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文楽では珍しい花道を使用！ 西聖司氏による解説付き！

チケット
発売中

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）
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

夏狂言の名作「夏祭浪花鑑」を上演します。字幕もあり、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プログラム
の文楽を是非ご覧下さい。

※学生割引500円

プログラム
１．文楽の三業（太夫、三味線、人形）の解説

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

なつまつりなにわかがみ

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

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

(割引適用４枚まで)

［出演］竹本三輪太夫、豊竹呂勢太夫、鶴澤燕三、竹澤宗助、
桐竹勘十郎、吉田玉男 ほか

◆文楽のお話し（各段の解説)：

※1階席残席僅か

■発売日／発売中
■プレイガイド／①

西聖司

特別企画
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］

■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／発売中
■プレイガイド／①、各出演団体事務局

今年のテーマは「ドンドコは止まらない！」
お客様の心の中で、いつまでも太鼓の響きが止まらない！
というほどの演奏を目指します。
長門の力強い和太鼓にご期待下さい。
主
出

チケット
発売中

催：長門市和太鼓連盟
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

昨年度の様子

平成29年度劇場・音楽堂等活性化事業

ながと近松文化講座

８月20日（日）
13:00〜15：00

※受付12：30〜

今回で12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。

第12回 和太鼓ワークショップ
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） ※太鼓のバチは貸出します。
参 加 料■500円
応募締切■７月28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皆さん
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 8 1 8 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

平成29年度優秀映画鑑賞推進事業

優秀映画鑑賞会
８月12日（土）
①反逆児
②弁天小僧
③沓掛時次郎 遊侠一匹

一世を風靡した二大スター市川雷蔵と中村錦之助の競演

８月13日（日）

9:45開場 10:00開演［11:50終演予定］
12:45開場 13:00開演［14:26終演予定］
14:45開場 15:00開演［16:30終演予定］

■入場料／(全席自由、税込)１日券

300円（当日同額)

※入場当日のみ有効

■発売日／７月１日（土）10:00より電話受付開始
■プレイガイド／①（電話予約可）
主

催：公益財団法人長門市文化振興財団、文化庁、
東京国立近代美術館フィルムセンター
特別協賛：木下グループ
協
力：株式会社オーエムシー
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主 な 出 演 者

多くのファンを魅了した名俳優の作品を懐かしのフィルムで
紹介します。

バックステージツアー ８月６日
（日） 14：00開始

①沓掛時次郎 遊侠一匹
②眠狂四郎殺法帖
③反逆児

9:45開場 10:00開演［11:30終演予定］
12:25開場 12:40開演［14:01終演予定］
14:25開場 14:40開演［16:30終演予定］

「弁天小僧」
（1958年）
市川雷蔵、青山京子、黒川弥太郎

「眠狂四郎殺法帖」
（1963年）
市川雷蔵、中村玉緒、若山富三郎

「反逆児」
（1961年）
中村錦之助、桜町弘子、月形龍之介

「沓掛時次郎 遊侠一匹」
（1966年）
中村錦之助、池内淳子、渥美 清

参加者募集中！

「沓掛時次郎 遊侠一匹」

※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

お待たせしました！ついに初登場

立川志の輔 独演会
9月３日（日） 12:30開場 13:00開演［15:00終演予定］
現在もっともチケットの入手が困難な落語家の一人です。
人気・実力を兼ね備えた志の輔の話芸を、是非この機会にご堪能下さい。

■入場料／(全席指定、税込）4,000円
■発売日／
［友の会］６月３日（土）10:00より電話受付開始
［一 般］６月13日（火）10:00より電話受付開始
■プレイガイド／①、②（Ｌコード：61767)、③（Ｐコード：458-581)、⑨
友の会会員（会員割引） 3,800円（割引適用４枚まで）※先行発売期間中４枚まで購入可

立川志の輔

劇場とアリーナの２部構成でお届けする特別バージョン

精華女子高等学校吹奏楽部コンサート
9月17日（日）
9月18日（月・祝）
13:30開場

14:00開演［16:00終演予定］

13:30開場

14:00開演［16:00終演予定］

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。この機会に是非ご来場下さい。

■入場料／(税込）一般:S席2,000円、Ａ席1,500円／高校生以下 : 一律1,200円
［１部 :劇場（自由席)・２部:アリーナ（全席指定）のセット券となります］
■発売日／
［友の会］６月10日（土）10:00より電話受付開始
［一 般］６月21日（水）10:00より電話受付開始
■プレイガイド／①、②（Ｌコード：61384)、③（Ｐコード：331-422)、⑨
友の会会員（会員割引)

一般:S席1,800円、Ａ席1,500円／高校生以下 : 一律1,200円
※一般Ａ席・高校生以下は割引適用なし（一般Ｓ席割引適用各４枚まで）※先行発売期間中各４枚まで購入可

齋藤真知亜氏によるヴァイオリン公開レッスン

クリスマスコンサート〜Ｎ響メンバーによる弦楽四重奏関連企画

9月24日（日）

12:30開演［16:30終了予定］ ■会

NHK交響楽団第一ヴァイオリン・齋藤真知亜氏による
ヴァイオリンの無料公開レッスンです。
※詳細はホームページをご覧下さい。

場／秋吉台国際芸術村コンサートホール
■講 師／齋藤真知亜(NHK交響楽団 第１ヴァイオリン･フォアシュピーラー)
■入場料／聴講無料
■募集開始／７月１日（土）

齋藤真知亜

世界最高峰のピアノの調べ

ピアノデュオ・クトロヴァッツ
9月26日（火） 18:00開場 18:30開演［20:30終演予定］
ウィーン国立音楽大学で教授を勤め、世界最高峰のピアノデュオとして世界各国で演奏活動を行なうクトロヴァッツ兄弟。
長門で３回目となるコンサートです。二人の多彩な演奏技法によって奏でられる深い音楽表現をご堪能下さい。

■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

ミッドナイト・イン・バリ 〜史上最悪の結婚前夜〜
10月14日（土）

時間未定

バリでの結婚式を明日に控える個性が強すぎる
男女４人が織りなす、ハイスピード毒舌ラブコメディ！
脚本：岡田惠和（2017年NHK連続テレビ小説「ひよっこ」)
演出：深川栄洋（映画「神様のカルテ」シリーズ)
音楽･演奏：荻野清子（映画「ステキな金縛り｣、舞台「ショーガール」)
製作：東宝

栗山千明

溝端淳平

浅田美代子

中村雅俊

※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）

出演：栗山千明、溝端淳平、浅田美代子、中村雅俊
ピアノ：荻野清子 ギター：阿部 寛 パーカッション：藤井玉緒
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■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］７月22日（土）10:00より電話受付開始
［一 般］８月１日（火）10:00より電話受付開始
■プレイガイド／①、②（Ｌコード：62826)、
③（Ｐコード：456-896)、⑨
団体予約（締切：７月８日）

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

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。

松竹大歌舞伎
11月18日（土）

①11:30開場 12:00開演［14:45終演予定］
②16:00開場 16:30開演［19:15終演予定］

義太夫狂言の三大名作のひとつ『義経千本桜』と
狂言の「釣針」をもとにした『釣女』の２番組を
上演します。ぜひご覧下さい。
出演：中村獅童、中村亀鶴、中村萬太郎、中村米吉
中村梅花、澤村宗之助、片岡亀蔵
よしつねせんぼんざくら

一、義経千本桜
すし屋
つり

一幕

※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

おんな

二、釣

女

■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19日（土）10:00より電話受付開始
［一 般］８月30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
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)

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

常磐津連中

感動の嵐！ ＴＡＯ ２０１７

ＤＲＵＭ ＴＡＯ ドラムロック 疾風
12月２日（土）
12月３日（日）
13:30開場

中村獅童丈出演 !

14:00開演

①11:30開場

12:00開演

②15:30開場

16:00開演

■入場料／(全席指定、税込）１階席5,500円、２階席5,000円
■発売日／
［友の会］８月26日（土）10:00より電話受付開始
［一 般］９月６日（水）10:00より電話受付開始
■プレイガイド／①、②（Lコード：62833)、
③（Pコード：323-162)、⑨
団体予約（締切：8月12日)
※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

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！

友の会会員（会員割引） １階席5,200円、２階席4,700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

C

DRUM TAO

＜大津あきら顕彰＞歌謡フェスティバル

12月10日（日）

■入場料／（全席自由、税込）1,500円
［１部･２部共通券、当日500円増］

第１部10:00／第２部13:00［16:30終演予定］
皆様からの熱いご要望にお応えし、今年もコンクールを開催します。乞うご期待！
共 催：NPO法人北浦音楽芸能文化協会
第１部
第２部

北浦地域の歌謡グループ推薦による歌唱大会
歌謡コンクールとゲスト歌手による歌謡ショー

ゲ ス ト：キングレコード
ゲ ス ト：キングレコード
特別ゲスト：キングレコード

川島とし子
藤咲 まこ
岩本 公水

※中学生以下の入場不可［出場者の関係者を除く］

■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)、④〜⑦、⑨、
ロック（フジ長門店)、萩楽器店、サンリブ萩店

「北の絶唱」
岩本公水

クラシックからビートルズナンバーまで！

クリスマスコンサート〜Ｎ響メンバーによる弦楽四重奏
12月17日（日） 13：30開場 14：00開演［16：00終演予定］
当館初となるＮ響メンバーによる弦楽四重奏のコンサートです。
お馴染みの曲の数々をお聞き逃しなく！
出演：齋藤真知亜（ヴァイオリン)、降旗貴雄（ヴァイオリン)
坂口弦太郎（ヴィオラ)、市 寛也（チェロ)

演奏曲

白鳥(サンサーンス)
チャルダシュ(モンティ)
ビートルズナンバー 他

友の会会員（会員割引)

１階席 一般3,500円、２階席 一般2,000円、２階席 高校生以下1,500円
※高校生以下割引適用無し（１階席、２階席 一般 割引適用４枚まで）※先行発売期間中４枚まで購入可

万作・萬斎 狂言公演
30年 １月20日（土）

第18回
13:30開場

14:00開演［16:00終演予定］

上演前の解説により、初めての方でも分かりやすいと
大好評の狂言公演。「万作の会」による豊かな狂言の
世界をお楽しみ下さい。

平成29年度劇場･音楽堂等活性化事業

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
発売日：10月21日（土）10:00より
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■入場料／(税込）１階席 一般4,000円、２階席 一般2,500円
２階席 高校生以下1,500円 ※１階席：指定席・２階席：自由席
■発売日／
［友の会］９月30日（土）10:00より電話受付開始
［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。

先

着：500名

29年臨時休館日

※ペア割引有り（窓口対応のみ)

■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

6／5・6、7／3、8／21、10／16、12／4、30年1／15、3／12

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：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

８月 ６ 日（日）

８月21日（月）

８月22日（火）

10月 ７ 日（土）

10月29日（日）

13:30 14:00

18:30 19:00

18:00 18:30

−

14:30

13:30 14:00

公演名・展示名

秋吉台ミュージックアカデミー2017
ガラ･コンサート

料

金

E-mail：info@aiav.jp
チケット発売日

一般 3,000円
学生 2,000円

発売中

ＦＮ割引あり

そ

の

他

プロコフィエフ：フルートソナタ
プーランク：クラリネットソナタ
ヴィラ＝ロボス：ギター協奏曲
ほか

一般 1,500円

秋吉台の夏2017

高校生以下無料

ガラ・コンサート

未定

ＦＮ割引あり

一般 1,500円

秋吉台の夏2017
プレミエール・コンサート

芸術村あーと・ルーム
「見よう、聴こう、オンド・マルトノ」

高校生以下無料

未定

ＦＮ割引あり

500円

未定

実演に触れる機会の少ない
珍しい楽器「オンド・マルトノ」
の多彩な響きを体感します。

Ｎ響メンバーで結成された
一般 8/6 クァルテット･リゾナンツァ
による演奏と池辺先生の楽
学生 1,000円
ＦＮ 8/1 しいお話で弦楽四重奏の名
ＦＮ割引あり
曲を巡ります。
一般 3,500円

カルテットの愉しみ
〜池辺晋一郎氏を迎えて

※ルネッサながとでのチケットの取り扱いはありません。

5

HP：http://www.aiav.jp

※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／夏号

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/

