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三山ひろしコンサート

きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル
ソドー島のたからもの

第５回 ながと近松文楽

第８回 子どもたちによるフレッシュコンサート
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

第13回 ながと和太鼓フェスティバル
TEL：0837-26-6001

FAX : 0837-26-6002

HP：http://www.renaissa - nagato.jp/

第8回

子どもたちによるフレッシュコンサート

4月9日（日）

13：30開場

14：00開演［16：00終演予定］

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。

ゲスト演奏

河村 晋吾先生

ピアニスト。岩国市出身。桐朋学園大学附属子供のための音楽教室お茶の水教室ピアノ科非常勤講師。
桐朋女子高等学校音楽科(男女共学)を経て、桐朋学園大学を首席で卒業後、渡仏。パリ国立地方音楽院及
びエコール・ノルマル音楽院を修了し、帰国。第15回ブレストピアノコンクール第１位等、国内外で優
秀な成績を収める。東京、岩国で定期的にコンサートを開催、近年は20世紀〜21世紀の知られざる作品
を紹介する試みをおこなっている。これまでに、故木村澄子、藤井真千恵、中島利恵、小森谷泉、山崎
早登美、鶴園紫磯子、オリヴィエ・ギャルドン、ジャン=フィリップ・コラール、エリック・ベルショの
各氏に師事。

河村晋吾先生

■入場料／(全席自由）無料

鯉のぼり展
4月29日（土・祝）〜５月７日（日）

10:00〜16：00

毎年５月の児童福祉月間にあわせて、鯉のぼりの他、五月人形や市内のお子様にご協力いただいたぬり絵を展示しています。
このたびは、５月７日開催の「きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル」との特別企画として、 きかんしゃトーマス
のぬり絵を展示する予定です。

■入場料／無料
昨年度の様子

きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル ソドー島のたからもの
５月７日（日）
①11：00開場

11：30開演［12：30終演予定］

②13：30開場

14：00開演［15：00終演予定］

トーマスとパーシーがテレビを飛び出してステージをかけめぐり、楽しい歌と、元気な踊りがいっぱい！
今年はジェームスも登場し、映像も駆使したオリジナルストーリーです。2016年、全国35都市で８万人
以上を動員した大人気ミュージカルをお見逃しなく。

■入場料／(全席指定、税込）2,500円
※２歳以上有料。２歳未満膝上鑑賞無料。但し座席が必要な場合は有料。

■発売日／
［友の会］３月11日（土）10:00より電話受付開始
［一 般］３月18日（土）10:00より電話受付開始
■プレイガイド／①、②（Lコード：62172)、③（Pコード：456-321)、⑨
友の会会員（会員割引）
2,200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
5月11日（木）

①12：30開場予定

13：00開演［15：00終演予定］

②16：00開場予定

16：30開演［18：30終演予定］

温かく、清涼感のある歌声。演歌界で今最も注目を集める歌手・三山ひろしの「ビタミンボイス」を
是非ルネッサながとのステージでお楽しみ下さい。

■入場料／(全席指定、税込）6,500円
■発売日／好評発売中
■プレイガイド／①、②（Lコード：63882)、③（Ｐコード：311-904)、⑨
友の会会員（会員割引）6,200円（割引適用各４枚まで)

自衛隊音楽隊コンサート
5月28日（日）

13：30開場

14：00開演［16：00終演予定］

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。
高い演奏技術と豊富なレパートリーで、迫力の生演奏をお届けします。
主催：NPOながと
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■入場料／(全席自由）無料 ※要整理券
■整理券配布／４月21日（金）10:00より ※お一人４枚まで ※電話予約可
■プレイガイド／①、⑥

優秀映画鑑賞会８月開催予定

第5回

ながと近松文楽

７月9日（日）

12：30開場

13：00開演［16：45終演予定］ ■入場料／(全席指定、税込）

夏狂言の名作「夏祭浪花鑑」を上演致します。文楽では珍しい花道使用、
葛西聖司氏による解説、字幕付きと、文楽が初めての方でも分かり易く楽
しんでいただけます。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。

プログラム
１．文楽の三業（太夫、三味線、人形）の解説
なつまつりなにわかがみ

１階Ｓ席5,800円、１階Ａ席5,200円、桟敷席5,200円、２階席4,000円
※学生割引500円

■発売日／
［友の会］４月８日（土）10:00より電話受付開始
［一 般］４月19日（水）10:00より電話受付開始
■プレイガイド／①、②（Lコード：62824)、③（Pコード：456-893)、⑨
団体予約（締切：3月25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：6月9日）

２．文楽「夏祭浪花鑑」
すみよしとりいまえ

つりふねさぶうち

友の会会員（会員割引）
１階Ｓ席5,500円、１階Ａ席4,900円、桟敷席4,900円、２階席3,700円

ながまちうら

住吉鳥居前の段、釣船三婦内の段、長町裏の段
◆文楽のお話し：葛西聖司（各段ごとの解説)

特別企画

竹本三輪太夫

(割引適用４枚まで)

豊竹呂勢太夫

鶴澤燕三

※先行発売期間中４枚まで購入可

竹澤宗助

桐竹勘十郎

吉田玉男

文楽写真展 〜文楽・いろはにほへと〜

6月17日（土）〜7月11日（火）

10：00〜16：00

■入場料／無料

三業と呼ばれる文楽の演じ手である太夫・三味線・人形の役割や今回の演目「夏祭浪花鑑」の登場人物の紹介など、文楽の魅力に迫ります。
｢第５回 ながと近松文楽」とあわせてお楽しみ下さい。 ※会期中休館日７月３日

第13回 ながと和太鼓フェスティバル
7月16日（日） 12:30開場 13:00開演［15:30終演予定］
毎年会場のお客様と一体となって盛り上がるフェスティバルです。
今年はどんな演出で楽しませてくれるでしょうか。太鼓の技にも
磨きがかかった長門の和太鼓をお楽しみ下さい。
主

催：長門市和太鼓連盟

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」

■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
■発売日／５月16日（火）10:00より
■プレイガイド／①、各出演団体事務局

三隅清風太鼓
和太鼓

鼓波会
昨年度の様子

ピアノデュオ・クトロヴァッツ
9月26日（火） １日１回公演
ピアノ２台による素晴らしいハーモニーに酔いしれて下さい。必聴です！

■入場料／(全席指定、税込）１階席3,500円 ２階席2,000円
■発売日／
［友の会］７月15日（土）10:00より電話受付開始
［一 般］７月26日（水）10:00より電話受付開始
■プレイガイド／①、②（Lコード：62825)、③（Pコード：323-161)、⑨
団体予約（締切：6月30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）１階席3,200円、２階席1,700円（割引適用４枚まで）※先行発売期間中４枚まで購入可

精華女子高等学校吹奏楽部コンサート
9月17日（日）・18日（月・祝）

２回公演

吹奏学部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。是非この機会にご来場下さい。
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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。

葛西聖司

松竹大歌舞伎
11月18日（土）

１日２回公演

本年度の松竹大歌舞伎には中村獅童丈が帰って参ります！どうぞご期待下さい。

■入場料／(全席指定、税込）１階席7,900円、２階席7,400円
■発売日／
［友の会］８月12日（土）10:00より電話受付開始
［一 般］８月23日（水）10:00より電話受付開始
■プレイガイド／①、②（Lコード：62832)、③（Pコード：456-894)、⑨
中村獅童
団体予約（締切：7月31日)、宿泊プラン（※２回目公演のみ、締切：10月31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）１階席7,500円、２階席7,000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

ＴＡＯ ２０１７

ＤＲＵＭ ＴＡＯ ドラムロック 疾風
12月２日（土）・３日（日）

３回公演予定

新たな神風「ＲＯＣＫ」が、日本の伝統芸術を最先端のエンターテイメントに繰り広げる！
舞台を一気に駆け抜ける「疾走感」、魔法のように感情を揺さぶるＴＡＯ-ＢＥＡＴ
思わず感涙し、口遊むような旋律。
美しくも圧倒的なパフォーマンスと最新の映像テクノロジーが融合する「ＴＨＥ 日本エンターテイメント」
今年で１５回目となるルネッサながとに今年も凱旋！
C

■プレイガイド／①、②（Lコード：62833)、③（Pコード：323-162)、⑨

DRUM TAO

＜大津あきら顕彰＞歌謡フェスティバル

12月10日（日）

第１部10:00／第２部13:00［16:30終演予定］

昨年区切りを迎えた「大津あきら杯 県内選抜歌謡コンクール」が、新たなカラオケ大会として生まれ変わります。乞うご期待！
共 催：NPO法人北浦音楽芸能文化協会
特別ゲスト：キングレコード

岩本

公水

■入場料／未定
■発売日／９月20日（水）10:00より
■プレイガイド／①、②（Lコード：62837)、③（Pコード：323-164)、⑨

新曲「北の絶唱」

ほか

岩本公水

Ｎ響メンバーによるクリスマスコンサート
12月17日（日）

13：30開場

14：00開演［16：00終演予定］

ビートルズナンバーからクラシックまで
あのＮ響メンバーによる弦楽四重奏。弦楽器が奏でる国内最高峰のハーモニーをお楽しみ下さい。

■入場料／(全席指定、税込）１階席3,500円 ２階席2,000円 ＜関連企画＞
第一ヴァイオリン次席・齋藤真知亜に
■発売日／
［友の会］９月30日（土）10:00より電話受付開始
よる無料公開レッスン
９月24日（日）於、秋吉台国際芸術村
［一 般］10月８日（日）10:00より電話受付開始
■プレイガイド／①、②（Lコード：62838)、③（Pコード：323-166)、⑨
団体予約（締切：９月25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）１階席3,200円、２階席1,700円（割引適用４枚まで）※先行発売期間中４枚まで購入可

第18回

万作・萬斎 狂言公演

30年 １月20日（土）
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。
歴史ある狂言の和楽の世界をご堪能下さい。

公演同日
「ながと近松文化講座 狂言教室」開催
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21日（土）10:00より

■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］10月21日（土）10:00より電話受付開始
［一 般］10月31日（火）10:00より電話受付開始
■プレイガイド／①、②（Lコード：62843)、
③（Pコード：456-897)、⑨
団体予約（締切：10月７日)、
宿泊プラン（締切：12月23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）
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
野村万作
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29年臨時休館日

4／24、6／5・6、7／3、8／21、10／16、12／4

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。

■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

■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。

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。

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：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／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
FAX：0837-63-0021
月・日

開場時間 開演時間

HP：http://www.aiav.jp

公演名・展示名

料

金

E-mail：info@aiav.jp
チケット発売日

そ

の

他

一般2,500円
お問合せ先
大学生以下1,000円
秋吉台室内楽セミナー
４月26日（水） 14:30 15:00 秋吉台の響き2017コンサート フレンズネット会員割引あり 発売中 実行委員会事務局（上原）
083-902-7100
当日500円増

４月30日（日）

10:00 第６回秋吉台音楽コンクール
(予定) サクソフォーン部門第１次予選

入場無料

開始時間については
お問合せください
秋吉台国際芸術村

５月 １ 日（月）

10:00 第６回秋吉台音楽コンクール
(予定) サクソフォーン部門第２次予選

入場無料

開始時間については
お問合せください
秋吉台国際芸術村

５月 ２ 日（火）

10:00 第６回秋吉台音楽コンクール
(予定) サクソフォーン部門本選

入場無料

開始時間については
お問合せください
秋吉台国際芸術村

５月 ３ 日（水・祝）

10:00 第６回秋吉台音楽コンクール
(予定) 室内楽部門第１次予選

入場無料

開始時間については
お問合せください
秋吉台国際芸術村

５月 ４ 日（木・祝）

10:00 第６回秋吉台音楽コンクール
(予定) 室内楽部門第２次予選

入場無料

開始時間については
お問合せください
秋吉台国際芸術村

５月 ５ 日（金・祝）

10:00 第６回秋吉台音楽コンクール
(予定) 室内楽部門本選

入場無料

開始時間については
お問合せください
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。
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※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。

〈休館日〉12月29日〜30年1月3日 ※1月3日は、成人式のため午前劇場のみ臨時開館

山口県立劇場 ルネッサながと 文化情報誌

2017年／春号

チケットのご購入方法
■電話予約

[受付時間9:00〜22：00] ※前売販売初日は10：00からの受付となります。

●ルネッサながと

TEL 0837-26-6001

※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。

●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 )

※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。

■ローソンチケット

●電話予約 TEL 0 5 7 0 - 0 8 4 - 0 0 6 （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
※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。

■チケット取扱所
①ルネッサながと

☎0837-26-6001

②ローソンチケット

☎0570-084-006

③電子チケットぴあ

☎0570-02-9999

④三隅公民館

☎0837-43-0811

⑤日置農村環境改善センター

☎0837-37-2340

⑥ラポールゆや
（月曜休館）

☎0837-33-0051

⑦ウェーブ

☎0837-22-1155

⑧アトラス萩店（カードセンター） ☎0838-26-0909
⑨NTAトラベル

■電子チケットぴあ

●電話予約 TEL 0 5 7 0 - 0 2 - 9 9 9 9 （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
※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。

※イベントにより取扱所が異なります。

萩本店 ☎0838-21-0020
小郡支店 ☎083-974-0055
周南支店 ☎0834-61-0551

ユニオントラベル県庁内支店 ☎083-932-0792

ルネッサ観劇送迎プラン

交通アクセス

山口地区からの送迎プランをご用意しております

公共交通機関でお越しの場合

2016年６月より内容が変更になっています

■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

JA

島

海

青

至

仙崎駅

丸和

消防署 警察署

往復

36,000円(税込)

大津緑洋高
水産キャンパス

■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

30
分

15
分

60
分

ルネッサながと

■新山口駅から約60分

ジャンボ
タクシー１台

維新公園前バス停
県(道２０４号線 )

長門市駅
長門市役所

28,000円(税込)

ＪＲ新山口駅
新(幹線口 )

お車でお越しの場合

長門郵便局

往復

(９名様まで)

至青海島

山口銀行

(４名様まで)

ＪＲ山口駅前バス停

■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

タクシー１台

長門病院
至湯本温泉

路

近松みすゞ道

至萩

ルネッサながと
191

伊上駅

長門市駅

長門三隅駅

※無料駐車場350台

191
491

長門湯本駅

316

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。
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〕

片道貸切

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

片道貸切

タクシー1台（４名まで）
ジャンボタクシー１台(９名まで)

山口地区(自宅より)
タクシー1台
ジャンボタクシー１台

13,000円
18,000円
11,000円
15,000円

〜

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

〜

■劇

ルネッサながと

山口宇部空港

劇場案内

〜

タクシー送迎プラン

貸切往復(6時間以内)

25,000円
33,000円

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

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/

