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世界中の名匠達に影響を与えた
溝口健二監督作品集

白石加代子さん初登場！

日本最強エンターテイメント!!

19年ぶりのコンサート!!
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7/4「ルネッサながと開館20周年記念公演」開催延期　　7/12「ながと和太鼓フェスティバル」開催中止

❷ EVENT INFORMATION

劇場の設備と仕事

終戦75周年～忘れてはいけない記憶

世界中の名匠達に影響を与えた日本映画の巨匠・溝口健二監督作品集

8月11日㈫　13:30開始  15:00終了予定 ［13:00受付開始］

8月15日㈯ ～ 9月6日㈰　10:00 ～ 16:00

8月15日㈯

8月16日㈰

バックステージツアー

「引揚港・仙崎」展

令和2年度優秀映画鑑賞推進事業  優秀映画鑑賞会

最新デジタル音響設備・
舞台機構・照明設備・劇
場の裏の裏をご案内いた
します。
古典芸能ならではの演出
体験もできます。

テレビドラマなどでも活躍中
の中村雅俊さんのコンサート
です。昨年デビュー 45周年
を迎え、さらに輝きを増した
ステージをご覧下さい。

昭和20年8月15日。終戦により、海外在住の約660万人余りの日本人は、故国日本への引き揚げを余儀なくされました。全てを捨て、身の危険が
迫る中での帰国の道のりは長く、大変困難を極めたといわれています。
長門市の仙崎港は、この引揚者受け入れのため、終戦直後に引揚港の指定を受け、昭和20年9月2日、全国で最初の引揚船となる興安丸が入港。以後、
1年余りで41万4千人が上陸し、34万人の朝鮮人を送還するなど、全国有数の引揚港として、地域を挙げて引揚援護事業を支えました。
あの激動の時代から今年、75年目を迎えます。時代とともに戦争や引き揚げの記憶が薄れつつある中、関係資料や写真をもとに、当時を振り返
ります。

日本映画を代表する溝口健二監督が、世界の映画祭で絶賛を
博した時代物を中心に代表作4本を上映します。

主な出演者
　西鶴一代女…田中絹代、三船敏郎、宇野重吉
　浪 華 悲 歌…山田五十鈴、梅村蓉子、進藤英太郎
　山 椒 大 夫…田中絹代、香川京子、花柳喜章
　雨 月 物 語…京マチ子、田中絹代、森雅之

■募集対象　小学生以上　※小学生は保護者同伴でお申込み下さい。
■募集人数　先着30名
■参 加 料　500円
■服　　装　舞台の移動は階段や段差がありますので、動きやすい服装・靴でお越し下さい。
■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。
■申込期間　8月5日（水）17:00まで
　　　　　　※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

■会　場　文化情報ギャラリー
■入場料　無料

※会期中休館日　8月17日（月）

■入場料　（全席自由・税込）1日券 300円
　　　　　※入場券1枚で当日の最終上映までご覧いただけます。
■発売日　6月23日（火）10:00より
■プレイガイド　①（電話・窓口）

主　　催：公益財団法人長門市文化振興財団、国立映画アーカイブ
特別協力：文化庁、一般社団法人日本映画製作者連盟、
　　　　　全国興行生活衛生同業組合連合会

①西鶴一代女　  9:30開場　10:00開演［12:16終演予定］
②浪華悲歌　　13:00開場　13:10開演［14:22終演予定］
③山椒大夫　　15:00開場　15:10開演［17:14終演予定］

①山椒大夫　　  9:00開場　  9:30開演［11:34終演予定］
②雨月物語　　12:10開場　12:20開演［13:57終演予定］
③西鶴一代女　14:30開場　14:40開演［16:56終演予定］

歌手、俳優など多方面で活躍中！

10月17日㈯　15:30開場　16:00開演［18:00終演予定］

中村雅俊コンサートツアー 2020
「ON and ON」Vol.4

■入場料　（全席指定・税込）　一律5,500円
■発売日　［友の会］ 7月11日（土）
　　　　　　　　　 9:00よりWEB受付開始、10:00より電話受付開始
　　　　　［一　般］ 7月18日（土）
　　　　　　　　　 9:00よりWEB受付開始、10:00より電話受付開始
■プレイガイド
　　　　　①（WEB・電話・窓口）、②（Lコード：61372）、
　　　　　③（Pコード：177-831）、⑧

友の会会員 一律5,200円（適用4枚まで） ※先行発売期間中4枚まで購入可

定式幕

山椒大夫

引揚者を援護する地元夫人 復員兵の仙崎上陸

中村雅俊



2021年2/14「やまぐち伝統芸能まつり」 　　3/14「おやじバンド祭りVol.17」

❸ EVENT INFORMATION

語りの名手と定評のある白石加代子さんの
朗読劇です。
アンコール公演第三弾にして、ついにル
ネッサながと初上演！
伝説の第一夜の作品を含む四作品をお届け
します。
この機会に是非、朗読劇をご体感下さい。
演目
　夢枕獏「ちょうちんが割れた話」
　筒井康隆「如菩薩団」
　半村良「箪笥」
　和田誠「おさる日記」

■入場料　（全席指定・税込）　一律5,000円
■発売日　［友の会］ 8月22日（土）
　　　　　　　9:00よりWEB受付開始、10:00より電話受付開始
　　　　　［一　般］ 9月1日（火）
　　　　　　　9:00よりWEB受付開始、10:00より電話受付開始
■プレイガイド
　　　　　①（WEB・電話・窓口）、②（Lコード：61956）、
　　　　　③（Pコード：500-395）、⑧
■団体予約［締切：8月8日（土）］
　※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

不思議な世界へようこそ

11月21日㈯　13:30開場　14:00開演［15:30終演予定］

白石加代子「百物語」

第1部　北浦地域の歌謡グループ歌唱大会
第2部　北浦スター東西歌合戦
第3部　ゲスト歌手歌謡ショー アトラクション：二胡奏者　王丹

ゲスト：キングレコード　山﨑たけし
　　　　キングレコード　川島とし子
　　　　キングレコード　藤咲まこ
特別ゲスト：テイチクエンタテインメント　京太郎
共催：NPO法人北浦音楽芸能文化協会

■入場料　（全席自由・税込）1,500円
　　　　　［全3部共通券、当日2,000円］
  ※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8日（火）10:00より
■プレイガイド　①（電話・窓口）、⑧

北浦の歌自慢たちが元気を届ける

11月23日（月・祝）　第1部10:00 ／第2部13:00 ／第3部14:30
［16:30終演予定］

＜大津あきら顕彰＞歌謡フェスティバル

力の限り、前へ、進む。
2020年新作「THE BEST LIVE 祭響 Saikyo」は、
27年の歳月を経たTAOがもう一度前進するため
に、原点に回帰する。
困難に立ち向かい乗り越えようと、未来へ動き出す
ために生まれた伝統「祭り」を熱狂の原動力である

「響」で表現。
漆黒の舞台に響き渡るのはTAOの鼓動のみ。
すべてを削ぎ落し、音を奏でるために磨き抜いた肉
体、魂で楽器と対峙する。自らの手で未来を明るく
照らし、未来を紡ぐ人間の尊さ、復興への祈りを響
きにのせる。
世界の大きな変化を前に、鼓動の奥底から湧き立つ
命の力、感謝の意を胸に、TAOは全力で突き進む。

「今、TAOが世界を元気にする！！」
18回連続開催をお楽しみに！！

■入場料
　（全席指定・税込）1階席5,800円、2階席5,300円
■発売日
　［友の会］8月29日（土）
　　　9:00よりWEB受付開始、10:00より電話受付開始
　［一　般］9月5日（土）
　　　9:00よりWEB受付開始、10:00より電話受付開始
■プレイガイド
　　①（WEB・電話・窓口）、②（Lコード：61966）、
　　③（Pコード：177-833）、⑧

新時代の日本エンターテイメント!!

11月28日㈯・11月29日㈰
TAO 2020　THE BEST LIVE 祭響 -Saikyo-

©DRUM TAO

友の会会員 1階席5,500円、2階席5,000円　（適用各4枚まで）
※先行発売期間中各4枚まで購入可

友の会会員 一律4,500円（適用4枚まで）※先行発売期間中4枚まで購入可

「万作の会」が狂言の魅力をあますとこ
ろなくお届けします。
洗練された至芸とともに「和楽の笑い」
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
　発売日：10月10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10日（土）9:00よりWEB受付開始、10:00より電話受付開始
　［一　般］10月20日（火）9:00よりWEB受付開始、10:00より電話受付開始
■プレイガイド
　①（WEB・電話・窓口）、②（Lコード：61999）、③（Pコード：500-396）、⑧
■団体予約［締切：9月26日（土）］、宿泊プラン［締切：12月20日（日）］
　※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

華やかな狂言が新春を寿ぐ

2021年1月11日（月・祝）
第21回　万作・萬斎 狂言公演

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

① 11:30開場　12:00開演［13:40終演予定］
② 15:30開場　16:00開演［17:40終演予定］

13:30開場  14:00開演
［16:00終演予定］

如菩薩団

京太郎

野村万作 野村萬斎



〈臨時休館日〉 7/13、8/17、10/19、11/9、12/7、2021年1/18、2/15、3/15

❹ EVENT INFORMATION

全日本吹奏楽コンクールや全日本マーチングコンテストで数々の受賞歴をもつ人気の精華女子
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。
全国トップクラスの演奏とパフォーマンスを是非ご鑑賞下さい。

■会　場　ルネッサながと　アリーナ
■入場料　（全席指定・税込）　一般：正面席2,000円、北席1,500円、南席1,500円
　　　　　　　　　　　　　　高校生以下：一律1,200円
■発売日　［友の会］10月24日（土）9:00よりWEB受付開始、10:00より電話受付開始
　　　　　［一　般］11月3日（火・祝）9:00よりWEB受付開始、10:00より電話受付開始
■プレイガイド
　　　　　①（WEB・電話・窓口）、②（Lコード：61774）、③（Pコード：177-830）、⑧
■団体予約［締切：10月10日（土）］※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

全国トップクラスのマーチングは必見!!

2021年1月24日㈰開催予定　13:30開場予定  14:00開演予定［16:00終演予定］

精華女子高等学校吹奏楽部コンサート 公演日が変更となりました

友の会会員 一般：正面席1,800円、北席1,500円、南席1,500円
高校生以下：一律1,200円（適用4枚まで）※先行発売期間中4枚まで購入可

ＮＨＫ Ｅテレ「ピタゴラスイッチ」のテーマ曲で大人気の3人が、リコーダーや色々な楽器を携えて
やってきます！おなじみの曲の数々を、美しい音色と心温まる演奏でお楽しみ下さい。

■入場料
　（全席指定・税込）　一般2,800円、高校生以下1,800円
　　※3歳以上有料。 
　　※3歳未満は、大人1名につき1名膝上鑑賞無料。座席が必要な場合は有料。
■発売日
　［友の会］10月31日（土）9:00よりWEB受付開始、10:00より電話受付開始
　［一　般］11月10日（火）9:00よりWEB受付開始、10:00より電話受付開始
■プレイガイド
　①（WEB・電話・窓口）、②（Lコード：62100）、③（Pコード：177-834）、⑧

■団体予約［締切：10月17日（土）］
　※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

■入場料　（全席自由）　無料

子どもも大人もひとつになれる、あったかコンサート

子どもたちの力溢れる演奏

伝統芸能に親しもう♪

2021年2月28日㈰　13:30開場　14:00開演［15:45終演予定］

2021年3月20日（土・祝）開催予定

2021年1 ～ 2月開催予定

栗コーダーカルテット〈ファミリーコンサート〉

第11回　子どもたちによる
　　　　　　　フレッシュコンサート

第16回　和太鼓ワークショップ

友の会会員 一般2,500円、高校生以下1,500円（適用4枚まで）
※先行発売期間中4枚まで購入可

昨年度の様子



山口県立劇場 ルネッサながと 文化情報誌　2020 年／夏号

〈年末年始休館日〉 12/29 ～ 2021年1/3　＊1/3は成人式のため午前劇場のみ臨時開館

❺ EVENT INFORMATION

■団体鑑賞のご案内

■託児サービスのご案内

■ルネッサながと WEB 会員　会員募集

■ルネッサながと友の会　会員募集

■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

　「秋吉台国際芸術村」公演情報

入会は随時受け付けをしております。
■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、若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。
　＊専用入会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・インターネット購入・割引・無料送付、情報誌の無料送付、
　　　　　　ルネッサシネマ招待券、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。
■入会方法／ルネッサながとホームページよりご入会できます。
■会　　費／無料
■会員特典／チケットのインターネット購入

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。

※ 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芸術村へお問い合わせ下さい。

〒754-0511  山口県美祢市秋芳町秋吉50　TEL 0837-63-0020　FAX 0837-63-0021　〈HP〉https://aiav.jp  〈E-mail〉 info@aiav.jp

開催日 時間 公演名 参加料・入場料 内　容

9月5日(土)
開場 17：00
開演 17：30

ペルセポリス
～秋吉台で聴く
　テープ音楽～

一　般  2,000円
ユース  1,000円

ＦＮ割引あり

クセナキスの代表作で、巨大なノイズ音響の中
にレーザー光が飛ぶテープ音楽「ペルセポリス」
を芸術村の中庭で上演します。
※ 屋外公演です。当日の気候により長袖など 
　 ご持参下さい。

9月27日（日）
開場 13：30
開演 14：00

水谷明仁バリトン
リサイタル

一　般  2,000円
ユース  1,000円

ＦＮ割引あり

シューベルトの歌曲集 「美しき水車小屋の娘」

をギターの上垣内寿光とともにじっくり聴かせ

る、本格ドイツリートをお楽しみに。

詳細につきましてはお問い合わせ下さい。　＊事情により取り扱いができない場合があります。

■湯本温泉、俵山温泉、油谷湾温泉、萩温泉の 10 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。

■ルネッサながとと宿泊施設間の送迎はお申し込み時にご相談下さい。

■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。

■湯本温泉（ルネッサながとから車で約 15 分）

　　一福旅館【☎ 0837-25-3914】
　　大谷山荘【☎ 0837-25-3300】
　　湯本観光ホテル西京【☎ 0837-25-3111】
　　湯本温泉ホテル枕水【☎ 0837-25-3211】
　　ホテル長門はらだ【☎ 0837-25-3521】
　　湯本ハイランドホテルふじ【☎ 0837-25-3711】
　　山村別館【☎ 0837-25-3011】

■俵山温泉（ルネッサながとから車で約 25 分）

　　松屋旅館【☎ 0837-29-0010】

■油谷湾温泉（ルネッサながとから車で約 25 分）

　　ホテル楊貴館【☎ 0837-32-1234】

■萩温泉（ルネッサながとから車で約 35 分）

　　萩本陣【☎ 0838-22-5252】

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：第21回万作・萬斎狂言公演
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チケットのご購入方法

交通アクセス

掲載している情報は 6/24（水）時点のものであり、イベントなどは中止・延期になることがあります。

ルネッサながと舞台公演事業　ご協賛のご案内 ルネッサながと協賛企業

■インターネット［受付時間24時間］　＊発売初日は9:00からの受付となります。
　◉ 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。
　　＊インターネットでご予約・ご購入の際は、WEB会員（無料）若しくは友の会（有料）
　　　への入会が必要です。
　　＊WEB用のお席をご指定いただきます。
　◉ お支払い・受取方法
　　セブン-イレブン（24時間）、事務所窓口（9:00 ～ 17:00）
　　＊セブン-イレブンでのお支払いの際は、支払手数料として1件につき165円、
　　　発券手数料として1枚につき110円ご負担いただきます。

■電話予約［受付時間9:00 ～ 17:00］　＊発売初日は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
　　セブン-イレブン、事務所窓口、銀行振込、郵便振替
　　＊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。

■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
　　＊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
　　＊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。

■協賛依頼額
　○特別公演協賛 一口 100 万円／年
　○公演協賛 一口 10 万円／年
　○メッセージボード（個人協賛）一口 1 万円／年
■協賛金受付期間　随時
■芳名版掲示期間　2020 年 4 月 1 日～ 2021 年 3 月 31 日
■特典　
　①特別公演協賛・公演協賛・個人協賛
　　　ルネッサながと「劇場入口ホワイエ」に協賛者の芳名版・
　　　メッセージボードを 1 年間掲示します。
　②特別公演協賛・公演協賛
　　　ルネッサながと「WEB サイト」「文化情報誌」に協賛企業
　　　としてロゴマーク・企業名を掲載します。
　③特別公演協賛・公演協賛
　　　協賛内容に応じて、公演の招待枠を確保します。

　＊その他詳しくはお問い合わせ下さい。

■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席程度 
車椅子席：5席程度 
2階席：184席

劇場案内

公共交通機関でお越しの場合
■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

お車でお越しの場合
■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

長門豊川いなり奉賛会
萩山口信用金庫　  　　 50 音順　敬称略

■チケット取扱所
　　　　　　＊イベントにより取扱所が異なります。

①ルネッサながと ☎0837-26-6001

②ローソンチケット ☎0570-084-006

③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アトラス萩店（カードセンター） ☎0838-26-0909

⑧ＮＴＡトラベル　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
　　　広島八丁堀福屋支店 ☎082-207-1266
　　　シーモール下関支店 ☎083-227-3144
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