情報をご確認下さい。

※ご購入の際に、「Pコード」が必要になりますので、販売情報をご確認下さい。

※振込手数料はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承下さい。
※宅急便コレクトはご予約後、お支払い金額を記載した振込用紙をご自宅にお届けします。

①ルネッサながと
②ローソンチケット
③電子チケットぴあ
④三隅公民館
⑤日置農村環境改善センター
⑥ラポールゆや（月曜休館）
⑦ウェーブ
⑧アトラス萩店（カードセンター）
⑨NTAトラベル　　　萩本店
　　　　　　　　　小郡支店
　　　　　　　　　周南支店
　　　　　ユニオントラベル県庁内支店

☎0837-26-6001
☎0570-084-006
☎0570-02-9999
☎0837-43-0811
☎0837-37-2340
☎0837-33-0051
☎0837-22-1155
☎0838-26-0909
☎0838-21-0020
☎083-974-0055
☎0834-61-0551
☎083-932-0792

■首都圏→宇部空港→(バス15分)→宇部新川駅→(宇部線約11分)→宇部駅
　→(山陽本線約12分)→厚狭駅→(美祢線67分)→長門市駅
■首都圏→岩国錦帯橋空港→（バス15分）→岩国駅→（錦川鉄道15分）→清流岩国駅
　→（徒歩1分）→新岩国駅→（新幹線15分）→厚狭駅→（美祢線67分）→長門市駅
■新幹線各駅(ひかり・のぞみ号)→新山口駅→(山陽本線33分)→厚狭駅
　→(美祢線67分)→長門市駅
■新幹線各駅(こだま号)→厚狭駅→(美祢線67分)→長門市駅
■九州方面在来線各駅→下関駅→(山陰本線120分)→長門市駅
■鳥取・島根方面山陰本線各駅→(山陰本線)→長門市駅
※長門市駅から車で約5分、徒歩で約15分

■新山口駅から約60分

■中国道美祢ICから約35分

■中国道美祢東ICから絵堂IC経由約30分

公共交通機関でお越しの場合

お車でお越しの場合

チケットのご購入方法

交通アクセス

劇場案内

タクシー送迎プラン

※山口地区以外の貸切利用の方はお問い合せ下さい。
※ご利用は全て貸切となります。他の利用者との混乗はできません。

タクシー1台（４名まで）

ジャンボタクシー１台(９名まで)■劇　　場　プロセニアム／間口：約18m、高さ：7.2m
　　　　　　舞台／幅：49m、奥行：18m、すのこの高さ：20m
■舞台機構　大迫り、小迫り、舟底迫り、昇降式本花道、すっぽん、
　　　　　　可動プロセニアム、
　　　　　　廻り舞台（8間・直径14.5m)、文楽廻しなど
■客　　席　１ 階 席：576席（花道使用時：522席／文楽廻し使用時：564席)
　　　　　　桟 敷 席：42席（6名×7室）
　　　　　　親 子 席：5名程度
　　　　　　車椅子席：5席程度
　　　　　　２ 階 席：184席

山口県立劇場 ルネッサながと 文化情報誌　2016年／秋冬号山口県立劇場 ルネッサながと 文化情報誌　2016年／秋冬号

山口宇部空港 片道貸切

片道貸切

貸切往復(6時間以内)

お申込み・問い合わせ
TEL：0838-21-0020（NTAトラベル）
〔平日／９:00～18:00　土曜／10:00～18:00　日曜・祝日／定休日〕

ルネッサ観劇送迎プラン

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の
　宿泊施設からお選びいただけます。
■お申込みは直接宿泊施設にてお願いいたします。
■詳細はルネッサながとへお問い合わせいただくか、
　ホームページをご覧下さい。

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

団体鑑賞のご案内

「秋吉台国際芸術村」公演情報

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。

〒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

お得その１ ● １階席・Ｓ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：万作・萬斎 狂言公演

5 〈年末年始休館日〉12月29日（木）～29年1月2日（月）　※1月3日（火）は、成人式のため午前劇場のみ臨時開館

12月18日（日）

12月11日（日）

 ２月５日（日）

10月22日（土）～
　10月28日（金）

10月22日（土）～
　11月13日（日）

11月12日（土） 開場 13:30
開演 14:00

開場 13:30
開演 14:00

(予定)

開場 14:30
開演 15:00

13:00～
16：00

13:00～
16：00

10:00～
17：00

１月17日（火）～
　　２月16日（木）

２月26日（日）～
　　３月６日（月）

10:00～
17：00

10:00～
17：00

３月19日（日）～
 ３月20日（月・祝）

10:00～
17：00

開催日・期間 時　間 公演名・展示名・ワークショップ名 参加料・入場料 そ　　の　　他チケット発売日

迫昭嘉の第九
　～2台ピアノで奏でる
　　　　ベートーヴェン～

落語のいろは

秋吉台音楽コンクール
ガラ・コンサート

サウンドスケープ～「描く」と
「聴く」のワークショップ

ジョージア・テイラー・ベリー＆
キム・ジョンソン展覧会
「Through Cities:
　　　Australia to Japan」

ポストカード島第３弾

ポスコン?! 2017

trans_2016-2017 展覧会

アート・フェスティバル2017

一般　1,000円
学生　　500円
 ＦＮ割引有り

一般　3,000円
学生　1,500円
 ＦＮ割引有り

無料

未定

－

無料 －

無料 －

無料 －

無料 －

無料 －

発売中

発売中

未定

プログラム
チャイコフスキー(エコノム編)組曲
「くるみ割り人形」（2台ピアノのための）
ベートーヴェン（リスト編）2台のピアノによる
交響曲第９番二短調

会場：下関市生涯学習プラザ大ホール

作品募集：12月１日(木)～１月12日(木)

秋吉台の音を滞在アーティストの
シンディ・ユン・シャ・チンと描きます。

いろいろな画材を見て、さわって、
オリジナルのポストカードを描きます。

国内外の若手アーティストの
滞在制作による作品展。

※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。

山口地区からの送迎プランをご用意しております
2016年６月より内容が変更になっています

タクシー１台
(４名様まで)

ジャンボ
タクシー１台
(９名様まで)

往復

往復 36,000円(税込)

28,000円(税込)

注意事項
●集客状況によって、乗降場所が変更になる場合がございます。
●上記料金は１台の往復料金になります。（乗車人数により、１名様
　料金が決定します。）
●他の利用者様と相乗りになる場合がございます。
●お支払いは当日乗務員にお願いいたします。
●当日の日程表は、ご出発の10日前ぐらいに発送いたします。
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米村でんじろう おもしろサイエンスショー米村でんじろう おもしろサイエンスショー米村でんじろう おもしろサイエンスショー

第10回〈大津あきら杯〉北浦選抜コンクール

君は どこにいるの君は どこにいるの
一路真輝一路真輝 竹下景子竹下景子 西郷輝彦西郷輝彦

第17回
万作・萬斎狂言公演
第17回
万作・萬斎狂言公演

DRUM TAOC

ＴＡＯ ２０１６
ＤＲＵＭ ＴＡＯ 舞響 ～Ｂｕｋｙｏ～
踊る　(WA)太鼓　総出演

13,000円
18,000円

タクシー1台（４名まで）

ジャンボタクシー１台(９名まで)

新山口駅

ル
ネ
ッ
サ
な
が
と

11,000円
15,000円

タクシー1台

ジャンボタクシー１台

山口地区(自宅より)

25,000円
33,000円

〜〜

〜〜

〜〜

お申込み・問い合わせ
TEL：0837-22-3033（JTBトラベルサロンジョイ）〔営業時間／10:00～19:30〕

伊上駅

長門湯本駅

長門三隅駅191

191

316491

長門市駅

山口銀行 長門郵便局

警察署消防署

近松みすゞ 道路

至青
海島

長門病院

丸和
大津緑洋高
水産キャンパス

長門市役所
JA

至
湯
本
温
泉

至
青
海
島

至萩

長門市駅
仙崎駅

※無料駐車場350台
ルネッサながと



発行／公益財団法人長門市文化振興財団　〒759－4106 山口県長門市仙崎818番地1　TEL：0837-26-6001　FAX : 0837-26-6002　HP：http://www.renaissa -nagato.jp/発行／公益財団法人長門市文化振興財団　〒759－4106 山口県長門市仙崎818番地1　TEL：0837-26-6001　FAX : 0837-26-6002　HP：http://www.renaissa -nagato.jp/

■電話予約 [受付時間9:00～22：00] ■チケット取扱所
●ルネッサながと　TEL 0837-26-6001

■ローソンチケット
●電話予約 TEL 0570-084-006（一部携帯電話・PHSからはご利用できません）
●全国ローソン店内 Loppi

■電子チケットぴあ
●電話予約 TEL 0570-02-9999（一部携帯電話・PHSからはご利用できません）
●＠電子チケットぴあ、チケットぴあ店舗、セブンイレブンで販売

●お支払い方法
　事務所窓口、銀行振込、郵便振替、現金書留、
　宅急便コレクト (コンビニ・郵便局払い)

※前売販売初日は10：00からの受付となります。 ※イベントにより取扱所が異なります。

※ご覧になりたい公演名、公演日時、席種、枚数をお伝え下さい。

※ご購入の際に、「Lコード」が必要になりますので、販売情報をご確認下さい。

※ご購入の際に、「Pコード」が必要になりますので、販売情報をご確認下さい。

※振込手数料はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承下さい。
※宅急便コレクトはご予約後、お支払い金額を記載した振込用紙をご自宅にお届けします。

①ルネッサながと
②ローソンチケット
③電子チケットぴあ
④三隅公民館
⑤日置農村環境改善センター
⑥ラポールゆや（月曜休館）
⑦ウェーブ
⑧アトラス萩店（カードセンター）
⑨NTAトラベル　　　萩本店
　　　　　　　　　小郡支店
　　　　　　　　　周南支店
　　　　　ユニオントラベル県庁内支店

☎0837-26-6001
☎0570-084-006
☎0570-02-9999
☎0837-43-0811
☎0837-37-2340
☎0837-33-0051
☎0837-22-1155
☎0838-26-0909
☎0838-21-0020
☎083-974-0055
☎0834-61-0551
☎083-932-0792

■首都圏→宇部空港→(バス15分)→宇部新川駅→(宇部線約11分)→宇部駅
　→(山陽本線約12分)→厚狭駅→(美祢線67分)→長門市駅
■首都圏→岩国錦帯橋空港→（バス15分）→岩国駅→（錦川鉄道15分）→清流岩国駅
　→（徒歩1分）→新岩国駅→（新幹線15分）→厚狭駅→（美祢線67分）→長門市駅
■新幹線各駅(ひかり・のぞみ号)→新山口駅→(山陽本線33分)→厚狭駅
　→(美祢線67分)→長門市駅
■新幹線各駅(こだま号)→厚狭駅→(美祢線67分)→長門市駅
■九州方面在来線各駅→下関駅→(山陰本線120分)→長門市駅
■鳥取・島根方面山陰本線各駅→(山陰本線)→長門市駅
※長門市駅から車で約5分、徒歩で約15分

■新山口駅から約60分

■中国道美祢ICから約35分

■中国道美祢東ICから絵堂IC経由約30分

公共交通機関でお越しの場合

お車でお越しの場合

チケットのご購入方法

交通アクセス

劇場案内

タクシー送迎プラン

※山口地区以外の貸切利用の方はお問い合せ下さい。
※ご利用は全て貸切となります。他の利用者との混乗はできません。

タクシー1台（４名まで）

ジャンボタクシー１台(９名まで)■劇　　場　プロセニアム／間口：約18m、高さ：7.2m
　　　　　　舞台／幅：49m、奥行：18m、すのこの高さ：20m
■舞台機構　大迫り、小迫り、舟底迫り、昇降式本花道、すっぽん、
　　　　　　可動プロセニアム、
　　　　　　廻り舞台（8間・直径14.5m)、文楽廻しなど
■客　　席　１ 階 席：576席（花道使用時：522席／文楽廻し使用時：564席)
　　　　　　桟 敷 席：42席（6名×7室）
　　　　　　親 子 席：5名程度
　　　　　　車椅子席：5席程度
　　　　　　２ 階 席：184席

山口県立劇場 ルネッサながと 文化情報誌　2016年／秋冬号山口県立劇場 ルネッサながと 文化情報誌　2016年／秋冬号

山口宇部空港 片道貸切

片道貸切

貸切往復(6時間以内)

お申込み・問い合わせ
TEL：0838-21-0020（NTAトラベル）
〔平日／９:00～18:00　土曜／10:00～18:00　日曜・祝日／定休日〕

ルネッサ観劇送迎プラン

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の
　宿泊施設からお選びいただけます。
■お申込みは直接宿泊施設にてお願いいたします。
■詳細はルネッサながとへお問い合わせいただくか、
　ホームページをご覧下さい。

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

団体鑑賞のご案内

「秋吉台国際芸術村」公演情報

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。

〒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

お得その１ ● １階席・Ｓ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：万作・萬斎 狂言公演

5 〈年末年始休館日〉12月29日（木）～29年1月2日（月）　※1月3日（火）は、成人式のため午前劇場のみ臨時開館

12月18日（日）

12月11日（日）

 ２月５日（日）

10月22日（土）～
　10月28日（金）

10月22日（土）～
　11月13日（日）

11月12日（土） 開場 13:30
開演 14:00

開場 13:30
開演 14:00

(予定)

開場 14:30
開演 15:00

13:00～
16：00

13:00～
16：00

10:00～
17：00

１月17日（火）～
　　２月16日（木）

２月26日（日）～
　　３月６日（月）

10:00～
17：00

10:00～
17：00

３月19日（日）～
 ３月20日（月・祝）

10:00～
17：00

開催日・期間 時　間 公演名・展示名・ワークショップ名 参加料・入場料 そ　　の　　他チケット発売日

迫昭嘉の第九
　～2台ピアノで奏でる
　　　　ベートーヴェン～

落語のいろは

秋吉台音楽コンクール
ガラ・コンサート

サウンドスケープ～「描く」と
「聴く」のワークショップ

ジョージア・テイラー・ベリー＆
キム・ジョンソン展覧会
「Through Cities:
　　　Australia to Japan」

ポストカード島第３弾

ポスコン?! 2017

trans_2016-2017 展覧会

アート・フェスティバル2017

一般　1,000円
学生　　500円
 ＦＮ割引有り

一般　3,000円
学生　1,500円
 ＦＮ割引有り

無料

未定

－

無料 －

無料 －

無料 －

無料 －

無料 －

発売中

発売中

未定

プログラム
チャイコフスキー(エコノム編)組曲
「くるみ割り人形」（2台ピアノのための）
ベートーヴェン（リスト編）2台のピアノによる
交響曲第９番二短調

会場：下関市生涯学習プラザ大ホール

作品募集：12月１日(木)～１月12日(木)

秋吉台の音を滞在アーティストの
シンディ・ユン・シャ・チンと描きます。

いろいろな画材を見て、さわって、
オリジナルのポストカードを描きます。

国内外の若手アーティストの
滞在制作による作品展。

※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。

山口地区からの送迎プランをご用意しております
2016年６月より内容が変更になっています

タクシー１台
(４名様まで)

ジャンボ
タクシー１台
(９名様まで)

往復

往復 36,000円(税込)

28,000円(税込)

注意事項
●集客状況によって、乗降場所が変更になる場合がございます。
●上記料金は１台の往復料金になります。（乗車人数により、１名様
　料金が決定します。）
●他の利用者様と相乗りになる場合がございます。
●お支払いは当日乗務員にお願いいたします。
●当日の日程表は、ご出発の10日前ぐらいに発送いたします。
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米村でんじろう おもしろサイエンスショー米村でんじろう おもしろサイエンスショー米村でんじろう おもしろサイエンスショー

第10回〈大津あきら杯〉北浦選抜コンクール

君は どこにいるの君は どこにいるの
一路真輝一路真輝 竹下景子竹下景子 西郷輝彦西郷輝彦

第17回
万作・萬斎狂言公演
第17回
万作・萬斎狂言公演

DRUM TAOC

ＴＡＯ ２０１６
ＤＲＵＭ ＴＡＯ 舞響 ～Ｂｕｋｙｏ～
踊る　(WA)太鼓　総出演

13,000円
18,000円

タクシー1台（４名まで）

ジャンボタクシー１台(９名まで)

新山口駅

ル
ネ
ッ
サ
な
が
と

11,000円
15,000円

タクシー1台

ジャンボタクシー１台

山口地区(自宅より)

25,000円
33,000円

〜〜

〜〜

〜〜

お申込み・問い合わせ
TEL：0837-22-3033（JTBトラベルサロンジョイ）〔営業時間／10:00～19:30〕

伊上駅

長門湯本駅

長門三隅駅191

191

316491

長門市駅

山口銀行 長門郵便局

警察署消防署

近松みすゞ 道路

至青
海島

長門病院

丸和
大津緑洋高
水産キャンパス

長門市役所
JA

至
湯
本
温
泉

至
青
海
島

至萩

長門市駅
仙崎駅

※無料駐車場350台
ルネッサながと


