
芸術の秋がやってきた！
思いっきり満喫しよう！！

公益財団法人 山口きらめき財団

vol.71秋秋

山口県総合芸術文化祭
第6回

芸術鑑賞GUIDE 文化会館、美術館など



　芸術の秋です。今年度、総合芸術文化祭はリニューアルし、これまでのメインフェスティバルに代え、
「美術部門」「文芸部門」「音楽部門」の３部門でイベントを開催します。
　分野別フェスティバルも引き続き、県内各地で開催しています。
　芸術に親しむ秋を満喫してみませんか。

第
6
回

合唱、邦楽等に詩の朗読を交え、命の営みと明日への希望を、
１日の空の移り変わりで表現した演奏会です。

美術部門

音楽部門

文芸部門
第６６回山口県美術展覧会

HEART２０１２

シンフォニア音楽祭　
ＴＯ ＴＨＥ ＳＫＹ ～奏楽（そら）の向こうへ～

秋吉台文芸祭

■アート･マート･ギャラリー
　（１０月４日～２１日、県立美術館・中心商店街）　
　県美展入賞者作品の販売
■県美展ワークショップ ［要申込み］
　（１０月６日、７日、県立美術館）
■小林顕作氏による読み聞かせ ［要申込み］
　（１０月８日、県立美術館）
■県美の森づくり・県美の森で遊ぼう！ ［要申込み］
　（１０月１3日、県立美術館）
■文化財レスキュー・チャリティー・
　カレンダーの販売

要入場
整理券

要入場
整理券

■秋吉台文芸コンクール表彰式及び
　作品披露
■秋吉台音楽コンクールグランプリ
　受賞者によるミニコンサート

　やまぐち文学回廊パネル展

髙樹のぶ子氏

■メゾソプラノ

日 時 １０月４日（木）～２１日（日）
場 所 県立美術館及びその周辺（一の坂川、中心商店街）

日 時 １１月２５日（日）　１４時開演
場 所 シンフォニア岩国（岩国市）

日 時

同時開催

１１月４日（日）　１４時開演
場 所 秋吉台国際芸術村（美祢市）

第６６回山口県美術展覧会（１０月４日～２１日、県立美術館）
作家・髙樹のぶ子氏講演
「書くこと、生きること」

第1部／「朝」～そらの始まり
「カノン」、「花」、「ともだち」、「虹の輪」、「PRIZM」、「流れ」

第3部／「夕」～出逢いと別れ
「赤とんぼ」、「七つの子」、「おぼろ月夜」、「小さな空」、
「よかった」、「家路」

第4部／「夜」～祈りの奏楽
「ジムノペディ第1番」、「Ave Maria」、「Pie Jesu」、
「Ave verum corpus」、「主よ、人の望みの喜びよ」

クロージング／新たな空へ
「夜空ノムコウ」、「翼をください」

第2部／「昼」～さらなる高みへ
「樅の木」、無伴奏女声合唱曲集「なみだうた」より「序」「涙」「涙の樹」、
寺山修司の詩による６つのうた「思い出すために」より「種子」、
「いつも何度でも」、「世界の約束」

出演者・団体
金子 美香
（平成２４年度山口県芸術文化振興奨励賞受賞）

■合　　　唱 女声合唱とおんきごう、岩国混声合唱団、
Iwakuni K.C.、合唱団“奏楽［sora］”
　　　　　　　　　　　　　　　（出演順）

■ピ　ア　ノ 村上 千佳

■チ　ェ　ロ 坂本 総一

■朗　　　読 熊毛南高等学校放送部、岩国市内の児童

■邦　　　楽 デュオ琴音、 筑紫琴凰会ジュニア、桐朋会、
筑紫琴凰会、玉重 智基、大島郡箏曲友の会
　　　　　　　　　　　　　　　（出演順）



分野別フェスティバル

第11回山口県和太鼓の祭典

第53回山口県演劇祭

第45回山口県母のコーラスフェスティバル

連句大会

第49回山口県俳句大会

第10回山口県日本舞踊祭

’12やまぐち県詩祭

第48回山口県歌人協会短歌大会

第15回やまぐち創作文芸大会

第57回山口県交響楽団演奏会

第40回山口県芸術演奏会

第36回全日本アンサンブルコンテスト山口県大会

山口県和太鼓連盟

山口県演劇協会

山口県母の合唱連盟

やまぐち連句会

山口県俳句作家協会

(社)日本舞踊協会山口県支部

山口県詩人懇話会

山口県歌人協会

山口県創作懇話会

山口県交響楽団

山口県音楽協会

山口県管楽アンサンブル連盟

10月13日（土）

10月14日（日）

10月21日（日）

11月4日(日)、5日(月)

11月17日（土）

11月23日(金・祝)

11月23日(金・祝)

11月25日（日）

12月8日（土）

12月9日（日）

12月16日（日）

12月16日(日)、26日（水）、27日（木）

秋吉台家族旅行村(美祢市)

下関市民会館（下関市）

周南市文化会館(周南市)

秋吉台国際芸術村(美祢市)

県総合保健会館(山口市)

宇部市文化会館(宇部市)

宇部市立図書館(宇部市)

スターピアくだまつ(下松市)

山口市民会館（山口市）

行　事　名 主　催　者 開　催　日 開催場所

〒753-8501　山口市滝町１－１ 山口県文化振興課内　Tel 083-933-2610　Fax 083-933-4829
URL ： http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a19300/festa/index.html

※応募多数の場合は、抽選となります。なお、当選の発表は、入場整理券の発送をもって代えさせていただきます。
 （当選されなかった方への連絡はいたしませんので、あらかじめご了承ください。）

●観覧を希望するイベント（秋吉台文芸祭・シンフォニア音楽祭のいずれか）、希望人数(１通につき２名以内)、
　郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入し、はがき又はファックスでご応募ください。
　○希望人数の記入のない場合は、１名分とさせていただきます。
　○車椅子をご利用の方は、その旨を併せてご記入ください。

秋吉台文芸祭／１０月12日（金）消印有効 シンフォニア音楽祭／１０月31日（水）消印有効

山口県総合芸術文化祭実行委員会 事務局

山口県演劇祭 山口県母のコーラスフェスティバル山口県和太鼓の祭典

秋吉台文芸祭・シンフォニア音楽祭の入場整理券の応募方法

■応募締切

■応募・問い合わせ先

山陽小野田市文化会館
（山陽小野田市）

山陽小野田市文化会館
（山陽小野田市）

ナチュラルグリーンパークホテル
(山陽小野田市)

山口県総合芸術文化祭



秋吉台国際芸術村 【美祢市秋芳町秋吉】 【問い合わせ先】☎0837-63-0020 http://www.aiav.jp/
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シンフォニア岩国 【岩国市三笠町1-1-1】 【問い合わせ先】☎0827-29-1600
海援隊トーク＆ライブ2012 in 岩国 発売中

発売中

9 / 3 0（日） 1 5：0 0

本欄では山口県公立文化施設協議会加盟館、山口美術館ネットワーク
加盟館、市町又は市町総合文化団体が主催、共催又は後援する特色あ
る事業を掲載します。日程や会場などは変更される場合があります。
お出掛けの際には前もってご確認ください。

http://sinfonia-iwakuni.com

［全席指定］4,500円（会員4,000円）

弘兼憲史　文化講演会　～人生の愉しみ方～ 発売中

発売中

10/25（木） 1 9：0 0 ［全席自由］2,000円（会員1,800円）

神尾真由子＆ミロスラフ・クルティシェフ デュオ・リサイタル

広島交響楽団とシンフォニア・フロイデによる「歓喜の第九」演奏会

1 2 / 2（日） 1 6：0 0 ［全席指定］Ｓ席4,000円(会員3,600円)
　　　　　Ａ席3,000円(会員2,700円、学生1,000円)

12/16（日） 1 5：0 0

11/25（日） 1 5：0 0

12/16（日） 1 4：0 0

1 9：0 0

1 0：0 0

［指定席(1F)］4,000円(会員3,500円)
［自由席(2F)］3,500円(会員3,000円、学生1,000円)

和木町文化会館 【玖珂郡和木町和木 2-1-1】 【問い合わせ先】☎0827-53-3123
和木町文化協会芸能祭 無　料1 2：0 011/11（日）

Band Meeting in Waki Vol.16 無　料1 8：0 01 2 / 8（土）

WAKIコンサート 無　料1 8：0 012/15（土）

和木町カラオケフェスタ 無　料（出演の場合は有料）9：4 512/23（日・祝）

http://www.waki-culture.com/culturesenter.php

ー

ー

ー

ー

一般500円／小中高生200円
(前売一般300円／小中高生100円)

S席6,000円／A席3,000円／桟敷1枡8,000円

ー

ー

ルネッサながと 【長門市仙崎 818-1】 【問い合わせ先】☎0837-26-6001 http://www.renaissa-nagato.jp/

詩人の魂～相田みつをと金子みすゞ の世界展

コンツェ・ブラザーズ～バイオリン・チェロ二重奏の調べ

長門市民文化祭

平成24年度 松竹大歌舞伎

Azul：山口のアーティスト達の“青”

第6回<大津あきら杯>県内選抜歌謡コンクール

11/14（水）

1 0：0 01 2 / 2（日）

1 3：0 01 2 / 9（日）

12/22（土）

1 / 1 2（土）

1 3：0 011/23（金・祝）

1 4：0 0

2 / 1 2（火） 1 8：3 0

3 / 1 7（日） 1 4：0 0

発売中

発売中

発売中

ー

会員10/20（土）
一般10/31（水）

会員10/27（土）
一般11/6（火）

会員12/6（木）
一般12/15（土）［全席指定］4,000円

［全席自由］1,200円 （当日300円高）

①12：00
②16：00

1階席5,500円／2階席4,500円

[全席指定]一般3,000円／高校生以下2,500円

発売中

9：00～17：00

1階席5,000円／2階席4,500円

無　料

無　料

無　料（要事前申込）

1階席7,500円／2階席6,500円

ー和太鼓ワークショップ

TAO 2012　HIMIKO

第13回万作・萬斎狂言公演

宝くじ文化公演 富良野GROUP公演2013冬「明日、悲別で」

あさみちゆきコンサート

ー

1 3：0 0

10/21（日）

10/27（土）

1 4：0 010/28（日）

①11：00
②14：00 ［全席自由］ 一般1,000円（当日500円高）

［全席自由］ 一般1,500円

［全席自由］ 一般1,000円

1 5：0 011/18（日） ［全席自由］ 一般1,000円

1 8：3 01 2 / 9（日） ［全席自由］ 一般1,000円

1 8：0 012/22（土） ［全席自由］ 一般1,000円

1 4：0 012/23（日・祝） ［全席自由］ 一般1,000円

1 9：0 011/27（火） ［一部指定］ 一般3,500円／高校生以下2,000円

発売中

発売中

発売中

発売中

発売中

周東パストラルホール 【岩国市周東町用田137-8】 【問い合わせ先】☎0827-84-1400
アンパンマン交通安全キャラバン
～アンパンマンと交通マナー、ルールを学ぶショー～

～新宿ともしびと共に懐かしの歌声を～　うたごえ喫茶

赤とんぼ　コンサート

ヤマハピアノフェスティバル2012

発売中

発売中

発売中

情熱のフラメンコ！　アリシア＆ネストルフラメンコ舞踊団

毛利治郎魂のコンサート　2012

高橋正実　クリスマスコンサート2012

障害者自活アパート　亀の里チャリティーコンサート

http://www.pastoralhall.org

あーと・ルーム 「ポスコン？！８」作品募集

森山良子アコースティックコンサート 2012

音楽のキセキ 吉俣 良コンサート

無　料

一般3,000円／高校生以下1,500円／フレンズネット会員２割引

一般3,000円／高校生以下1,500円／フレンズネット会員２割引

9/29（土）

10/16（火）

11/20（火）～1/15（火）

9/29（土）～10/28（日）

10：00～16：0012/1（土）～25（火）

11/17（土）・18（日）

ー

シンフォニア岩国・秋吉台国際芸術村・ルネッサながと・周東
パストラルホール・スターピアくだまつ・周南市文化振興財団・
防府市文化振興財団・山口市文化振興財団



周南市文化会館 【周南市徳山 5854-41】 【問い合わせ先】☎0834-22-8787

第８回周南邦楽連盟発表会

尾形大介チャリティーピアノ・リサイタル

無　料1 1：0 01 0 / 7（日）

指定席2,000円／自由席1,000円1 4：0 010/8（月・祝）

藤澤ノリマサ ＣＯＮＣＥＲＴ ＴＯＵＲ 2012 「Sing for You」 1 6：0 010/14（日）

葉加瀬太郎 コンサートツアー２０１２ WITH ONE WISH 1 9：0 0

9：3 0

10/19（金）

1 7：0 010/27（土）

しまじろうコンサート２０１２　おとぎのくにの　だいぼうけん ［全席指定］1,900円
※３歳以上有料、２歳以下で保護者の膝上鑑賞の場合無料

［全席指定］6,500円
※４歳以上有料、４歳未満入場不可。財団会員３００円割引

［全席指定］７，０００円　※３歳以上有料

［全席指定］ＳＳ席６，８００円／Ｓ席６，０００円　※未就学児入場不可

［指定］６，９００円　［立見］６，４００円　※未就学児入場不可

第４５回山口県母のコーラスフェスティバル

アンジェラ・アキ Concert Tour 2012-2013　BLUE

1 4：0 010/28（日）

1 1：4 511/11（日）

［全席自由］５００円　※中学生以下無料

［全席自由］５００円

［全席自由］５００円　※小学生以下無料

指定席3,000円／1階自由席2,500円／2階自由席2,000円
※学生500円割引　※当日500円高

1 8：3 011/3（土・祝）

江戸落語五人男　人気落語家揃い踏み！

［全席指定］７，５００円　※未就学児入場不可

［全席指定］Ｓ席３，０００円／Ａ席２，５００円／Ｂ席１，５００円
※未就学児入場不可

［全席指定］S席6,900円／A席5,900円
※財団会員400円引。3歳未満入場不可

［全席指定］Ｓ席５，０００円／Ａ席４，０００円／B席３，０００円
※財団会員３００円引。未就学児入場不可

1 8：3 011/14（水）ＴＵＬＩＰ “ＴＨＥ ＬＩＶＥ” ４０th ｍｅｍｏｒｉａｌ ｔｏｕｒ

無　料1 3：3 011/16（金）

1 1：0 011/17（土）

第２０回まど・みちおコスモス音楽会

第８回yab吹奏楽コンサート　大阪桐蔭高等学校吹奏楽部

1 5：0 0

9：3 0

9：4 0

11/18（日）

11/23（金・祝）
11/24（土）

ジャン＝マルク・ルイサダ　ピアノ･リサイタル

1 4：0 011/25（日）克嘉先生からの歌の贈り物

1 8：3 01 2 / 1（土）

1 4：0 02 / 1 0（日）

1 3：0 010/20（土）

1 0：0 01 1 / 4（日）

第３０回徳山吹奏楽団定期演奏会

宝くじ文化公演 富良野GROUP公演2013冬「明日、悲別で」

第５０回中国地区高等学校演劇発表会

NEW CITY WINDS ８ｔｈ CONCERT
シネマ ノスタルジ あなただけの物語

入場無料、ただし入場整理券が必要周南市文化会館 開館３０周年記念「ＮＨＫのど自慢」

10/21（日） 無　料

無　料

発売中

発売中

発売中

発売中

発売中

発売中

発売中

発売中

発売中

発売中

10/20（土）

1 0 / 6（土）

http://www.s-bunka.jp/
zaidan/bunkakaikantop.html

①12：30
②15：00

発売中

9/22（土・祝）

スターピアくだまつ 【下松市中央町21-1】 【問い合わせ先】☎0833-41-6800
谷村新司　トーク＆ライブキャラバン
ココロの学校～音で始まり、歌で始まる～

http://www.hoshiplaza.co.jp/starpiaa/

13：00～21：00

9：30～20：00

9：30～17：00

サンビームやない 【柳井市柳井 3670-1】 【問い合わせ先】☎0820-22-0111
第24回サザンセト音楽祭　洋楽の部

Aqua Timez  "because we are we"tour 2012-2013

秋川雅史コンサートツアー～あすへの挑戦～

第6回 山口県総合芸術文化祭　第57回 山口県交響楽団演奏会

第20回　スタインウェイを弾く会

無　料

［全席指定］6,300円

ー

http://www.city-yanai.jp/soshiki/31/

1 3：0 010/21（日）

1 8：3 010/19（金）

［全席指定］5,250円1 8：3 01 1 / 9（金）

発売中

9/30（日）

ー

ー

ー

発売中

ー

ー

ー

発売中

ー

ー

ー

ー

ー

ー

［全席指定］5,500円1 4：3 011/26（月）

一般1,500円／高校生以下1,000円

無　料
（出演者は要事前申込み）

1 4：0 01 2 / 9（日）

12/14（金）

12/15（土）

12/16（日）

防府市公会堂 【防府市緑町1-9-1】 【問い合わせ先】☎0835-23-2211
防府市立桑山中学校吹奏楽部 第29回定期演奏会

平成24年度 防府市小・中学校連合音楽発表会

開運なんでも鑑定団 出張！なんでも鑑定団 in 防府

上原ひろみ　ザ・トリオ・プロジェクト
feat.アンソニー・ジャクソン＆サイモン・フィリップス
MOVE JAPAN TOUR 2012

http://www18.ocn.ne.jp/̃eventeye/

無　料1 3：3 010/8（月・祝）

無　料 （要事前申込）11/23（金・祝）

第6回山口県総合芸術文化祭協賛事業
平成24年度 第43回防府市民文化祭 盆栽展
第6回山口県総合芸術文化祭協賛事業
平成24年度 第43回防府市民文化祭　第23回洋舞フェスティバル

第6回山口県総合芸術文化祭協賛事業
平成24年度 第43回防府市民文化祭 邦楽の会

無　料

300円

500円

8：4 0

1 3：0 0

11/16（金）

1 7：0 011/18（日）

無　料

9：0 0

発売中

10/13（土）・14（日）



YCAMシネマ 「灼熱の肌」「愛の残像」
YCAMシネマ メランコリックな宇宙 ドン・ハーツフェルト作品集

YCAMシネマ 「はじまりの記憶 杉本博司」

YCAMシネマ アキ・カウリスマキ監督特集

YCAMシネマ 「ふたりのヌーヴェル・ヴァーグ」

YCAMシネマ 「ファウスト」

宇部市渡邊翁記念会館 【宇部市朝日町 8-1】 【問い合わせ先】☎0836-31-7373

S席6,500円／A席5,500円　※当日各500円高辻井伸行日本ツアー2012

宇部市芸術祭 市民音楽祭（合唱部門）

第5回宇部興産グループ・チャリティーコンサート

完　売

http://www.city.ube.yamaguchi.jp/koukyouannai/
bunkakyouiku/watanabeokinakinen/index.html

10/21（日） 14：00～16：00

［全席指定］小学生以上3,000円　※未就学児入場不可1 0 / 7（日） 14：00～16：00

無　料10/28（日） 13：00～16：30

防府市地域交流センター（アスピラート） 【防府市戎町1-1-28】 【問い合わせ先】☎0835-26-5151
[全席指定]一般4,000円、学生2,000円
（当日500円高、財団会員500円引）

[全席自由]500円

300円（3歳～小学6年生程度まで）

300円（3歳～小学6年生程度まで）

1,500円（3日間）

500円

無　料

ローマン・トレーケル（バリトン）＆原田英代（ピアノ） リートの夕べ

締切ました

要申込

発売中

ー

発売中

発売中

締切ました

http://www.c-able.ne.jp/̃aspi-111/

10/19（金） 1 9：0 0

第５回防府弦楽合奏団定期演奏会

ゆめあーとひろば「アボリジニ・アート」

ゆめあーとひろば「おもしろアート」

チェンバロ講座～チェンバロを楽しみませんか？「触ってみよう！」

チェンバロ講座～チェンバロを楽しみませんか？「聴いてみよう！」

陶芸の魅力展～暮らしの中の陶芸

10/21（日）

10/27（土）

1 4：0 0

1 1 / 2（金）

11/17（土）

1 9：3 0

11/3（土・祝） 1 4：0 0

13：30～15：30

11/17（土） 13：30～15：30

11/25（日） 20：00～20：50

10：00～17：00

18：00～19：30
または

19：00～20：30

発売中

発売中

発売中

未　定

ー

ー

第18回K&Fダンスフェスティバル 無　料11/18（日） 13：00～16：00 ー

金剛山歌劇団舞踊ミュージカル 春香伝 ［全席自由］一般2,500円／大学生以下1,000円　※当日500円高11/21（水） 18：30～20：30 発売中

倍賞千恵子コンサート ［全席指定］A席5,500円／B席4,800円
※会員1,000円割引　※未就学児入場不可1 2 / 1（土） 18：30～20：30 発売中

発売中

発売中

http://www.c-able.ne.jp/̃shiminkk/山口市民会館 【山口市中央二丁目5-1】 【問い合わせ先】☎083-923-1000

[全席指定]【前売】一般3,500円／any会員3,000円　【当日】4,000円

[全席指定]【前売】S席一般 5,000円／any会員4,500円
A席一般3,500円／any会員3,000円／25歳以下2,000円
【当日】S席一般 5,500円／A席4,000円

3,000円東日本大震災　みやぎこども育英募金支援　神無月の夕べ　津軽三味線極の饗演

「新老人の会」第6回ジャンボリー大会　日野原重明会長記念講演

山口市民文化祭

Doris & Orega Collection Vol.6 「地球の王様」

第25回山口市おかあさんコーラス演奏会

わらび座ミュージカル「おもひでぽろぽろ」

①11：00
②18：00

ー

http://www.stellar.meon.ne.jp/̃npy001/ニューメディアプラザ山口（多目的シアター） 【山口市熊野町1-10】 【問い合わせ先】☎083-921-1125
無　料第１２回　木風コンサート 13：30～15：3012/22（土）

申込受付中ワークショップ 「tecpot―学べて創れるメディア工房」

YCAMシネマ：Select CINE TECTONICS=19 マルグリット・デュラス監督特集

演劇公演
ゴブ・スクワッド&CAMPO 「Before Your Very Eyes」

山口情報芸術センター 【山口市中園町 7-7】 【問い合わせ先】☎083-901-2222 http://www.ycam.jp/

無　料　対象：小学生～一般　定員：各回10名

要問合せ

要問合せ

要問合せ

一般 1,300円／any会員・25歳以下・シニア(65歳以上)・障がい者
および同行の介護者1名の方 800円
※各券とも当日窓口でご購入ください。（各回入替制・先着100名）

[全席指定]【前売】一般 3,000円／any 会員・シニア(65歳以上)・障がい者
および同行の介護者1名の方 2,500円／25歳以下 2,300円
【当日】3,500円

[全席自由]【前売】一般 2,500円／any 会員・シニア(65歳以上)・障がい者
および同行の介護者1名の方2,000円／25歳以下1,800円
【当日】3,000円

13：00～19：00

13：30～15：30

11/16（金）、21（水）、25（日）

11/16（金）～24（土）

10/13（土）・14（日）、27（土）・28（日）

11/2（金）～4（日）、9（金）～11（日）

10/20（土）・21（日）

10/5（金）～7（日）

10/12（金）～14（日）
10/26（金）～28（日）

11/30（金）～12/2（日）

映画を2回観る会 vol.1「あなたは私の誇り」

映画を2回観る会 vol.2「水の話」

映画を2回観る会 vol.3「ユキとニナ」

坂本龍一 Ryuichi Sakamoto Trio Tour 2012 Japan&Korea

渋谷慶一郎＋岡田利規 新作オペラ公演 「THE END」

無　料　対象:小学4年生以上（3年生以下は応相談）

18：00～20：00

11/18（日） 13：30～15：30
無　料　対象:小学4年生以上（3年生以下は応相談）

500円（各回入替制･先着100名）

［全席指定］一般8,400円／学生シート券3,000円（当日指定）

13：30～15：3012/15（土）・16（日） 無　料　対象:小学4年生以上（3年生以下は応相談）

未　定

12/20（木）、22（土）～24（月・振休）

YCAMシネマ 「鬼に訊け -宮大工 西岡常一の遺言-」「ヴィダル・サスーン」 12/7（金）～10（月）

11/17（土）・18（日）

申込受付中

ー

発売中

ー

ー

申込受付中

申込受付中

会員9/29（土）
一般10/6（土）

会員10/6（土）
一般10/20（土）

1 2 / 1（土） 1 9：0 0

1 2 / 2（日） 1 5：0 0

12/21（金） 2 0：0 0

1 0 / 6（土） 1 7：0 0

1,500円

無　料

お茶席 300円
※②については1,000円

10/27（土）

11/3（土・祝）

1 4：0 0

11/30（金） 1 9：0 0

1 2 / 2（日） 1 4：0 0

1 2 / 5（水） 1 8：3 0

1 1 / 4（日） 1 1：0 0

YCAMシネマ 「ニーチェの馬」 11/23（金・祝）～25（日）

YCAMシネマ 「ユキとニナ」 要問合せ 一般 1,000円／any会員・25歳以下・シニア(65歳以上)・障がい者
および同行の介護者1名の方 500円（各回入替制・先着100名）12/15（土）・16（日） ー



1 4：0 0

1 4：0 0

1 1：0 0

1 4：0 0

1 2：0 0

1 4：0 0

1 1：0 0

1 0：0 0

15：00～17：30

19：00～21：00

島根県芸術文化センター「グラントワ」 【益田市有明町5-15】 【問い合わせ先】☎0856-31-1860
一般500円／友の会会員400円
子ども300円（3歳～小学6年生以下）

一般500円／友の会会員400円
子ども300円（3歳～小学6年生以下）

無　料

無　料

しまね映画祭益田会場　グラントワシアター
①裸の島　②名もなく貧しく美しく

しまね映画祭益田会場　グラントワシアター
①お早よう　②煙突の見える場所　③裸の島

しまね映画祭益田会場　グラントワシアター
『しあわせのパン』

しまね映画祭益田会場　グラントワシアター
『アーティスト』

グラントワシアター
「道 ー白磁の人ー」

きんさいデー

アンジェラ・アキ Concert Tour 2012-2013 BLUE

益田糸操り人形特別公演

第36回 歳末たすけあい　石見神楽競演大会

劇団四季ミュージカル『王様の耳はロバの耳』

石見の夜神楽定期公演

1 0 / 4（木）

1 0 / 5（金）

1 0 / 6（土）

1 0 / 7（日）

http://www.grandtoit.jp/index.html

1 0：0 0

10/26（金） 1 8：3 0

11/18（日） 1 0：0 0

9：0 0

1 6：0 0

発売中

10/4（木）

10/6（土）

11/24（土）

未　定

発売中

発売中

発売中

発売中

ー

ー

①13：00
②15：00
③19：00

一般1,000円／友の会会員800円　※当日各２００円増し
子ども500円（3歳～小学6年生以下）

①10：00
②14：00
③18：30

11/24（土）

1 2 / 2（日）

1 2 / 8（土）

一般1,000円／友の会会員800円　※当日各２００円高
子ども500円（3歳～小学6年生以下）

一般2,000円 ※当日5００円高
小学生1,000円 ※当日2００円高　※未就学児無料

一般1,000円／友の会会員800円　※当日各2００円高
子ども500円（3歳～小学6年生以下）

Ｓ席一般3,800円／Ｓ席中学生以下3,000円
Ａ席一般2,800円／Ａ席中学生以下2,000円　※会員一般のみ300円引き

①10：00
②14：00
③18：30

12/22（土）
①10：00
②14：00
③18：30

［全席指定］一般6,900円／立見6,400円
※立見は指定席完売後発売　※会員各400円引き

1 9：0 0 高校生以上５００円　※回数券あり
（2,000円で5回ご鑑賞できます）

毎週日曜日
（但し10/7・14、11/18、12/2は休演）

山陽小野田市文化会館 【山陽小野田市大字郡1754 番地】【問い合わせ先】☎0836-71-1000
第10回0歳からのファミリーコンサート
休日昼下がりのティータイムコンサート　Vol.10

おんがくであそぼう ～赤ちゃんとママのために～

第6回山口県総合芸術文化祭
第36回全日本アンサンブルコンテスト山口県大会

第6回山陽小野田少年少女合唱祭

第6回山口県総合芸術文化祭　第10回山口県日本舞踊祭

第11回0歳からのファミリーコンサート
休日昼下がりのティータイムコンサート　Vol.11

公共ホール音楽活性化支援事業
「BLACK BOTTOM BRASS BAND ライブ in SANYO-ONODA」

1 0 / 6（土）

①14：00
②18：30

500円

800円
1 2 / 2（日）

11/18（日）

11/23（金・祝）

12/23（日・祝）

①10：00
②11：30

http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
site/bunka-kaikan/

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

http://www.city.ube.yamaguchi.jp/
koukyouannai/bunkakyouiku/bunkakaikan/宇部市文化会館 【宇部市朝日町 8-1】 【問い合わせ先】☎0836-31-7373

一般2,000円／高校生以下1,500円

一般4,000円

500円

500円

800円

一般2,000円／高校生以下1,000円

1,000円

無　料

一般500円／高校生以下無料

三隅香織ピアノリサイタル

宇部市芸術祭　吟剣詩舞道大会

ジャミン・ゼブ　コンサート

発売中

未　定11/14（水）

1 0 / 6（土）

13：30～16：30 無　料 ー10/13（土）

宇部市芸術祭　邦楽演奏会 13：00～16：00 無　料 ー10/21（日）

宇部市芸術祭　市民音楽祭 13：00～16：00

13：00～17：00

無　料 ー1 2 / 2（日）

宇部市芸術祭　文連フェスティバル 無　料 ー1 2 / 9（日）

宇部市芸術祭　日本民謡・奇術大会 13：00～15：00 無　料 ー11/23（金・祝）

宇部市芸術祭　演劇（芸術座）「雨ふり小僧」
19：00～20：30

無　料 ー
11/17（土）

13：30～15：0011/18（日）

http://www.scpf.jp/下関市民会館 【下関市竹崎町4-5-1】 【問い合わせ先】☎083-231-6401
S席7,000円島津亜矢コンサート ～曙光～ 発売中

発売中

10/16（火）

①11：00
②14：00

①13：00
②15：00

http://http://www.city.nagato.yamaguchi.jp/̃rapport/ラポールゆや 【長門市油谷新別名833】 【問い合わせ先】☎0837-33-0051
一般1,300円／高校生以下700円（未就学児無料）油谷こどもミュージカル第11回定期公演

「不思議な夜がやって来た」 10月上旬12/16（日）

10/11（木）、11/1（木）、
12/6（木）

12/16（日）、26（水）・27（木）

1 8：3 0

下関市菊川ふれあい会館（アブニール） 【下関市菊川町下岡枝117】 【問い合わせ先】☎083-287-0302
30th Anniversary 稲垣潤一 アコースティックライブ2012 ［全席指定］5,500円　※未就学児入場不可11/30（金）

http://www.scpf.jp/



神尾真由子＆ミロスラフ・クルティシェフ　デュオ・リサイタル

12/2（日）■日　時：

■会　場：

■料　金：【全席指定】S席4,000円／A席3,000円／A席学生1,000円
※当日は学生券以外500円高
[友 の 会]S席3,600円／A席2,700円

コンサートホール

2007年のチャイコフスキー国際コンクールで最高位を獲得し、世界中で活躍する二人による、
情熱的かつ繊細な二重奏の醍醐味を満喫させてくれるステージは必見です！

６回目となる今年は指揮者にＮＨＫ交響楽団正指揮者の外山雄三氏、人気・実
力ともに兼ね備えたソリストを迎えます。また、中四国唯一の常設プロオーケ
ストラである広島交響楽団と、県内外から公募し結成された合唱団「シンフォ
ニア・フロイデ」との共演で、一年の締めくくりにふさわしい迫力ある舞台を
お届けします。

イギリスを代表するオーケストラの１つであるフィルハーモニア管弦楽団。様々なジャンルの演奏をこなし、その演奏力から世
界で最も録音の多いオーケストラとも言われています。日本では「華麗なる一族」の劇中曲のレコーディングでも知られていま
す。今回は主席指揮者・芸術顧問を務める実力派指揮者　エサ＝ペッカ・サロネン氏を指揮に中・四国九州唯一の公演をシン
フォニア岩国で開催します。　【県央部からのバスツアーを企画しています】

チケットのご予約 ・ お問い合わせ

〒740-0016　岩国市三笠町1-1-1

弘兼憲史　文化講演会 ～人生の愉しみ方～

10/25（木）19:00開演

16:00開演

■日　時：

■会　場：

■料　金：

多目的ホール

地元岩国市出身の人気漫画家で、山口大学客員教授も務める弘兼憲史
氏。執筆活動にとどまらず、幅広い活躍をされる中での豊富な知識や経
験を、地元山口県への想いなどを織り交ぜながら、「人生の愉しみ方」
と題してご講演いただきます。

好評発売中

好評発売中

【全席自由】2,000円
※当日は500円高
[友 の 会]1,800円

広島交響楽団とシンフォニア・フロイデによる「歓喜の第九」演奏会

12/16（日）15:00開演■日　時：

■会　場：

■料　金：

コンサートホール

好評発売中

【全席指定】指定席(1階)4,000円／自由席(2階)3,500円／自由席学生1,000円
※当日は学生券以外500円高
[友 の 会]指定席3,500円／自由席3,000円

エサ＝ペッカ・サロネン指揮 フィルハーモニア管弦楽団

2013.2/2（土）18:00開演■日　時：

■会　場：

■料　金：

コンサートホール

好評発売中

【全席指定】S席12,000円／A席10,000円／B席8,000円／C席6,000円／C席学生1,500円
※当日は学生券以外500円高
[友 の 会]S席10,800円／A席9,000円／B席7,200円／C席5,400円／C席学生1,500円

ⒸUwe Arens ⒸFelix Broede

Ⓒ武藤章

ⒸClive Barda

ⒸClive Barda

Ⓒ三浦興一

エサ＝ペッカ・サロネン（指揮）

水口 聡（テノール） 河野 克典（バス）市原 愛(ソプラノ)　 竹田 弥加（アルト）

神尾真由子（ヴァイオリン） ミロスラフ・クルティシェフ（ピアノ）

指揮：外山雄三（NHK交響楽団　正指揮者）



秋吉台国際芸術村宿泊施設を
県内観光の拠点としてご利用ください。

秋吉台国際芸術村宿泊棟に
どなたでも宿泊できます。お
でかけの際に、宿泊だけのご
利用も可能です。
世界的建築家、磯崎新氏設計
の宿泊施設に、芸術家気分で
泊まってみませんか？

１０×１５センチのポストカードサイズの用紙に絵画や写真など自由な
スタイルで表現してみませんか？

【有効期限：2013.3/31】
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◯山口宇部空港から車で約1時間
◯中国自動車道美祢ICから車で15分
◯中国自動車道小郡ICから車で30分
◯小郡萩道路秋吉台ICから車で5分
◯JR新山口駅から車で40分
◯JR新山口駅から防長交通バス東萩行
　バスで大田中央バス停下車、タクシーで5分
◯JR新山口駅から防長交通バス秋芳洞行
　バスで秋芳洞下車、タクシーで5分

【問い合わせ先】 施設利用課
TEL：0837-63-0020

■１室あたりの宿泊料（食事別）
和室：４，０００円～　(２名利用の場合)
洋室：４，６００円～　（２名利用の場合）
（タオル、石鹸、寝間着などご持参ください。）
なお、宿泊を希望される場合は予約が必要です。
詳しくはお問い合わせ下さい。

2013.１/２７（日）～２/１７（日）■展示期間：

■授 賞 式：

■会　　場：

2013.２/９（土）

秋吉台国際芸術村ギャラリー

１１/２０（火）～2013.１/１５（火）■応募期間：

森山 良子　アコースティックコンサート 2012 あーと・ルーム 「ポスコン？！８」作品募集

「この広い野原いっぱい」「さとう
きび畑」など数々のヒット曲をもつ
森山 良子のコンサートをお楽しみ
ください。地元合唱団との共演もあ
ります。

14:30開場、15:00開演
11/25（日）■日　時：

■料　金：

■会　場：

【全席自由】

一般３，０００円、高校生以下１，５００円

※フレンズネット会員は2割引

（秋吉台国際芸術村へお問い合わせください）

秋吉台国際芸術村コンサートホール

音楽のキセキ　吉俣 良コンサート

NHKの大河ドラマ「篤姫」の音楽
を手がけるなど、幅広い分野で活躍
する吉俣 良のピアノと室屋 光一郎
のヴァイオリンのデュエットで贈る
「篤姫」のテーマ曲やクラシックの
名曲の数々をご堪能ください。

大田IC

至 絵堂

小
郡
萩
道
路

13:30開場、14:00開演
12/16（日）■日　時：

■料　金：

■会　場：

【全席自由】

一般３，０００円、高校生以下１，５００円

※フレンズネット会員は2割引

（秋吉台国際芸術村へお問い合わせください）

秋吉台国際芸術村コンサートホール
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■日　時：

■料　金：

12/2（日）

長門市出身の作詞家・故大津あきら氏の業績を顕彰して開催するカラオケ
大会。特別ゲスト：水田竜子（キングレコード）

第6回＜大津あきら杯＞県内選抜歌謡コンクール

TAO 2012　HIMIKO

チケット発売中

チケット発売中

［全席指定］1階席7,500円、2階席6,500円

「歌舞伎のみかた」「弁慶上使」「手習子」

中村橋之助、片岡孝太郎、片岡亀蔵、中村児太郎　他

■日　時：

■料　金：

■演　目：

■出　演：

11/23（金・祝）

［全席指定］S席6,000円、A席3,000円、桟敷席1枡8,000円

■日　時：

■料　金：

11/14（水）

東日本大震災後、広く共感を呼んだ金子みすゞと相田みつをの詩のコラボ
レーション企画。それぞれの魂の交歓ともいうべき本展にご期待ください。

詩人の魂～相田みつをと金子みすゞの世界展

9:00～17:00

■日　時：

■料　金：［前売券］
一般300円、小中高生100円
未就学児無料
［当日券］
一般500円、小中高生200円
未就学児無料

（最終入場は16：30まで）
※10/22（月）休館

①第1部10：00開演
②第2部13：00開演

［全席自由］1,200円（1部・2部共通券）
（当日300円増）

■日　時：

■料　金：

12/22（土）
①12：00開演
②16：00開演

［全席指定］
1階席5,000円、
2階席4,500円

■日　時：

■料　金：

12/1（土）～12/25（火）

山口県在住の芸術家達が長門市を象徴する色“青”を独自の視点から解釈
した作品群を展示。
出品者：大井秀規、金子司、中土井律子、澤登恭子、林美香、原井輝明

企画展「Azul：山口のアーティスト達の“青”」

10：00～16：00
無　料

■日　時：

■料　金：

12/9（日）

長門市和太鼓連盟の皆さんの指導により、伝統芸能・和太鼓の基礎をわか
りやすく体験できます。

国内外で活躍するプロ和太鼓集団・TAO渾身の舞台。

和太鼓ワークショップ

13：00開始
参加無料（要事前申込）

9/29（土）
～10/28（日）

チケット発売中

平成24年度 松竹大歌舞伎

19:00開演

13:00開演

チケット発売中

コンツェ・ブラザーズ　バイオリン・チェロ二重奏の調べ

ウィーンフィルとベルリンフィルに在籍する若き兄弟の洗練した響きをお楽
しみください。

水田竜子

花はただ咲く

中村橋之助 片岡孝太郎



山口県立美術館 ＜お問い合わせは＞ 山口県山口市亀山町3-1 　TEL 083-925-7788
http ://www.yma-web. jp

山口県立萩美術館・浦上記念館 ＜お問い合わせは＞ 山口県萩市平安古586-1　TEL 0838-24-2400
http://www.hum.pref .yamaguchi . lg. jp

清親と安治―光線画の時代特別展示

教育・文化週間（11月１日（木）～７日（水））は美術館へ！

モダンな大衆文化が華開いた大正から昭和初期の時代を先導し、ひろく大衆に支持された竹久夢二、高畠華屑を中心とし
て、大正ロマン昭和モダンを彩る画家たちの日本画、版画、挿絵、楽譜、装丁本などの作品約200点を展示し、時代の風
俗や流行を敏感にとらえていた大衆アートの世界を紹介します。

明治期に西洋絵画の技法を取り入れた風景版画で一世を風靡した浮世絵師・小林清親（1847-1915）と、その弟子の井上安
治（1864-1889）による「光線画」をご紹介します。「光線画」は、伝統的な浮世絵版画の技法を駆使する一方、幕末から明
治初期に日本にもたらされた西洋絵画や印刷、写真技術に学んだ陰影法、明暗法などの手法を用いた、新たな様式の風景版
画です。東京の開化風景を主題にしながら、どこか江戸情緒が漂う「光線画」は、ノスタルジックな詩情に溢れています。

9:00～17:00（入館は16:30まで）■ 会　期 ： 開催中～10/8（月・祝）

■ 休館日 ： 月曜日　※ただし9/17と10/8は開館
■ 料　金 ： 一般1,000円（800円）、70歳以上および学生800円（600円）
  ※(　)内は前売りおよび20名以上の団体料金です。なお、18歳以下の方、および高等学校、中等教育学校、特別支援学校に在籍する生徒は無料です。
  ※普通展示をご覧になる場合、別途観覧料が必要です。　※前売り券はローソンチケットおよび県内プレイガイドでお求めになれます。

大正ロマン昭和モダン展

11/1（木）～7（水）は教育・文化週間のため、コレクション展が無料でご覧いただけます。※月曜休館

竹久夢二・高畠華屑とその時代

第6回山口県総合芸術文化祭

第6回山口県総合芸術文化祭

HEART2012

■ 会　期 ： 11/17（土）～12/24（月・振休）（予定）
■ 休館日 ： 月曜日　※ただし12/24(月・振休)は開館。
詳しくは山口県立美術館ホームページをご覧いただくか、お電話にてお問い合わせください。

■ 会　期 ： 10/4（木）～21（日）
■ 主　催 ： ミュージアム・タウン・ヤマグチ2012実行委員会、山口県教育委員会

■ 場　所 ： 山口県立美術館～一の坂エリア～山口市中心商店街

竹久夢二　舞妓
制作年不詳

60余年の歴史を誇る山口県美術展覧会を核に、本年度も美術館、一の坂川、中心商店街
を会場として、美術館と街をつなぐいくつかのアート・プロジェクトを展開します。昨年に
引き続きチャリティ・カレンダーや、県美展出品作家などを販売予定。

小林清親『新橋ステンション』横大判錦絵
明治14年(1881) 

横浜美術館蔵 加藤栄一氏寄贈

萩割高台茶碗 江戸前期

休館日の11月5日（月）を除く、11月１日（木）～７日（水）は、普通展示観覧料が無料です。

※会期中、展示替えを行います。 【前期】9/8（土）～9/23（日）　【後期】9/25（火）～10/8（月・祝）

古萩―江戸の美意識―特別展示

「一楽、二萩、三唐津」と謳われるなど、侘数寄に通う茶の湯の具足として高い声価を得てきた古萩の茶碗は、江戸時代を
通して萩藩の御用窯を中心に製作されました。御用窯の精品は藩主の御遣物として諸侯の進物品に用いられるなど、限ら
れた階層に流通しました。本展は、このような古萩茶碗の伝世品に併せて御用窯でつくられた表現力豊かな細工物などを
紹介し、江戸期の多彩な美意識とその変遷をかたちのなかで読み解いていきます。

9:00～17:00（入館は16:30まで）■ 会　期 ： 10/20（土）～12/9（日）
■ 休館日 ： 月曜日
■ 料　金 ： 一般1,000円（800円）、70歳以上および学生800円（600円）
  ※(　)内は前売りおよび20名以上の団体料金です。なお、18歳以下の方、および高等学校、中等教育学校、特別支援学校に在籍する生徒は無料です。
  ※普通展示をご覧になる場合、別途観覧料が必要です。　※前売り券はローソンチケットおよび県内プレイガイドでお求めになれます。

第66回山口県美術展覧会
絵画、彫刻といったジャンルの枠のない自由な表現が魅力の山口県美展では、全国から出展される創作意
欲あふれる作品が競い合います。昨年度大賞受賞の特別展示として、山根秀信氏による新作を展示します。

■ 会　期 ： 10/4（木）～21（日）
■ 休館日 ： 月曜日　※ただし10/8（月・祝）は開館し、翌日10/9（火）休館
■ 料　金 ： 一般500円（400円）、学生400円（300円）
　　　　　　　　　※(　)内は20名以上の団体料金です。※70歳以上および18歳以下の方、中等教育学校、高等学校、特別支援学校に在学する方等は無料です。

■ 主　催 ： 山口県、山口県教育委員会

■ 場　所 ： 山口県立美術館 第65回山口美術展覧会
大賞受賞作品

山根秀信　｢風景｣



山口県立美術館
083-925-7788

山口県立萩美術館・
浦上記念館
0838-24-2400

周南市郷土美術資料館・
尾崎正章記念館
0834-62-3119

周南市美術博物館
0834-22-8880

山口情報芸術センター
083-901-2222

和木美術館
0827-53-3123

岩国美術館
0827-41-0506

ニューメディアプラザ山口
ミニギャラリー
083-921-1125

香月泰男美術館
0837-43-2500

中原中也記念館
083-932-6430

10 月会　　　　　　場 11 月 12 月

10 月会　　　　　　場 11 月 12 月

11/1 企画展Ⅱ 「中也の父・謙助」

12/24
12/24

12/24

12/24

12/24

10/28 第6回下関市芸術文化祭・美術展
11/11

10/16 ミルトス絵画展

10/17 第10回周南市美術展2012 前期 平面・立体

11/11

11/13 天野義則 油絵展 『関門海峡』

11/30 香月泰男 くらし展

12/2

10/4 第6回山口県総合芸術文化祭
　　　第66回山口県美術展覧会

10/20 〈特別展示〉 古萩―江戸の美意識―

10/26、11/23、12/28 中原中也を読む会9/30、10/21 プロムナード・トークー展示解説ー

開催中 藤村寛 作品展 ー想いー

開催中 UBEビエンナーレ（現代日本彫刻展）紹介展示 彫刻今昔写真展 第2弾 小さな小さな野外彫刻作品展示

開催中 ［分館］秋のコレクション展 鳥シリーズ／柳原義達 リア王のための舞台装置／向井良吉

開催中 来て、見て、さわってみよう 地球の不思議！

開催中 〈シベリア・シリーズ大解剖！その３〉 香月泰男 色でみるシベリア･シリーズ
開催中 〈雪舟と雲谷派３〉 桃山画壇の雄・雲谷等顔 10/30 〈雪舟と雲谷派4〉 雪舟と雪舟流 12/4 にっぽんの雪

開催中 生誕100年プレ企画 松田正平小品展－N氏の肖像

12/19開催中 秋の彩り展

10/14

10/14

10/14

開催中 〈特別展示〉 清親と安治―光線画の時代
10/8

10/8

10/21

12/9

11/6 大正・昭和 耽美の時代

11/17 〈特別展〉 大正ロマン昭和モダン展 竹久夢二・高畠華宵とその時代

2/2712/21 新春名品展

10/21

10/21
10/24 第10回周南市美術展2012 後期 書・写真

10/28

10/28 12/2

10/28

11/25

11/25

11/26

11/26

12/3

11/2 第24年度 周南市学校美術展
11/4

11/23 ー子どものころからえかきになりたかったー
　　　　安野光雅展 1/14

3/3

3/3

1/27

10/6 はちがみね 子供絵画コンクール

10/6 〈企画展〉 東京藝大美術館所蔵 日本近代美術の名品展 ー森鷗外と米原雲海を中心にー 12/5 〈コレクション展〉 1920’s 夜を彩る服

12/6 第44回島根県総合美術展（県展） 移動展10/31 〈コレクション展〉 重要文化財 益田元祥像
12/2410/6 〈特別展〉 澄川喜一 彫刻展

12/23

12/21
パッチワークキルト教室作品発表

12/1611/28 読書感想画コンクール

11/18

11/18
開催中 尾崎正章常設展「白い叙情」

12/8 岩池和代 絵画展 ー花と人に心を寄せてー

11/17 植物文化作品展

11/17 〈特別展〉 「ポール・デルヴォー展 ―夢をめぐる旅―」

［分館］ 第25回UBEビエンナーレ（現代日本彫刻展）応募作品展 12/16

11/26 紅葉の特性と腐葉土の作り方

10/13 UBEビエンナーレ（現代日本彫刻展）紹介展示 彫刻今昔写真展 第3弾 新たなスタート 世界一のUBEビエンナーレに！

12/8 尾崎正章常設展「画家として生きる」

12/13
〈企画展〉 「巳年生まれのお殿さま－元就・吉元・重就－」

12/17
12/14 島根県高校美術展

11/18

10/18 和木町文化協会 文化祭展示会

10/29

9/25 やまぐちカルチャーセンター講師 中嶋先生と生徒による ～水彩画～

開催中 香月泰男 愛情展 ー画家がつむいだ愛のかたちー

開催中 〈所蔵品展〉 「狩野芳崖と江戸狩野派の絵師たち／近代絵画の視線～岸田劉生から香月泰男まで～」

開催中 〈コレクション展〉 森英恵 1/14
2/11

11/30 〈コレクション展〉 描かれた女性たち

開催中 〈企画展〉 「重要文化財 旧毛利家本邸」

開催中 Guest Research Project vol.2 関連展示
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開催中 scopic measure #14 Goh Uozumi新作インスタレーション展「observer n」
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11/1 〈特別展〉 「国宝」
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10/29 3/24
11/1 第9回 常設テーマ展示 「『在りし日の歌』まで」

10/7 SPレコードコンサート

2/18開催中 特別企画展 「中原中也の手紙ー安原喜弘との交友」

3/25

ご寄付のお願い～山口きらめき財団の事業をご支援ください～

皆様からの寄付金は、地域文化活動への支援などに役立てます。ぜひ、ご協力をお願いいたします。

寄付は随時お申し込みいただけます。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
◆きらめき財団への寄付金は、寄付金控除の対象となります


