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新型コロナウイルス感染拡大にともない中止または延期となる場合がございます。

吹奏楽コンクールや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］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
　　　　　［一　般］11月13日（金）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

全国トップクラスのマーチングは必見!!

2021年1月24日（日）13:30開場　14:00開演［16:00終演予定］
精華女子高等学校吹奏楽部コンサート

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

解説　高野和憲
狂言「萩大名」（はぎだいみょう）
　　石田幸雄　　月崎晴夫　　石田淡朗
狂言「柑子」（こうじ）
　　野村万作　　野村裕基
狂言「千切木」（ちぎりき）
　　野村萬斎　　深田博治　　高野和憲　　月崎晴夫
　　中村修一　　内藤　連　　飯田　豪　　石田淡朗

■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1日（日）9:00よりWEB受付開始、10:00より電話受付開始
　　　　　［一　般］11月11日（水）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
■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。

万作・萬斎・裕基の狂言三代、ルネッサながと初揃い踏み

2021年1月11日（月・祝）
13:15開場　14:00開演［15:55終演予定］

第21回　万作・萬斎 狂言公演

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

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

リコーダーやピアニカ等の身近な楽器から、見たこと・聴いたこともない楽器を織り交ぜた、
楽器の魅力溢れるコンサートです。
ゲスト演奏者：ビューティフルハミングバード　ギタリスト　タバティ
■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］12月5日（土）9:00よりWEB受付開始、10:00より電話受付開始
　　　　　［一　般］12月15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：11月21日（土）］　※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

NHK  Eテレ「ピタゴラスイッチ」でおなじみの3人が届けるほのぼのコンサート

2021年2月28日（日）　13:30開場　14:00開演［15:45終演予定］
栗コーダーカルテット〈ファミリーコンサート〉

発売日が変更となりました

発売日が変更となりました

発売日が変更となりました

「萩大名」 「柑子」

栗コーダ―カルテット

「千切木」	



〈臨時休館日〉11/9、12/7、2021年1/18、2/15、3/15

❷ EVENT INFORMATION

あなたの想像を遥かに超える、必見の
「百物語」です！
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」

第1部　ワークショップ
　　　講師：中村修一

第2部　狂言「柿山伏」（かきやまぶし）
　　　出演：内藤　連　　飯田　豪

ワークショップ舞台体験者募集
ワークショップの中で、実際に舞台上でセリフや
動きを体験される方を募集します。
■募集対象／小学5年生以上
■募集人数／先着8名
■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1日（日）～ 12月20日（日）

■入場料　（全席指定・税込）  一律5,000円
■発売日　発売中
■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）

■入場料
　　（全席自由・税込）  一般　500円、高校生以下　無料
　　※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1日（日）10:00より
■プレイガイド
　　　①（電話・窓口）

摩訶不思議な朗読劇

初めてでもリピーターでも　気軽に、楽しく、Let's狂言!!

11月21日（土）　13:30開場　14:00開演［15:30終演予定］

2021年1月11日（月・祝）　10:30開場　11:00開演［12:20終演予定］

白石加代子「百物語」

ながと近松文化講座　狂言教室

第1部　北浦地域の歌謡グループ歌唱大会
第2部　北浦スター演歌の競演
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）2,000円
　　　　　［全3部共通券、当日2,500円］
  ※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（電話・窓口）、⑧

北浦スターの歌声に元気をもらおう！

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］

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］

＜大津あきら顕彰＞歌謡フェスティバル

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の、
原点回帰の作品です。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　発売中
■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）

世界観客動員数800万人超の日本最強エンターテイメント!!

11月28日（土）・11月29日（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）

友の会会員 一律4,500円（適用4枚まで）

内容・入場料が変更となりました

発売日が変更となりました

開催中止のお知らせ 新型コロナウイルス感染拡大予防のため、下記公演は開催中止となりました。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

　■第 16 回　和太鼓ワークショップ
　■第 11 回　子どもたちによるフレッシュコンサート
　■第 6 回　やまぐち伝統芸能まつり

京太郎

「柿山伏」
※配役は写真とは異なります

「箪笥」



〈年末年始休館日〉12月29日～ 2021年1月3日

❸ INFORMATION

■団体鑑賞のご案内

■託児サービスのご案内

■新型コロナウイルス感染拡大防止への取り組み

■ルネッサながと友の会／WEB会員　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。

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国際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・期間 時間 公演名・展示名・ワークショップ名 参加料・入場料 内　容

11月23日(月・祝) 開場	13：30
開演	14：00

Mono-sax	×	雲井雅人
クラシカルサクソフォーン

コンサート

一　般	2,000円
ユース	1,000円
ＦＮ割引あり

名手・雲井雅人をソリストに迎え、地元演奏家を中心に結成
されたサクソフォーンアンサンブルの「モノ･サックス」ととも
にフランス音楽のプログラムを10本サクソフォーンで披露。

12月27日(日) 開場	13：30
開演	14：00 さうんどすけーぷ

一　般	2,000円
学　生　	　無料
ＦＮ割引あり

宇部市在住の作曲家ピアニスト磯部俊哉のコンサートシリー
ズ「サウンドスケープ」。今回は日本人作曲家による子どもの
ための作品を中心にピアノソロでお楽しみいただきます。

2月14日(日) ～
2月23日(火・祝)

10：00～
　17：00 trans_2019-2020展覧会 無料 コロナ禍で中止になった「trans_2019-2020展覧会」を新作

を交えて公開します。

3月28日(日) 開場	13：30
開演	14：00

宮川彬良＆ダイナマイト
しゃかりきサ～カス 未定 名曲たちの秘密をアキラさん独自の解釈で解き明かす、歌と

笑いのお話付きコンサート

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

友の会 WEB会員

年 会 費 ¥2,000 無料

有 効 期 限 入会日から翌年の入会月末まで 無期限

特 典
◦チケットのネット購入　　◦チケットの先行発売・割引
◦チケット無料送付　　　　◦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

◦チケットのネット購入
◦チケットの先行発売

入 会 方 法 ルネッサながと窓口にお越しいただくかお電話にて
お問い合わせ下さい。

ルネッサながとホームページ「ルネッサ
ながと会員案内」よりお申し込み下さい。

ご来場の皆様に
お願いしています

会館が取り
組んでいます
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新型コロナウイルス感染拡大にともない中止または延期となる場合がございます。

チケットのご購入方法

交通アクセス

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 5万円／年
　　　※2020年 8月からの事業再開となりますので、通常の
　　　　半分の金額より受け付けております。
　○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

天野内科胃腸科医院　　　（有）いわさきファイブ
（有）うちやま薬局　　　　島田法律事務所
長門山電タクシー（有）　　長門豊川いなり奉賛会
（株）中原組　　　　　　　萩山口信用金庫
　　　　　　　　　　　　　　　　　他　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
　　おのだサンパーク支店	 ☎0836-81-3815
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ルネッサながと
※無料駐車場350台

掲載している内容は10/23（金）時点のものであり、イベントなどは中止・延期となることがあります。


