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■電話予約 [受付時間9:00～17：00]

■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

■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）
●＠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、セブン-イレブン

※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。

※各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。

■インターネット［受付時間24時間］

◎インターネットでチケットがご購入できるようになりました

●ルネッサながとのホームページの チケットのご予約・ご購入について
　からお手続き下さい。

●お支払・受取方法
　事務所窓口（9:00～17:00）、セブン-イレブン（24時間）

※前売販売初日は10：00からの受付となります。

※インターネットでご予約・ご購入の際は、WEB会員（無料）・友の会（有料）への入会が必要です。
※前売販売初日は、座席の指定はできません。座席指定のご購入は翌日から可能です。

※セブン-イレブンでのお支払いの際は、決済手数料として1件につき162円、
　発券手数料として1枚につき108円ご負担いただきます。

①ルネッサながと

②ローソンチケット

③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

　　　　広島八丁堀福屋支店

☎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

☎082-207-1266

■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　2017年／秋冬号山口県立劇場 ルネッサながと 文化情報誌　2017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)

ルネッサながと友の会　会員募集 ルネッサながとWEB会員　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

インターネットチケット購入サービスに
特化した会員です。
■会員特典／チケットのインターネット購入ができます。
　　　　　　公演情報をメールマガジンで配信します。
■入会方法／ルネッサながとホームページでご入会できます。
■会　　費／無料

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（金）～30年1月3日（水）　※1月3日は、成人式のため午前劇場のみ臨時開館
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①18:00～
②19：00～

月・日 開催・開演時間 公演・展示・ワークショップ名 参加料・入場料 そ　　の　　他チケット発売日

ひかりアート展
特別公演　和蝋燭と日本舞踊

ひかりアート展
特別展示　生花×LED

レストランコンサート
冬の夜会～
MATOKKU X'mas Concert～

MATOKKU X'mas Concert
マトック･クリスマスコンサート

ポストカード島第４弾

ポスコン?！ 2018

trans_2017-2018　展覧会

アート・フェスティバル2018

ひかりアート展

無料
各30人・

当日整理券配布

一般　2,000円
中・高校生1,000円

小学生・未就学児（1歳以上）500円
ＦＮ割引あり

5,000円
ＦＮ割引あり

無料

無料

無料

無料

無料

無料

発売中

発売中

県内・海外アーティストが
「ひかり」を使ったアートを展開

花柳寿寛福による「語り」を交え、
和蝋燭のゆらめく灯りのもと、
舞踊家・花柳寿寛の「創作舞踊」が
披露されます。

華道家・松原良子とブルーウェーブ
テクノロジーズ株式会社の協働によ
る生花とLEDのコラボレーション
作品を期間限定で展示

ディナー・ドリンク・コンサート
料金含む

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。

作品募集：
12月１日(金)～１月12日(金)

国内外の若手アーティストの
滞在制作による作品展。
2月24日(土)展覧会
オープニングレセプションを開催

※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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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
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サ
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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〕

11月12日（日）～
　11月19日（日）

11月12日（日）

11月17日（金）～
　11月19日（日）

12月２日（土）

12月３日（日）

12月10日（日）

１月20日（土）～
　２月12日（月・祝）

２月25日（日）～
　　３月５日（月）

３月17日（土）～
　 ３月18日（日）

DRUM TAOC

中村獅童中村獅童中村獅童

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



2 3 「第９回　子どもたちによるフレッシュコンサート」　30年４月８日（日）　14:00開演　入場無料「雛人形展」　３月開催予定　10:00～16:00　入場無料 4 〈臨時休館日〉12月4日（月）、30年1月15日（月）、30年3月12日（月）

昨年度の展示
「国性爺合戦　浜づたいの段」子ども

「怪盗グルーのミニオン大脱走」 「花戦さ」

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

チケット

発売中

チケット

発売中

チケット

発売中

中村獅童丈、初役で挑む「すし屋」権太は必見！

松竹大歌舞伎
11月18日（土）

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)

友の会会員（会員割引)
１階席3,500円、２階席2,000円（割引適用４枚まで)

 ※高校生以下席の割引適用無し

■入場料／(全席指定、税込）１階席7,900円、２階席7,400円

■発売日／発売中

■プレイガイド／①（WEB・窓口・電話)、②（Ｌコード：62832)、

　③（Ｐコード：456-894)、⑨
『義経千本桜』からは源平の争いに巻き込まれた人々の人間模様と、

その間で織り成される情を描いた「すし屋」を、また『釣女』では、

嫁取りに赴く主と太郎冠者の可笑しみを湛えた舞踊劇をお届けします。

感動の嵐！ ＴＡＯ ２０１７
ＤＲＵＭ ＴＡＯ　ドラムロック　疾風

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」

15回目となる今年も、ルネッサながとに凱旋！

北浦地域の歌自慢たちが歌声を響かせる

＜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］

■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／発売中
■プレイガイド／①（窓口・電話)、
　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

長門市出身の作詞家・故大津あきら氏の業績を顕彰し、カラオケ大会を開催します。
皆様の熱いご声援をお待ちしております。

共　催：NPO法人北浦音楽芸能文化協会

第１部 北浦地域の歌謡グループ歌唱大会

第２部 北浦選抜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　　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　　岩本　公水
審 査 員 長：作　　詞　　家　　いとう　彩

12月17日（日）　13：30開場　14：00開演［16：00終演予定］

■入場料／(税込）１階席4,000円（指定席)、２階席2,500円（自由席)

　高校生以下1,500円（２階席のみ)、ペア割引有り（１階席のみ　取扱は窓口のみ)

■発売日／発売中

■プレイガイド／①（WEB・窓口・電話)、②（Ｌコード：62838)、

　③（Ｐコード：323-166)、⑨

国内トップクラスの実力を誇るＮＨＫ交響楽団メンバーが贈る、

華やかなハーモニー。クラシックの名曲からビートルズナンバー

までの多彩なプログラムをお楽しみ下さい。

「墨　塗」 「棒　縛」 「福の神」

齋藤真知亜 降旗貴雄 坂口弦太郎 市　寛也

30年 １月20日（土）
13:30開場　14:00開演［15:45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)

新春を彩る万作の会による至芸
第18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／発売中
■プレイガイド／①（WEB・窓口・電話)、②（Ｌコード：62843)、
　③（Ｐコード：456-897)、⑨
　宿泊プラン（締切：12月23日（土))
　※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

男と女の化かし合いが面白い「墨塗｣、心楽しくなれる

狂言の代表作「棒縛」、なごやかな雰囲気の「福の神」の三曲です。

バラエティに富んだ狂言の和楽の世界をご堪能下さい。

解説　高野和憲

狂言「墨　塗」　石田幸雄　　深田博治　　月崎晴夫

狂言「棒　縛」　野村萬斎　　高野和憲　　岡　聡史

狂言「福の神」　野村万作　　中村修一　　内藤　連
　　　　　　　　地謡：深田博治　　岡　聡史　　飯田　豪

DRUM TAODRUM TAOCC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)

■入場料／(全席指定、税込）１階席5,500円、２階席5,000円
　 ※残席わずか

■発売日／発売中
■プレイガイド／①（WEB・窓口・電話）

■入場料／(全席自由、税込）
　　　　　一般1,000円［当日1,300円］、
　　　　　３才以上高校生以下700円［当日1,000円］
　※チケット１枚でいずれか１作品をご覧いただけます。全作品入替制。

■発売日／発売中
■プレイガイド／①（窓口・電話)、⑥　他

12月２日（土）
13:30開場　14:00開演

12月３日（日）
①11:30開場　12:00開演
②15:30開場　16:00開演

近松の想いを映す和紙人形

「近松人形の花形たち」展

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。

■会場／文化情報ギャラリー
■入場料／無料
　会期中休館日（12月4日(月))

11月18日（土）～12月17日（日）　10:00～16:00
尾崎眞吾のみすゞギャラリー展～広報ながと連載200回記念～

長門市在住のイラストレーター尾崎眞吾さんが金子みすゞの詩の世界観をイラストで表現する

「尾崎眞吾のみすゞギャラリー｣。

広報ながとでの連載200回を記念して、これまでの200作品を展示するギャラリー展を開催します。

尾崎さんの柔らかなタッチと金子みすゞのやさしさに触れにぜひご来場下さい。

問い合わせ：長門市企画政策課広報広聴係　TEL：0837-23-1117

■会場／文化情報ギャラリー
■入場料／無料
　会期中休館日（１月15日(月))

30年 １月13日（土）～１月21日（日）　10:00～17:00

大スクリーンによる高画質最新デジタル上映

第1回　ルネッサシネマ ～市民名画劇場～

主催：山口県映画センター、北浦シネクラブ

11月23日（木･祝）

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］

①10:00～11:30「怪盗グルーのミニオン大脱走」　②12:30～14:40「花戦さ」
③15:30～17:00「怪盗グルーのミニオン大脱走」　④18:00～20:10「花戦さ」
※開場は各回30分前

よしつねせんぼんざくら

つり　　　　　　おんな

一、義経千本桜
　　　　すし屋

二、釣　　　女

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～

出演：齋藤真知亜（第１ヴァイオリン･フォアシュピラー）
　　　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）

曲目：ディヴェルティメントＫ.136（モーツァルト）から
　　　白鳥（サンサーンス）
　　　夢のあとに（フォーレ）
　　　チャールダーシュ（モンティ）
　　　イェスタデイ（ビートルズ）
　　　ヘイ･ジュード（ビートルズ）ほか

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　第13回 和太鼓ワークショップ
30年 2月18日（日）
13:00～15：00　※受付12：30～

今回で13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）※太鼓のバチは貸出します。

参 加 料■500円　　　　　応募締切■２月２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■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　　TEL：0837-26-6001　FAX：0837-26-6002

30年 1月20日（土）
 10:30開場　11:00開演［12:30終演予定］

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　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／発売中
■プレイガイド／①（窓口・電話)

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■10月21日(土)～12月23日(土)

ワークショップの中で、万作の会の狂言師の指導のもと、実際に舞台上で
狂言のセリフや動きを体験される方を募集します。
おなかの底から声を出し、からだを大きく使って表現する《狂言》。
狂言の豊かな世界を肌で感じることができる、またとない機会です。

「附子」

狂言の基礎的なお話や特徴的な演技の型を学ぶ

ワークショップと、舞台で演じられる狂言の鑑賞。

初めての方でも、楽しみながら古典芸能《狂言》に

親しむことができます。

第１部　ワークショップ

　　　　講師：深田博治

第２部　狂言「附子」

　　　　出演：中村修一

　　　　　　　岡　聡史

　　　　　　　飯田　豪

ぶ　す

30年 1月28日（日） ①ドリームシップ　海のホール　11:30開場　12:00開演（13:30終演予定）
　【下関市生涯学習プラザ】
②防府市公会堂　大ホール　　16:00開場　16:30開演（18:00終演予定）

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　文楽講座「文楽への扉」

■募集人数／①ドリームシップ　500名

　　　　　　②防府市公会堂　　600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）※要整理券

■整理券配布／11月25日（土）10:00より

■整理券配布場所／①ドリームシップ、ルネッサながと

　　　　　　　　　②アスピラート、防府市公会堂、ルネッサながと

■問合先／当館もしくは下記までお問い合わせ下さい。

　　　　　①ドリームシップ【下関市生涯学習プラザ】（電話:083-231-1234)

　　　　　② (公財）防府市文化振興財団　アスピラート（電話:0835-26-5151）

プログラム
１．文楽っておもしろい
　 　 文楽の物語を語る太夫と三味線弾き、その語りに合わせて芝居をする
　 　 人形遣いの実践を交えたお話です。
　　（太　夫）豊竹芳穂太夫
　　（三味線）鶴澤友之助
　　（人　形）吉田勘市、桐竹勘次郎、吉田簑之

２．｢出世景清」平成30年7月8日「第六回ながと近松文楽」にて上演
　 　 近松門左衛門が竹本義太夫と初めて提携した作品「出世景清｣。
　 　 作曲された鶴澤燕三師が印象的な場面を弾き語り、　西聖司さんと
　 　 お話を進めていきます。
　　（弾き語り）鶴澤燕三　（お話）　西聖司

やまぐち伝統芸能まつり資料展
出演団体を紹介する関係資料を展示します。
　■日　時：30年2月24日（土）～2月28日（水）10:00～16:00
　■会　場：文化情報ギャラリー　　　■入場料：無料

昨年度の様子

文楽の第一線で活躍する技芸員さんや専門家をお招きして、文楽を楽しんでいただきます。

意外とおもしろい人形浄瑠璃文楽。｢来て｣「観て｣「体感」しませんか。

主催：①（公財）長門市文化振興財団、（公財）下関市文化振興財団

　　　②（公財）長門市文化振興財団、（公財）防府市文化振興財団

熱いぜ長門！

おやじバンド祭り　Vol.14
30年 2月11日（日・祝）　 13：00開場　13：30開演［16：30終演予定］

■入場料／(全席自由、税込）1,000円　※未就学児無料

■発売日／12月予定
■プレイガイド／①（窓口・電話）

今年も多彩な出演者が長門に集結。

おやじ達の熱いステージをお楽しみ下さい。

昨年度の様子

30年 2月25日（日）　 昼公演

山口県が誇る伝統芸能の数々

第4回　やまぐち伝統芸能まつり
■入場料／(全席自由）無料

山口県指定文化財の狂言、歌舞伎、人形芝居、神楽などを紹介します。

明治維新150年を記念して、鹿児島の団体にゲスト出演していただきます。

各地の伝統芸能のすばらしさを、是非間近でご堪能下さい。

出演団体
東郷文弥節人形浄瑠璃保存会（鹿児島県薩摩川内市)、大波野神舞保存会（田布施町)、

徳地人形浄瑠璃保存会（山口市)、山口鷺流狂言保存会（山口市)、

別府岩戸神楽舞保存会（美祢市)、俵山子ども歌舞伎（長門市）

昨年度の様子

30年 3月3日（土）～3月4日（日）　 10：00～17：00

おかげさまで18年

サンクスまつり

3月4日のルネッサながと開館記念日を祝う、年に一度の感謝祭。今年も県内アーティストによる

フリーマーケット「Art Market Renaissa」をはじめ、様々なプログラムで皆様をお待ちしています。

すみ　　ぬり

ぼう 　 しばり

ふく　　かみ



2 3 「第９回　子どもたちによるフレッシュコンサート」　30年４月８日（日）　14:00開演　入場無料「雛人形展」　３月開催予定　10:00～16:00　入場無料 4 〈臨時休館日〉12月4日（月）、30年1月15日（月）、30年3月12日（月）

昨年度の展示
「国性爺合戦　浜づたいの段」子ども

「怪盗グルーのミニオン大脱走」 「花戦さ」

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

チケット

発売中

チケット

発売中

チケット

発売中

中村獅童丈、初役で挑む「すし屋」権太は必見！

松竹大歌舞伎
11月18日（土）

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)

友の会会員（会員割引)
１階席3,500円、２階席2,000円（割引適用４枚まで)

 ※高校生以下席の割引適用無し

■入場料／(全席指定、税込）１階席7,900円、２階席7,400円

■発売日／発売中

■プレイガイド／①（WEB・窓口・電話)、②（Ｌコード：62832)、

　③（Ｐコード：456-894)、⑨
『義経千本桜』からは源平の争いに巻き込まれた人々の人間模様と、

その間で織り成される情を描いた「すし屋」を、また『釣女』では、

嫁取りに赴く主と太郎冠者の可笑しみを湛えた舞踊劇をお届けします。

感動の嵐！ ＴＡＯ ２０１７
ＤＲＵＭ ＴＡＯ　ドラムロック　疾風

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」

15回目となる今年も、ルネッサながとに凱旋！

北浦地域の歌自慢たちが歌声を響かせる

＜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］

■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／発売中
■プレイガイド／①（窓口・電話)、
　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

長門市出身の作詞家・故大津あきら氏の業績を顕彰し、カラオケ大会を開催します。
皆様の熱いご声援をお待ちしております。

共　催：NPO法人北浦音楽芸能文化協会

第１部 北浦地域の歌謡グループ歌唱大会

第２部 北浦選抜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　　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　　岩本　公水
審 査 員 長：作　　詞　　家　　いとう　彩

12月17日（日）　13：30開場　14：00開演［16：00終演予定］

■入場料／(税込）１階席4,000円（指定席)、２階席2,500円（自由席)

　高校生以下1,500円（２階席のみ)、ペア割引有り（１階席のみ　取扱は窓口のみ)

■発売日／発売中

■プレイガイド／①（WEB・窓口・電話)、②（Ｌコード：62838)、

　③（Ｐコード：323-166)、⑨

国内トップクラスの実力を誇るＮＨＫ交響楽団メンバーが贈る、

華やかなハーモニー。クラシックの名曲からビートルズナンバー

までの多彩なプログラムをお楽しみ下さい。

「墨　塗」 「棒　縛」 「福の神」

齋藤真知亜 降旗貴雄 坂口弦太郎 市　寛也

30年 １月20日（土）
13:30開場　14:00開演［15:45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)

新春を彩る万作の会による至芸
第18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／発売中
■プレイガイド／①（WEB・窓口・電話)、②（Ｌコード：62843)、
　③（Ｐコード：456-897)、⑨
　宿泊プラン（締切：12月23日（土))
　※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

男と女の化かし合いが面白い「墨塗｣、心楽しくなれる

狂言の代表作「棒縛」、なごやかな雰囲気の「福の神」の三曲です。

バラエティに富んだ狂言の和楽の世界をご堪能下さい。

解説　高野和憲

狂言「墨　塗」　石田幸雄　　深田博治　　月崎晴夫

狂言「棒　縛」　野村萬斎　　高野和憲　　岡　聡史

狂言「福の神」　野村万作　　中村修一　　内藤　連
　　　　　　　　地謡：深田博治　　岡　聡史　　飯田　豪

DRUM TAODRUM TAOCC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)

■入場料／(全席指定、税込）１階席5,500円、２階席5,000円
　 ※残席わずか

■発売日／発売中
■プレイガイド／①（WEB・窓口・電話）

■入場料／(全席自由、税込）
　　　　　一般1,000円［当日1,300円］、
　　　　　３才以上高校生以下700円［当日1,000円］
　※チケット１枚でいずれか１作品をご覧いただけます。全作品入替制。

■発売日／発売中
■プレイガイド／①（窓口・電話)、⑥　他

12月２日（土）
13:30開場　14:00開演

12月３日（日）
①11:30開場　12:00開演
②15:30開場　16:00開演

近松の想いを映す和紙人形

「近松人形の花形たち」展

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。

■会場／文化情報ギャラリー
■入場料／無料
　会期中休館日（12月4日(月))

11月18日（土）～12月17日（日）　10:00～16:00
尾崎眞吾のみすゞギャラリー展～広報ながと連載200回記念～

長門市在住のイラストレーター尾崎眞吾さんが金子みすゞの詩の世界観をイラストで表現する

「尾崎眞吾のみすゞギャラリー｣。

広報ながとでの連載200回を記念して、これまでの200作品を展示するギャラリー展を開催します。

尾崎さんの柔らかなタッチと金子みすゞのやさしさに触れにぜひご来場下さい。

問い合わせ：長門市企画政策課広報広聴係　TEL：0837-23-1117

■会場／文化情報ギャラリー
■入場料／無料
　会期中休館日（１月15日(月))

30年 １月13日（土）～１月21日（日）　10:00～17:00

大スクリーンによる高画質最新デジタル上映

第1回　ルネッサシネマ ～市民名画劇場～

主催：山口県映画センター、北浦シネクラブ

11月23日（木･祝）

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］

①10:00～11:30「怪盗グルーのミニオン大脱走」　②12:30～14:40「花戦さ」
③15:30～17:00「怪盗グルーのミニオン大脱走」　④18:00～20:10「花戦さ」
※開場は各回30分前

よしつねせんぼんざくら

つり　　　　　　おんな

一、義経千本桜
　　　　すし屋

二、釣　　　女

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～

出演：齋藤真知亜（第１ヴァイオリン･フォアシュピラー）
　　　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）

曲目：ディヴェルティメントＫ.136（モーツァルト）から
　　　白鳥（サンサーンス）
　　　夢のあとに（フォーレ）
　　　チャールダーシュ（モンティ）
　　　イェスタデイ（ビートルズ）
　　　ヘイ･ジュード（ビートルズ）ほか

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　第13回 和太鼓ワークショップ
30年 2月18日（日）
13:00～15：00　※受付12：30～

今回で13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）※太鼓のバチは貸出します。

参 加 料■500円　　　　　応募締切■２月２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■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　　TEL：0837-26-6001　FAX：0837-26-6002

30年 1月20日（土）
 10:30開場　11:00開演［12:30終演予定］

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　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／発売中
■プレイガイド／①（窓口・電話)

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■10月21日(土)～12月23日(土)

ワークショップの中で、万作の会の狂言師の指導のもと、実際に舞台上で
狂言のセリフや動きを体験される方を募集します。
おなかの底から声を出し、からだを大きく使って表現する《狂言》。
狂言の豊かな世界を肌で感じることができる、またとない機会です。

「附子」

狂言の基礎的なお話や特徴的な演技の型を学ぶ

ワークショップと、舞台で演じられる狂言の鑑賞。

初めての方でも、楽しみながら古典芸能《狂言》に

親しむことができます。

第１部　ワークショップ

　　　　講師：深田博治

第２部　狂言「附子」

　　　　出演：中村修一

　　　　　　　岡　聡史

　　　　　　　飯田　豪

ぶ　す

30年 1月28日（日） ①ドリームシップ　海のホール　11:30開場　12:00開演（13:30終演予定）
　【下関市生涯学習プラザ】
②防府市公会堂　大ホール　　16:00開場　16:30開演（18:00終演予定）

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　文楽講座「文楽への扉」

■募集人数／①ドリームシップ　500名

　　　　　　②防府市公会堂　　600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）※要整理券

■整理券配布／11月25日（土）10:00より

■整理券配布場所／①ドリームシップ、ルネッサながと

　　　　　　　　　②アスピラート、防府市公会堂、ルネッサながと

■問合先／当館もしくは下記までお問い合わせ下さい。

　　　　　①ドリームシップ【下関市生涯学習プラザ】（電話:083-231-1234)

　　　　　② (公財）防府市文化振興財団　アスピラート（電話:0835-26-5151）

プログラム
１．文楽っておもしろい
　 　 文楽の物語を語る太夫と三味線弾き、その語りに合わせて芝居をする
　 　 人形遣いの実践を交えたお話です。
　　（太　夫）豊竹芳穂太夫
　　（三味線）鶴澤友之助
　　（人　形）吉田勘市、桐竹勘次郎、吉田簑之

２．｢出世景清」平成30年7月8日「第六回ながと近松文楽」にて上演
　 　 近松門左衛門が竹本義太夫と初めて提携した作品「出世景清｣。
　 　 作曲された鶴澤燕三師が印象的な場面を弾き語り、　西聖司さんと
　 　 お話を進めていきます。
　　（弾き語り）鶴澤燕三　（お話）　西聖司

やまぐち伝統芸能まつり資料展
出演団体を紹介する関係資料を展示します。
　■日　時：30年2月24日（土）～2月28日（水）10:00～16:00
　■会　場：文化情報ギャラリー　　　■入場料：無料

昨年度の様子

文楽の第一線で活躍する技芸員さんや専門家をお招きして、文楽を楽しんでいただきます。

意外とおもしろい人形浄瑠璃文楽。｢来て｣「観て｣「体感」しませんか。

主催：①（公財）長門市文化振興財団、（公財）下関市文化振興財団

　　　②（公財）長門市文化振興財団、（公財）防府市文化振興財団

熱いぜ長門！

おやじバンド祭り　Vol.14
30年 2月11日（日・祝）　 13：00開場　13：30開演［16：30終演予定］

■入場料／(全席自由、税込）1,000円　※未就学児無料

■発売日／12月予定
■プレイガイド／①（窓口・電話）

今年も多彩な出演者が長門に集結。

おやじ達の熱いステージをお楽しみ下さい。

昨年度の様子

30年 2月25日（日）　 昼公演

山口県が誇る伝統芸能の数々

第4回　やまぐち伝統芸能まつり
■入場料／(全席自由）無料

山口県指定文化財の狂言、歌舞伎、人形芝居、神楽などを紹介します。

明治維新150年を記念して、鹿児島の団体にゲスト出演していただきます。

各地の伝統芸能のすばらしさを、是非間近でご堪能下さい。

出演団体
東郷文弥節人形浄瑠璃保存会（鹿児島県薩摩川内市)、大波野神舞保存会（田布施町)、

徳地人形浄瑠璃保存会（山口市)、山口鷺流狂言保存会（山口市)、

別府岩戸神楽舞保存会（美祢市)、俵山子ども歌舞伎（長門市）

昨年度の様子

30年 3月3日（土）～3月4日（日）　 10：00～17：00

おかげさまで18年

サンクスまつり

3月4日のルネッサながと開館記念日を祝う、年に一度の感謝祭。今年も県内アーティストによる

フリーマーケット「Art Market Renaissa」をはじめ、様々なプログラムで皆様をお待ちしています。

すみ　　ぬり

ぼう 　 しばり

ふく　　かみ



2 3 「第９回　子どもたちによるフレッシュコンサート」　30年４月８日（日）　14:00開演　入場無料「雛人形展」　３月開催予定　10:00～16:00　入場無料 4 〈臨時休館日〉12月4日（月）、30年1月15日（月）、30年3月12日（月）

昨年度の展示
「国性爺合戦　浜づたいの段」子ども

「怪盗グルーのミニオン大脱走」 「花戦さ」

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

チケット

発売中

チケット

発売中

チケット

発売中

中村獅童丈、初役で挑む「すし屋」権太は必見！

松竹大歌舞伎
11月18日（土）

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)

友の会会員（会員割引)
１階席3,500円、２階席2,000円（割引適用４枚まで)

 ※高校生以下席の割引適用無し

■入場料／(全席指定、税込）１階席7,900円、２階席7,400円

■発売日／発売中

■プレイガイド／①（WEB・窓口・電話)、②（Ｌコード：62832)、

　③（Ｐコード：456-894)、⑨
『義経千本桜』からは源平の争いに巻き込まれた人々の人間模様と、

その間で織り成される情を描いた「すし屋」を、また『釣女』では、

嫁取りに赴く主と太郎冠者の可笑しみを湛えた舞踊劇をお届けします。

感動の嵐！ ＴＡＯ ２０１７
ＤＲＵＭ ＴＡＯ　ドラムロック　疾風

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」

15回目となる今年も、ルネッサながとに凱旋！

北浦地域の歌自慢たちが歌声を響かせる

＜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］

■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／発売中
■プレイガイド／①（窓口・電話)、
　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

長門市出身の作詞家・故大津あきら氏の業績を顕彰し、カラオケ大会を開催します。
皆様の熱いご声援をお待ちしております。

共　催：NPO法人北浦音楽芸能文化協会

第１部 北浦地域の歌謡グループ歌唱大会

第２部 北浦選抜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　　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　　岩本　公水
審 査 員 長：作　　詞　　家　　いとう　彩

12月17日（日）　13：30開場　14：00開演［16：00終演予定］

■入場料／(税込）１階席4,000円（指定席)、２階席2,500円（自由席)

　高校生以下1,500円（２階席のみ)、ペア割引有り（１階席のみ　取扱は窓口のみ)

■発売日／発売中

■プレイガイド／①（WEB・窓口・電話)、②（Ｌコード：62838)、

　③（Ｐコード：323-166)、⑨

国内トップクラスの実力を誇るＮＨＫ交響楽団メンバーが贈る、

華やかなハーモニー。クラシックの名曲からビートルズナンバー

までの多彩なプログラムをお楽しみ下さい。

「墨　塗」 「棒　縛」 「福の神」

齋藤真知亜 降旗貴雄 坂口弦太郎 市　寛也

30年 １月20日（土）
13:30開場　14:00開演［15:45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)

新春を彩る万作の会による至芸
第18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／発売中
■プレイガイド／①（WEB・窓口・電話)、②（Ｌコード：62843)、
　③（Ｐコード：456-897)、⑨
　宿泊プラン（締切：12月23日（土))
　※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

男と女の化かし合いが面白い「墨塗｣、心楽しくなれる

狂言の代表作「棒縛」、なごやかな雰囲気の「福の神」の三曲です。

バラエティに富んだ狂言の和楽の世界をご堪能下さい。

解説　高野和憲

狂言「墨　塗」　石田幸雄　　深田博治　　月崎晴夫

狂言「棒　縛」　野村萬斎　　高野和憲　　岡　聡史

狂言「福の神」　野村万作　　中村修一　　内藤　連
　　　　　　　　地謡：深田博治　　岡　聡史　　飯田　豪

DRUM TAODRUM TAOCC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)

■入場料／(全席指定、税込）１階席5,500円、２階席5,000円
　 ※残席わずか

■発売日／発売中
■プレイガイド／①（WEB・窓口・電話）

■入場料／(全席自由、税込）
　　　　　一般1,000円［当日1,300円］、
　　　　　３才以上高校生以下700円［当日1,000円］
　※チケット１枚でいずれか１作品をご覧いただけます。全作品入替制。

■発売日／発売中
■プレイガイド／①（窓口・電話)、⑥　他

12月２日（土）
13:30開場　14:00開演

12月３日（日）
①11:30開場　12:00開演
②15:30開場　16:00開演

近松の想いを映す和紙人形

「近松人形の花形たち」展

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。

■会場／文化情報ギャラリー
■入場料／無料
　会期中休館日（12月4日(月))

11月18日（土）～12月17日（日）　10:00～16:00
尾崎眞吾のみすゞギャラリー展～広報ながと連載200回記念～

長門市在住のイラストレーター尾崎眞吾さんが金子みすゞの詩の世界観をイラストで表現する

「尾崎眞吾のみすゞギャラリー｣。

広報ながとでの連載200回を記念して、これまでの200作品を展示するギャラリー展を開催します。

尾崎さんの柔らかなタッチと金子みすゞのやさしさに触れにぜひご来場下さい。

問い合わせ：長門市企画政策課広報広聴係　TEL：0837-23-1117

■会場／文化情報ギャラリー
■入場料／無料
　会期中休館日（１月15日(月))

30年 １月13日（土）～１月21日（日）　10:00～17:00

大スクリーンによる高画質最新デジタル上映

第1回　ルネッサシネマ ～市民名画劇場～

主催：山口県映画センター、北浦シネクラブ

11月23日（木･祝）

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］

①10:00～11:30「怪盗グルーのミニオン大脱走」　②12:30～14:40「花戦さ」
③15:30～17:00「怪盗グルーのミニオン大脱走」　④18:00～20:10「花戦さ」
※開場は各回30分前

よしつねせんぼんざくら

つり　　　　　　おんな

一、義経千本桜
　　　　すし屋

二、釣　　　女

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～

出演：齋藤真知亜（第１ヴァイオリン･フォアシュピラー）
　　　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）

曲目：ディヴェルティメントＫ.136（モーツァルト）から
　　　白鳥（サンサーンス）
　　　夢のあとに（フォーレ）
　　　チャールダーシュ（モンティ）
　　　イェスタデイ（ビートルズ）
　　　ヘイ･ジュード（ビートルズ）ほか

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　第13回 和太鼓ワークショップ
30年 2月18日（日）
13:00～15：00　※受付12：30～

今回で13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）※太鼓のバチは貸出します。

参 加 料■500円　　　　　応募締切■２月２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■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　　TEL：0837-26-6001　FAX：0837-26-6002

30年 1月20日（土）
 10:30開場　11:00開演［12:30終演予定］

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　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／発売中
■プレイガイド／①（窓口・電話)

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■10月21日(土)～12月23日(土)

ワークショップの中で、万作の会の狂言師の指導のもと、実際に舞台上で
狂言のセリフや動きを体験される方を募集します。
おなかの底から声を出し、からだを大きく使って表現する《狂言》。
狂言の豊かな世界を肌で感じることができる、またとない機会です。

「附子」

狂言の基礎的なお話や特徴的な演技の型を学ぶ

ワークショップと、舞台で演じられる狂言の鑑賞。

初めての方でも、楽しみながら古典芸能《狂言》に

親しむことができます。

第１部　ワークショップ

　　　　講師：深田博治

第２部　狂言「附子」

　　　　出演：中村修一

　　　　　　　岡　聡史

　　　　　　　飯田　豪

ぶ　す

30年 1月28日（日） ①ドリームシップ　海のホール　11:30開場　12:00開演（13:30終演予定）
　【下関市生涯学習プラザ】
②防府市公会堂　大ホール　　16:00開場　16:30開演（18:00終演予定）

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　文楽講座「文楽への扉」

■募集人数／①ドリームシップ　500名

　　　　　　②防府市公会堂　　600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）※要整理券

■整理券配布／11月25日（土）10:00より

■整理券配布場所／①ドリームシップ、ルネッサながと

　　　　　　　　　②アスピラート、防府市公会堂、ルネッサながと

■問合先／当館もしくは下記までお問い合わせ下さい。

　　　　　①ドリームシップ【下関市生涯学習プラザ】（電話:083-231-1234)

　　　　　② (公財）防府市文化振興財団　アスピラート（電話:0835-26-5151）

プログラム
１．文楽っておもしろい
　 　 文楽の物語を語る太夫と三味線弾き、その語りに合わせて芝居をする
　 　 人形遣いの実践を交えたお話です。
　　（太　夫）豊竹芳穂太夫
　　（三味線）鶴澤友之助
　　（人　形）吉田勘市、桐竹勘次郎、吉田簑之

２．｢出世景清」平成30年7月8日「第六回ながと近松文楽」にて上演
　 　 近松門左衛門が竹本義太夫と初めて提携した作品「出世景清｣。
　 　 作曲された鶴澤燕三師が印象的な場面を弾き語り、　西聖司さんと
　 　 お話を進めていきます。
　　（弾き語り）鶴澤燕三　（お話）　西聖司

やまぐち伝統芸能まつり資料展
出演団体を紹介する関係資料を展示します。
　■日　時：30年2月24日（土）～2月28日（水）10:00～16:00
　■会　場：文化情報ギャラリー　　　■入場料：無料

昨年度の様子

文楽の第一線で活躍する技芸員さんや専門家をお招きして、文楽を楽しんでいただきます。

意外とおもしろい人形浄瑠璃文楽。｢来て｣「観て｣「体感」しませんか。

主催：①（公財）長門市文化振興財団、（公財）下関市文化振興財団

　　　②（公財）長門市文化振興財団、（公財）防府市文化振興財団

熱いぜ長門！

おやじバンド祭り　Vol.14
30年 2月11日（日・祝）　 13：00開場　13：30開演［16：30終演予定］

■入場料／(全席自由、税込）1,000円　※未就学児無料

■発売日／12月予定
■プレイガイド／①（窓口・電話）

今年も多彩な出演者が長門に集結。

おやじ達の熱いステージをお楽しみ下さい。

昨年度の様子

30年 2月25日（日）　 昼公演

山口県が誇る伝統芸能の数々

第4回　やまぐち伝統芸能まつり
■入場料／(全席自由）無料

山口県指定文化財の狂言、歌舞伎、人形芝居、神楽などを紹介します。

明治維新150年を記念して、鹿児島の団体にゲスト出演していただきます。

各地の伝統芸能のすばらしさを、是非間近でご堪能下さい。

出演団体
東郷文弥節人形浄瑠璃保存会（鹿児島県薩摩川内市)、大波野神舞保存会（田布施町)、

徳地人形浄瑠璃保存会（山口市)、山口鷺流狂言保存会（山口市)、

別府岩戸神楽舞保存会（美祢市)、俵山子ども歌舞伎（長門市）

昨年度の様子

30年 3月3日（土）～3月4日（日）　 10：00～17：00

おかげさまで18年

サンクスまつり

3月4日のルネッサながと開館記念日を祝う、年に一度の感謝祭。今年も県内アーティストによる

フリーマーケット「Art Market Renaissa」をはじめ、様々なプログラムで皆様をお待ちしています。

すみ　　ぬり

ぼう 　 しばり

ふく　　かみ
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■電話予約 [受付時間9:00～17：00]

■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

■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）
●＠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、セブン-イレブン

※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。

※各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。

■インターネット［受付時間24時間］

◎インターネットでチケットがご購入できるようになりました

●ルネッサながとのホームページの チケットのご予約・ご購入について
　からお手続き下さい。

●お支払・受取方法
　事務所窓口（9:00～17:00）、セブン-イレブン（24時間）

※前売販売初日は10：00からの受付となります。

※インターネットでご予約・ご購入の際は、WEB会員（無料）・友の会（有料）への入会が必要です。
※前売販売初日は、座席の指定はできません。座席指定のご購入は翌日から可能です。

※セブン-イレブンでのお支払いの際は、決済手数料として1件につき162円、
　発券手数料として1枚につき108円ご負担いただきます。

①ルネッサながと

②ローソンチケット

③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

　　　　広島八丁堀福屋支店

☎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

☎082-207-1266

■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　2017年／秋冬号山口県立劇場 ルネッサながと 文化情報誌　2017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)

ルネッサながと友の会　会員募集 ルネッサながとWEB会員　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

インターネットチケット購入サービスに
特化した会員です。
■会員特典／チケットのインターネット購入ができます。
　　　　　　公演情報をメールマガジンで配信します。
■入会方法／ルネッサながとホームページでご入会できます。
■会　　費／無料

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（金）～30年1月3日（水）　※1月3日は、成人式のため午前劇場のみ臨時開館

－

－

－

－

－

－

－

18:00～
21：00

18:00～
21：00

13:00～
16：00

10:00～
17：00

10:00～
17：00

10:00～
17：00

18:00

14:00

①18:00～
②19：00～

月・日 開催・開演時間 公演・展示・ワークショップ名 参加料・入場料 そ　　の　　他チケット発売日

ひかりアート展
特別公演　和蝋燭と日本舞踊

ひかりアート展
特別展示　生花×LED

レストランコンサート
冬の夜会～
MATOKKU X'mas Concert～

MATOKKU X'mas Concert
マトック･クリスマスコンサート

ポストカード島第４弾

ポスコン?！ 2018

trans_2017-2018　展覧会

アート・フェスティバル2018

ひかりアート展

無料
各30人・

当日整理券配布

一般　2,000円
中・高校生1,000円

小学生・未就学児（1歳以上）500円
ＦＮ割引あり

5,000円
ＦＮ割引あり

無料

無料

無料

無料

無料

無料

発売中

発売中

県内・海外アーティストが
「ひかり」を使ったアートを展開

花柳寿寛福による「語り」を交え、
和蝋燭のゆらめく灯りのもと、
舞踊家・花柳寿寛の「創作舞踊」が
披露されます。

華道家・松原良子とブルーウェーブ
テクノロジーズ株式会社の協働によ
る生花とLEDのコラボレーション
作品を期間限定で展示

ディナー・ドリンク・コンサート
料金含む

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。

作品募集：
12月１日(金)～１月12日(金)

国内外の若手アーティストの
滞在制作による作品展。
2月24日(土)展覧会
オープニングレセプションを開催

※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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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〕

11月12日（日）～
　11月19日（日）

11月12日（日）

11月17日（金）～
　11月19日（日）

12月２日（土）

12月３日（日）

12月10日（日）

１月20日（土）～
　２月12日（月・祝）

２月25日（日）～
　　３月５日（月）

３月17日（土）～
　 ３月18日（日）

DRUM TAOC

中村獅童中村獅童中村獅童

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
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■電話予約 [受付時間9:00～17：00]

■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

■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）
●＠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、セブン-イレブン

※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。

※各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。

■インターネット［受付時間24時間］

◎インターネットでチケットがご購入できるようになりました

●ルネッサながとのホームページの チケットのご予約・ご購入について
　からお手続き下さい。

●お支払・受取方法
　事務所窓口（9:00～17:00）、セブン-イレブン（24時間）

※前売販売初日は10：00からの受付となります。

※インターネットでご予約・ご購入の際は、WEB会員（無料）・友の会（有料）への入会が必要です。
※前売販売初日は、座席の指定はできません。座席指定のご購入は翌日から可能です。

※セブン-イレブンでのお支払いの際は、決済手数料として1件につき162円、
　発券手数料として1枚につき108円ご負担いただきます。

①ルネッサながと

②ローソンチケット

③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

　　　　広島八丁堀福屋支店

☎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

☎082-207-1266

■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　2017年／秋冬号山口県立劇場 ルネッサながと 文化情報誌　2017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)

ルネッサながと友の会　会員募集 ルネッサながとWEB会員　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

インターネットチケット購入サービスに
特化した会員です。
■会員特典／チケットのインターネット購入ができます。
　　　　　　公演情報をメールマガジンで配信します。
■入会方法／ルネッサながとホームページでご入会できます。
■会　　費／無料

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（金）～30年1月3日（水）　※1月3日は、成人式のため午前劇場のみ臨時開館

－

－

－

－

－

－

－

18:00～
21：00

18:00～
21：00

13:00～
16：00

10:00～
17：00

10:00～
17：00

10:00～
17：00

18:00

14:00

①18:00～
②19：00～

月・日 開催・開演時間 公演・展示・ワークショップ名 参加料・入場料 そ　　の　　他チケット発売日

ひかりアート展
特別公演　和蝋燭と日本舞踊

ひかりアート展
特別展示　生花×LED

レストランコンサート
冬の夜会～
MATOKKU X'mas Concert～

MATOKKU X'mas Concert
マトック･クリスマスコンサート

ポストカード島第４弾

ポスコン?！ 2018

trans_2017-2018　展覧会

アート・フェスティバル2018

ひかりアート展

無料
各30人・

当日整理券配布

一般　2,000円
中・高校生1,000円

小学生・未就学児（1歳以上）500円
ＦＮ割引あり

5,000円
ＦＮ割引あり

無料

無料

無料

無料

無料

無料

発売中

発売中

県内・海外アーティストが
「ひかり」を使ったアートを展開

花柳寿寛福による「語り」を交え、
和蝋燭のゆらめく灯りのもと、
舞踊家・花柳寿寛の「創作舞踊」が
披露されます。

華道家・松原良子とブルーウェーブ
テクノロジーズ株式会社の協働によ
る生花とLEDのコラボレーション
作品を期間限定で展示

ディナー・ドリンク・コンサート
料金含む

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。

作品募集：
12月１日(金)～１月12日(金)

国内外の若手アーティストの
滞在制作による作品展。
2月24日(土)展覧会
オープニングレセプションを開催

※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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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〕

11月12日（日）～
　11月19日（日）

11月12日（日）

11月17日（金）～
　11月19日（日）

12月２日（土）

12月３日（日）

12月10日（日）

１月20日（土）～
　２月12日（月・祝）

２月25日（日）～
　　３月５日（月）

３月17日（土）～
　 ３月18日（日）

DRUM TAOC
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