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宇部市文化会館

宇部市文化創造財団 情報誌
宇部市小・中学生箏曲振興事業 〜日本の心を 今 未来へ〜

箏曲ワークショップ発表演奏会
模範演奏曲

※要事前予約
予約は、
宇部市文化創造財団
0836-35-3355
【主催】宇部市
【実施団体】
宇部市文化創造財団
【後援】宇部市教育委員会

六段の調べ／八橋検校
箏のためのアラベスク／吉岡孝悦
情景三章／沢井忠夫
演奏 鹿野竜靖
翔き／沢井忠夫
演奏 早瀬大和
たゆたい〜箏二重奏〜（鹿野竜靖オリジナル作品）
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出演者 ワークショップに参加の小・中学生 ／ 宇部三曲連盟
鹿野竜靖：東京藝術大学音楽学部邦楽科現代箏曲専攻
第25回 全国小・中学生箏曲コンクールin宇部 最優秀賞受賞
早瀬大和：第29回 全国小・中学生箏曲コンクールin宇部 最優秀賞受賞

この夏、地元の誇るべき産業であり、日本の伝統文化である琴を通じて、次代を担う
子どもたちを対象に箏曲ワークショップを開催し、
その発表の場として演奏会を開催します。
今回、ワークショップのサポートや模範演奏を披露してくれるのは、宇部のコンクールで
優秀な成績をおさめ、箏曲の道を突き進んでいる二人です。子どもたちにとっては、夢へと
邁進する先輩の姿を身近で体感できるチャンスであり、舞台での演奏を初体験する、
素晴らしい夏となります。是非、会場で日本の心をご堪能ください！

2022 8・9

〜 ね た ば ら し？ 〜
絵本「あらしのよるに」をご存知でしょうか？
ある嵐の夜に、雨風を避けるため、オオカミのガブとヤギのメイが壊れかけた山小屋に逃げ込

鹿野竜靖

みます。真っ暗闇の中、風邪をひいていて鼻が利かない2匹は、身を寄せるうちに「喰うもの」

宇部市渡辺翁記念会館

宇部市アートパフォーマーバンク Presentsフィジカルディスタンス公演
思いやりの時間〜心はすぐそばに〜 渡辺翁記念会館開館85周年に想いをよせて

8/31（水）

「真夏の夜の夢コンサート」

チケット好評発売中!

開館 8 5周年を迎える渡 辺 翁 記念会 館に想いをよせながら、素敵な夜の
コンサートをご堪能ください！

開演18：30

全席指定
一
般 1,500円
大学生以下
500円

【出演者】

「喰われるもの」というお互い正体を知らないままに意気投合し、
「 あらしのよるに」を合言葉に
翌日会う約束をするのです…。本来一緒にはいられない肉食動物のオオカミと、草食動物のヤ
ギ。そんな2匹が、お互いの正体を知らぬまま出会い「ひみつのともだち」となるわけですが、そ
れはお互いの種族にとっては禁断の友情となるわけです。物語には、暗闇の中で相手の姿が見
えずに出会ったことで偏見や差別などない純粋な友情がめばえたことから始まり、2匹の純粋な
気持ちとは裏腹に巻き起こる現実との葛藤が描かれていてます。様々な想いが交錯し、一番大
切なものは何なのかを考えさせられる物語です。

新造太郎

西村慶子

松岡真絵

この作品は、絵本にとどまらず、2005年にはアニメ映画化され、2015年には今井豊茂の脚本、

※未就学児入場不可
※障がい者に同伴の介助者1名無料

藤間勘十郎の演出による歌舞伎作品として京都四条南座の「九月花形歌舞伎」で、アニメ映画

プレイガイド
宇部市文化会館
財団チケットサービス（WEB）

でもガブを演じた中村獅童が再びガブ役を、メイ役は尾上松也で上演されました。そして「令和

【主催】宇部市文化創造財団
【後援】宇部市 宇部市教育委員会
宇部好楽協会 宇部日報社
ＦＭきらら
【企画・構成】三隅真実

三隅真実

吉野真由美

三隅香織
（Pf）

【お話特別ゲスト】
渡邊裕志「渡邊祐策翁と渡辺翁記念会館」
【プログラム】
ピアノ独奏 ドビュッシー「アラベスク第1番」ほか
イタリア歌曲 「フィガロの結婚」抜粋 「星に願いを」
歌劇「ラ・ポエーム」より「ムゼッタのワルツ」ほか
※この公演は、宇部市の補助金を活用して開催します。

4年度11月松竹特別巡業」として、宇部でも、この物語を中村獅童が一人語りで聴かせます。
（詳細内面）
中村獅童の熱い語りに、聴く者は共感し、想像し、演者との共創でナラティブ(物語)を紡いで
いくことになります。ナラティブは、ストーリーとは違い、ストーリーに起承転結があるのに対し
て、終わりはなく、常に現在進行形で物語が紡がれていきます。そして、100人の聴衆がいれば、

宇部市文化創造財団
WEB チケットサービスはこちらから

その人の体験や経験に基づいた100の「物語」が生まれていきます。
今、世の中で起こっている様々なことに心痛める日々もあります。私たちは、この様な舞台に
ご来場いただくことで、演者との共創により生まれるナラティブで何か「新しい価値」を見出せる
ことができれば、それを日常に紡いでいき、この「物語」を介して、様々なものとつながっていく

開催中!

ことで少しでも心癒され、生きる力となればと願っています。
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2022年

チケット
好評発売中!

宇部市渡辺翁記念会館
開演15：00

チケット
好評発売中!

11/13（日） お得な親子券あり！

宇部市渡辺翁記念会館・宇部市文化会館催し物ご案内

主催者の都合により、催し物の時間等が変更になることがあります。

宇部市渡辺翁記念会館
開 催 日

催 し 物

主 催 者 ・ 問 合 せ

時 間

入 場 料

いつまでも輝き続ける近藤真彦の宇部市初公演を、是非、
会場で…! 青春がよみがえります!
※２歳以下入場不可

8,800円

プレイガイド 宇部市文化会館・財団チケットサービス（WEB）
ローソンチケット・チケットぴあ・イープラス
【主催】tysテレビ山口/ラウンド・アバウト
【共催】宇部市文化創造財団
【企画・制作】
アンティキテラ 【協力】
カーテンコール
【後援】
宇部日報社 FMきらら

絵本「あらしのよるに」は、嵐の夜に出会ったヤギの
メイとオオカミのガブの友情の物語。本来、喰うもの
（オオカミ）と喰われるもの（ヤギ）の関係の二人の
友情は、私たちに何を教えてくれるのか？
中村獅童の一人語りの世界で多くのことを感じてい
ただきたい！

宇部市文化会館
開 催 日

800円
無 料

文 化 ホール

催 し 物

主 催 者 ・ 問 合 せ

時 間

入 場 料

※当日各500円高
全席指定 ※3歳以下の膝上鑑賞無料
※障がい者に同伴する介助者は1名無料
一 般 4,800円 高校生以下 2,400円
親子券 6,500円

プレイガイド 宇部市文化会館・財団チケットサービス（WEB）
松竹チケットサービス（※一般席のみ）
【主催】
宇部市文化創造財団 【共催】
tysテレビ山口
【後援】
宇部市 宇部市教育委員会 宇部好楽協会
宇部日報社 ＦＭきらら
【製作】
松竹

より多くの方に感動をお届けしたい︒
ホールをもっと身近に親しんで頂きたい︒
こんな想いから一人でも多くの方の
ご入会をおまちしております︒

中学生以下

一般

詳細・申込は財団まで

開演14：00

※当日500円高

全席指定

募集
﹁財団友の会﹂
会員募集！

9/24（土）

宇部市渡辺翁記念会館

8月・9月

【会員特典】

宇部市文化会館
開 催 日

①チケット先行予約
②チケット割引き
③年6回のイベント
ガイドの送付
④イベントガイドへの
広告掲載（法人会員）

展示室等関係

催 し 物

展示場所

主 催 者・問 合 せ

時 間

入場料

【年会費】

個人会員 2,000円
法人会員 10,000円
【有効期限】

入会の日から翌年の
同月末日まで

開場18：30 開演19：00
文化庁 アートキャラバン事業「元気やまぐち創造プロジェクト」

〜音楽と巡って見つけて やまぐちの魅力〜

ピアノと室内楽アンサンブル
出演者

田中雅弘（チェロ）
林 康夫(ヴィオラ)

長原幸太（ヴァイオリン）
田村 響（ピアノ）ほか

仁詩トリオコンサート
〜映画音楽が誘う世界旅行〜
日時
会場
入場料

8/21（日）開演15：30〜

ANAクラウンプラザホテル宇部市
一般 4,000円
〈主催〉 バンドネオン奏者「仁詩を囲む会」

第64回 山口県学生書道展覧会

昨年に引き続き、国内トップクラスの演奏家がやまぐちに集結！
県内施設の連携で叶う、贅沢な演奏会を是非お楽しみください！

全席指定

一般

※未就学児入場不可
※障がい者に同伴の介助者1名まで無料

3,000円

学生

1,500円

※2公演を割安で購入できるアンコール割引チケット有り

〈主催〉 宇部書道協会

岩戸神楽舞と雅楽・巫女舞の調べ

財団友の会 2,700円

8/13（土）9：00〜
友の会先行予約 8/5（金） 9：00〜17：00
一般販売

プレイガイド 宇部市文化会館・財団チケットサービス（WEB）
【主催】
公益社団法人日本芸能実演家団体協議会
シンフォニア岩国指定管理者サントリーパブリシティサービスグループ
【共催】
宇部市文化創造財団
【後援】
山口県 山口県教育委員会 山口県文化連盟
宇部市 宇部市教育委員会 宇部日報社 FMきらら

〈主催〉 山陽小野田市文化協会

財団市民サポーター募集！

11/7（月）

財団が行う多彩な文化イベントを応援していただき︑
財団と協議して文化によるまちづくりをすすめる
﹁宇部市文化創造財団市民サポーター﹂を募集します︒

チケット
好評発売中!

宇部市渡辺翁記念会館

7月22日現在

第17回 B友会人物画展
ホールサポート
〈主催〉 B友会

※行事の中止や延期などについては、主催者または会場へお問合せください。

PRサポート
記録サポート

