




―山口県芸術文化振興奨励賞を受賞
されてのご感想をお聞かせください
とても嬉しく思います。わたしの制作
している映画はおそらくみなさんの想
像される映画の枠からかなりはみ出
た作風だと自覚しているのですが、こ
れを機に、山口県でも実験的な映画
作品に興味を持ってくれる方や鑑賞
の機会が増えたらいいなと思います。

―吉開さんにとって、ダンスや映像
制作の魅力は何ですか？
全身の感覚を使って、いろいろなものと
関わることで、自分にはなかった考えや
表現が生まれてくることが一番興味深
いです。特にわたしにとっての映画作り
は博打のようなもので、これなら絶対上

手くいく、という手法がありません。毎回
いろいろな方を巻き込みながら、まだ見
たことのないものを手探りで形にしてい
きます。自分でも最終形がよくわからな
いもの、得体の知れない感覚を、いろ
んな人と一緒に具現化していく、その
過程がとても好きなのだと思います。

―作品を制作する際は、どのような
ことを心がけていらっしゃいますか？
事前にあらゆることを考えて準備して
おきつつ、撮影でも編集でも、その
時々の強い直感に従うことは大事にし
ています。こうした強い感覚を、わたし
は情動と呼んでいます。完成した映像
を観ることで、その情動が言葉を超え
て、力強く心身に響くことがあるかもし
れないと感じています。

―ご自身の創作活動の中で、山口県
との繋がりを感じることはありますか？
自然豊かな場所で育ったこと、今でも
実家に帰ると海も山もすぐ近くにある
ことは財産だなと思いますし、過去に
はYCAMで賞をいただいたり、秋吉
台国際芸術村で滞在制作をしたりと、
そこで得た人との繋がりも、今も大切
にしています。

―今後の目標や抱負を教えてください。
9月4日まで開催の「高知あだたん映画
祭」では、展示上映に加え、7月23日に
は過去作から最新作までの特別一挙
上映もあります。また、8月2 8日に
「YCAM爆音映画祭2022」で「Shari」
の上映もあり、またとない貴重な機会を
いただけてとても嬉しいです。より多く
の方に作品を見ていただけるように、
今までつくってきたものを大事にしなが
ら、純粋に興味のあるものとの出会い
を楽しみつつ、ご縁に感謝してこれか
らも精進したいと思います。

―最後に、山口県の若いアーティ
ストに向けてアドバイスや応援の
メッセージをお願いします。
作品制作を通して、さまざまな土地、生
き物、人のご縁を、全身で感じられます
ように。出会ったものに反応できる心身
が、ともに健康であることをなによりも最
優先させたいと自分自身でも思います。
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―山口県芸術文化振興奨励賞を受賞
されてのご感想をお聞かせください。
名誉ある賞をいただき光栄に思いま
す。オートマタ制作を始めて以来、多
くの方々にご支援をいただいたお陰
であると、身に染みて感じています。

―原田さんにとって、オートマタの
魅力とは何ですか？
こどもの頃から、物をつくることや人を
笑わせることが好きでした。僕にとって
オートマタの魅力はその両方が同時
にできることです。

―作品を制作する際は、どのような
ことを心がけていらっしゃいますか？
「楽しいかどうか」が行動の指針です。
「こういうものがあったらきっと楽しいだ
ろうな」とか、「こういうことをしたらたく
さんの人に楽しんでもらえそうだな」と

いうアイデアを思いついたら、それを
楽しみながら形にしていきたいと思って
います。

―ご自身の創作活動の中で、
山口県との繋がりを感じること
はありますか？
特に人との繋がりが広く深くなり
ました。2008年に山口市秋穂に
工房を構えた時点では、家族や
親戚以外に関わりの深い人は
いませんでした。それが今では、
材料の仕入れ、展覧会のポス
ターのデザインなど、制作にまつわる
様々な面で協力してくれる心強い友
人が山口県にいます。またこれまで地
元のテレビや新聞、雑誌などで僕の
活動を取り上げていただいたおかげ
で応援してくれる人も増えました。同
世代で活躍している山口県内の友
人たちからは刺激をもらっています。

―今後の目標や抱負を教えてください。
今年2022年の秋に、山口市秋穂に
ある工房のすぐ前に、僕の作品を展
示する小さなミュージアムがオープン
する予定です。より多くの方にオート
マタの魅力を知っていただくきっかけ
になればと願っています。これからも

山口県を拠点に、世界中の人々が思
わず笑顔になるような作品を作り続
けていきたいです。

―最後に、山口県の若いアーティ
ストに向けてアドバイスや応援の
メッセージをお願いします。
僕は夢や希望をすぐ公言します。い
つか自分の作品集を出版したい、
海外でも作品を発表したい、何万
人ものお客さんが来てくれる展覧会
を開催したい、自分のミュージアムを
建てたい、などなど。最初は実現する
あてがなかった夢でも、言い続けて
いれば不思議と力になってくれる人
が現れて、実現してきました。山口県
の若いアーティストのみなさん、自分
が叶えたい夢を具体的にイメージ
して、それを口に出し、日々の制作に
最善を尽しましょう。きっとその夢は
叶いますよ！

山口県光市出身。2002年オートマタ制作を始める。2006年から2007年の間、巨匠マット・
スミス氏に師事する。そして、University College Falmouth大学院卒業後、2008年山口市
秋穂に工房「二象舎」を設立。現在オートマタの制作や国内外で展示を行っている。2015年
工芸都市高岡クラフトコンペティション優秀賞、他受賞。

原田 和明 Harada Kazuaki（オートマタ作家）

吉開 菜央 Yoshigai Nao（振付家・ダンサー、映像作家）
山口県光市出身。日本女子体育大学舞踊学専攻卒業、東京藝術大学大学院映像研究科
修了。自らの心身に蓄積した経験・感覚・気配・記憶などを、映画制作を中心に、あらゆる
メディアで表現している。作品は、国内外の映画祭での上映をはじめ、展覧会でもインスタ
レーション展示されている。MVの監督や、振付、出演も行う。監督した主な映画は『Shari』
（ロッテルダム国際映画祭2022公式選出）『Grand Bouquet』（カンヌ国際映画祭監督
週間2019正式招待）『ほったまるびより』（文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門
新人賞受賞）。米津玄師MV「Lemon」出演・振付。東京造形大学非常勤講師。
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夢の実現の第一歩は口に出すこと 見たことのないものを手探りで形にする

「思う壺」 「笑いの壺」

映画『Shari』より、撮影：石川直樹

CLOSE  UP  IN T E R V I E W vol.7
山口県で活躍する注目アーティストをご紹介!

2022年7月13日、オートマタ作家の原田和明氏と振付家・ダンサー・映像作家の吉開菜央氏が山口県芸術文化振興奨励賞
を受賞されました。原田氏は、日本でも数少ない西洋からくり装置「オートマタ」の作家で、可愛くてユーモラスで少し
毒気のある作品を多数発表しており、近年は中原中也などの山口県の文化・歴史をモチーフにした作品も制作されて
います。吉開氏は、米津玄師の「Lemon」をはじめ、人気アーティストのミュージックビデオの監督・振り付け・出演を行う
ほか、映像作家としても活躍されており、ダンサーとしての身体感覚を活かしたリズム感のある映像表現で、国内外で
高く評価されています。今回はお二人に作品制作の原動力や郷土への思いについてお話を伺いました。
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※掲載内容は、2022年8月3日時点のものであり、イベントの日時・内容等は変更される場合があります。開催情報や有料イベントの詳細（各種割引、無料条件など）
　については「問い合わせ先」までご連絡ください。
※2次元コードをスマートフォンもしくは携帯電話で読み取ると詳しいイベント情報をご確認いただけます。（アプリの種類やバージョンにより、読み取りができない場合
　がございます。ご了承ください。 読み取りが不安定な場合は、読み取りたいコードの周りを隠して読み取りをお願いします。）

注目のイベント

2022年9月 開催イベント
開催期間エリア 問い合わせ先 料  金会場名・所在地イベント名

イベントカレンダー｜2022.9
アイコン
凡 例

2次元コードから
イベント情報
をチェック!

期間／9月17日（土） 開演14：00

083-231-1234
会場／下関市生涯学習プラザ 下関市

40年以上の芸歴で磨かれた、いぶし銀の噺家“瀧川鯉昇”と
2019年に真打に昇進し落語家としてはもちろん、他ジャ
ンルでも活動中の弟子“瀧川鯉斗”による落語会です。

瀧川鯉昇・鯉斗 親子会

期間／9月28日（水）～10月2日（日） 9：３０～17：00

0834-22-8622
会場／周南市美術博物館 周南市

周南市の新たな美術の創造と振興を図るため、市民
美術展を開催します。前期展覧会では準大賞以上の
作品と、平面・立体の入選以上の作品を展示します。

期間／9月4日（日）～12月5日（月）

0835-28-3107
会場／山頭火ふるさと館 防府市

自由律俳人種田山頭火が尊敬していた先人として、松尾芭蕉
と良寛を取り上げます。山頭火が彼等からどのような影響を
受けていたのか、貴重な直筆資料とともに紹介します。

大人１００円
小人  ５０円山口市

083-934-3312
山口市菜香亭山口市菜香亭

山口市天花1-2-79：00～17：00
開催中～9月12日（月） 企画展「大内氏の年中行事」

大人１００円
小人  ５０円山口市

083-934-3312
山口市菜香亭山口市菜香亭

山口市天花1-2-7
9月
10月

14日（水）～
10日（月・祝）

9：00～17：00

企画展
「菜香亭に伝わる狩野派展」

全席指定
3,500円下関市

083-231-1234
下関市生涯学習プラザ下関市生涯学習プラザ

下関市細江町3丁目1番1号
（土）

開演 14：00
17日9月 瀧川鯉昇・鯉斗 親子会

500円周南市
0835-32-3560

山口県マーチングバンド連盟周南市鹿野総合体育館
周南市鹿野上３０２８-１（月・祝）19日9月 第35回 全日本マーチング

コンテスト山口県大会

無 料防府市
083-928-8863
山口県書道連盟防府市地域交流センター アスピラート

防府市戎町１-１-２８9：00～17：00
※9月11日は16：00まで

第40回 山口県書道連盟展
9月9日（金）～11日（日）

県
東
部

県
北
部

県
央
部

県
西
部

美術 華道音楽 建築
歴史芸能

分野別

文芸

文学
回廊

今秋、山口県立美術館では「唐絵の系譜 将軍家の襖絵／雪舟と狩野派」を、山口県立萩美術館・浦上記念館では「蒐集家 浦上敏朗の眼

浮世絵・やきもの名品展」を開催します。ぜひ美術館にお越しいただき、芸術に触れて充実した時間をお過ごしください！

術館に行こう！秋の展示会特集美
からえ

その他

唐絵の系譜
将軍家の襖絵／雪舟と狩野派
2022年 9月16日（金）～10月16日（日）

国宝 雪舟等楊 四季山水図（山水長巻） 部分 毛利博物館

伝雪舟 富士三保清見寺図 永青文庫

狩野常信 四季花鳥図屏風 右隻 板橋区立美術館

山口県立美術館
からえ

［開館時間］
［ 休 館 日 ］
［ 観 覧 料 ］

9：00～17：00（入館は16：00まで）
9月26日（月） ※10月3日（ファースト・マンデー）は開館
一般 1,600円（1,400円）
シニア・学生 1,400円（1,200円）、18歳以下無料

※シニアは70歳以上の方、（  ）内は前売及びオンライン料金。
※前売券は、ローソンチケット（Lコード：63432）、セブンチケットでお求めになれます。
※18歳以下の方と高等学校、中等教育学校、特別支援学校の生徒は無料。
※身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳のご提示者とその介護者（1名)は無料。

蒐集家 浦上敏朗の眼
浮世絵・やきもの名品展

当館は、萩市出身の実業家であった浦上敏朗氏（1926～2020）が40年近くに
わたって蒐集された浮世絵と東洋古陶磁を核としたコレクションを、山口県に一括
して寄贈されたことを契機として開館しました。2020年に逝去された浦上氏を
偲んで開催する本展では、浦上氏の確かな眼によって築かれたコレクション
から、浮世絵、中国・朝鮮古陶磁の逸品をご紹介します。

2022年 9月10日（土）～11月13日（日）

［開館時間］
［ 休 館 日 ］

［ 観 覧 料 ］

9：00～17：00（入館は16：30まで）
9月12日（月）、20日（火）、26日（月）
10月11日（火）、17日（月）、24日（月）、31日（月）
一般 1,500円（1,300円）／学生 1,300円（1,100円）
70歳以上 1,200円（1,000円）／18歳以下無料

葛飾北斎「風流無くてなゝくせ 遠眼鏡」
享和期（1801～1804）頃

青花月兎文栗鼠耳角扁壺
朝鮮半島 朝鮮時代（18～19世紀）

灰陶加彩駱駝 中国 北魏時代（6世紀）
※すべて
　浦上敏朗氏寄贈

※（　）内は前売りおよび20名以上の団体料金。
※18歳以下の方と高等学校、中等教育学校、特別支援学校の生徒は無料。
※身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳のご提示者とその
介護者（1名）は無料。
※前売券は、ローソンチケット（Lコード：63296）、セブンチケットでお求めになれます。
※割引券は、県内プレイガイド、道の駅、旅館等観光施設に設置しています。
※開催中の普通展示もご覧いただけます。

山口県立萩美術館・浦上記念館

雪舟（1420-1502/06?）は、室町時代（1336-1573）に山口で活躍した画家です。当時
雪舟を庇護した大名・大内氏の館は、京都の足利将軍家の館を模して造られており、
雪舟が描いた襖絵も、将軍家の襖に御用絵師の周文が描いた山水図を学んで描いた
ものでした。雪舟や周文の絵は、当時人気が高かった「唐絵」と呼ばれる中国絵画を
お手本にしていました。「唐絵」を尊重し、制作の模範とするこのような美術文化は、室町
時代の足利将軍家から、江戸時代の徳川将軍家へと継承され、武家文化の大きな柱の
一つになりました。本展覧会では、周文から雪舟、雪舟から狩野探幽へとつながる唐絵
画家の系譜を、「将軍家の襖絵」・「雪舟と狩野派」という2つの展示によって辿ります。

からえ

無 料山口市
083-920-9220
大路ロビー山口市香山公園

山口市香山町７-１
9月17日（土）・
     24日（土）
18：30～21：00

山口ゆらめき回廊

無 料山口市
083-924-2111
山口県立山口図書館山口県立山口図書館 2階

ふるさと山口文学ギャラリー
山口市後河原150-1

9月1日（木）～1月8日（日）
生誕140年、
種田山頭火と<やまぐち>

ふるさと山口文学ギャラリー企画展
9：00～19：00
※土日祝日は17：00まで
〔休館：月曜、月末閉館日〕

一般
シニア・学生
18歳以下

1,600円（1,400円）
1,400円（1,200円）
無料

山口市
083-925-7788
山口県立美術館山口県立美術館

山口市亀山町3-1
（金）～
（日）

16日
16日

9月
10月

唐絵の系譜
将軍家の襖絵／雪舟と狩野派

からえ

※（ ）内は前売り料金です。

入館料 一般 330円
大学生・高等専門学校の学生 220円
70歳以上・18歳以下 無料

山口市
083-932-6430
中原中也記念館中原中也記念館

山口市湯田温泉1-11-21

開催中～10月2日（日）
9：00～18：00（入館17：30まで）
〔休館：月曜（祝祭日の場合は翌日）、
 毎月最終火曜〕

特別企画展
「坂口安吾と中原中也――風と空と」

一部有料公演有り宇部市
0836-35-3355
宇部市文化創造財団渡辺翁記念会館

宇部市文化会館 ほか
宇部市朝日町8番1号

（日）～
（日）

4日
18日

9月
12月 第54回 宇部市芸術祭

無 料光市
0833-78-2323
光ふるさと郷土館光ふるさと郷土館

光市室積5-6-5
（土）

19：00～20：30
17日9月 秋の夜長と邦楽の夕べ

無 料周南市
0834-22-8622
周南市文化スポーツ課周南市美術博物館

周南市花畠町10番16号9：30～17：00（入場16：30まで）
※9月28日は10：00開場

9月28日（水）～10月2日（日） 第20回 周南市美術展2022
前期展覧会［平面・立体］

第20回 周南市美術展2022
前期展覧会［平面・立体］

3,500円
4,000円

前売券
当日券

岩国市
0827-24-8996
岩国市文化芸術振興財団岩国市民文化会館 大ホール

岩国市山手町1丁目15番3号
（土）

開演 14：00（開場 13：00）
3日9月 假屋崎省吾フラワーデモンストレーション

＆トークショー
～花からはじまるライフスタイル・花は心のビタミン～

入館料に含む
入館料：一般  350円
　　　 小中高校生150円

長門市
0837-26-5155
金子みすゞ記念館金子みすゞ記念館

長門市仙崎1308番地
開催中～9月29日（木） 「みすゞが紡ぐ

 家族を想ううた」展9：00～17：00
※入館は16：30まで

大人300円（200円）
小・中・高校生150円（100円）
※（　）内は前売り料金

防府市
0835-28-3107
山頭火ふるさと館山頭火ふるさと館

防府市宮市町5番13号
（日）～
（月）

4日
5日

9月
1２月 「山頭火と芭蕉・良寛～尊敬した先人たち～」

種田山頭火生誕１４０年・山頭火ふるさと館
開館５周年記念 特別企画展

「山頭火と芭蕉・良寛～尊敬した先人たち～」

種田山頭火生誕１４０年・山頭火ふるさと館
開館５周年記念 特別企画展

無 料宇部市
0836-34-8562
宇部市文化振興課ときわ湖水ホール アートギャラリー

宇部市大字沖宇部254番地
（金）～
（日）

10：00～16：00 〔休館：火曜〕

16日
27日

9月
11月 井田勝己彫刻展

前期   9月16日（金）～  9月30日（金）
後期 10月  1日（土）～10月16日（日）
※開期中、一部作品の展示替えをします。

前期   9月10日（土）～10月10日（月・祝）
後期 10月１２日（水）～11月13日（日）
※浮世絵は全て展示替えをします。

〔休館：火曜、10月3日～6日〕 
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注目のイベント

2022年10月 開催イベント

期間／10月2日（日）～11月27日（日）

0836-34-8562
会場／ときわ公園 UBEビエンナーレ彫刻の丘 宇部市

1961年から続く世界で最も歴史ある野外彫刻の国際コンクール
です。第29回展では、49か国299点から選ばれた15点の野外
彫刻が、常盤湖を望むUBEビエンナーレ彫刻の丘に展示されます。

第29回 UBEビエンナーレ
（現代日本彫刻展）

期間／10月5日（水）～4月16日（日） 9：00～17：00

083-932-6430
会場／中原中也記念館 山口市

本展では、この詩が書かれた背景や、詩の舞台になった
といわれる故郷・山口の風景、特徴的なオノマトペの
使い方など、さまざまな角度から作品を読み解きます。

企画展Ⅱ
中也、この一篇――「一つのメルヘン」

期間／10月1日（土） 開演15：00

0827-29-1600
会場／シンフォニア岩国 コンサートホール 岩国市

国内トップクラスの演奏家と林英哲が織り成す魂の
響は必聴！山口県東部、中央部、西部、北部と県全域
で行うコンサートの皮切り公演です。

期間／11月5日（土）～6日（日）

0827-24-8996
会場／錦帯橋周辺 岩国市

篝火の灯りに照らされる錦帯橋を楽しめるのは、1年のうち
芸術祭がある２日間のみです。様々なアート体験や鑑賞プロ
グラムを通して、錦帯橋の今昔に思いを馳せてください。

錦帯橋芸術祭2022

期間／11月13日（日）

0827-38-1068
会場／周南市文化会館 周南市

定期公演として日本舞踊各流派（花柳、藤間、坂東、若柳、
山村）による古典舞踊16曲を艶やかに衣裳付で舞い、５名
の先生方による「新一つとや」が最後を飾ります。

第14回 山口県日本舞踊祭

期間／10月23日（日） 開演14：00【予定】

0837-63-0020
会場／秋吉台国際芸術村コンサートホール 美祢市

古楽界を代表する管楽器の名手達と、ショパン国際ピリオド
楽器コンクール第2位の川口成彦のピアノで、モーツァルト
やベートーヴェンと同時代の響きを再現します。

レ・ヴァン・ロマンティーク・
トウキョウ＆川口成彦

2022年11月 開催イベント

2022年9月 開催イベント
開催期間エリア 問い合わせ先 料  金会場名・所在地イベント名

イベントカレンダー｜2022.9‒2022.11
アイコン
凡 例

2次元コードから
イベント情報
をチェック!

※掲載内容は、2022年8月3日時点のものであり、イベントの日時・内容等は変更される場合があります。開催情報や有料イベントの詳細（各種割引、無料条件など）
　については「問い合わせ先」までご連絡ください。
※2次元コードをスマートフォンもしくは携帯電話で読み取ると詳しいイベント情報をご確認いただけます。（アプリの種類やバージョンにより、読み取りができない場合
　がございます。ご了承ください。 読み取りが不安定な場合は、読み取りたいコードの周りを隠して読み取りをお願いします。）

その他分野別

美術 祭り建築
歴史 高 高文連音楽

文学
回廊

入場 無料
出品 １点400円

1点増すごとに100円追加
光市

0833-72-5800
光市文化センター光市文化センター

光市光井9丁目18番2号
10月25日（火）～11月6日（日）
前期 10月25日（火）～10月30日（日）
後期 11月  １日（火）～11月  6日（日）

第18回 光市美術展
（第18回光市文化祭）

一　般
ユース

3,500円
1,000円美祢市

0837-63-0020
秋吉台国際芸術村秋吉台国際芸術村コンサートホール

美祢市秋芳町秋吉50
（日）

開演 14：00【予定】
23日10月 レ・ヴァン・ロマンティーク・

トウキョウ＆川口成彦

高校生以上
中学生以下

500円
無    料岩国市

0827-24-8996
岩国市文化芸術振興財団岩国市民文化会館 小ホール

岩国市山手町1丁目15番3号
0歳から♪くらしっくこんさーと
～ソーシャルディスタンスVer.～

（日）
開演 11：00（開場 10：30）

9日10月

一般
学生（25歳以下）

2,000円
1,000円岩国市

0827-29-1600
シンフォニア岩国シンフォニア岩国 多目的ホール

岩国市三笠町1-1-1
（金）

開演 14：00
14日10月 アフタヌーン・コンサートVol.9

ピアノ・デュオ アン・セット・シス 観覧料 無料
出品料 1,000円／人
（中学生以下は除く）
（高校生は出品無料）

柳井市
0820-22-2111
柳井市教育委員会柳井市文化福祉会館

柳井市柳井3718番地
11月12日（土）～16日（水）

第58回 柳井市美術展覧会9：00～17：00
※11月16日は14：00まで

光市 0833-74-3607
光市教育委員会光市民ホール

光市島田4-13-15
歌謡まつり
（第18回光市文化祭）

（日）
9：00～17：00

9日10月 無 料

光市 0833-74-3607
光市教育委員会光市民ホール

光市島田4-13-15
邦楽祭
（第18回光市文化祭）

（日）
13：30～16：00

23日10月 無 料

無 料周南市
083-282-0113

山口県ボールルームダンス連盟 サンウィング熊毛
周南市中村803-2（日）2日10月 山口県ダンスフェスティバル

無 料萩市
0996-79-4401
山口県母の合唱連盟萩市民館

萩市江向495-4（日）23日10月 第53回
山口県コーラスフェスティバル

無 料下松市
083-924-1532
山口県俳句作家協会下松市市民交流拠点施設

ほしランドくだまつ
下松市大手町2丁目3-1

（日）6日11月 第59回 山口県俳句大会

3,000円周南市
0827-38-1068
日本舞踊協会山口県支部周南市文化会館

周南市徳山公園区5854-41（日）13日11月 第14回 山口県日本舞踊祭

無 料美祢市
0837-64-0533
山口県いけばな作家協会秋吉台国際芸術村

美祢市秋芳町秋吉50
（日）

13：00～
2日10月 文化の輪を繋げる

無 料周南市
0834-21-7444
山口県邦楽連盟周南市文化会館

周南市徳山公園区5854-41（日）23日10月 第52回 山口県邦楽大会

県
央
部

県
北
部

県
西
部

県
東
部

県
東
部

県
北
部

参加料：1,000円
※ジュニアの部は無料

全域
0833-71-4118
山口県川柳協会誌上開催（金）

※投句締切
30日9月 第70回 山口県川柳大会全

域

無 料
洋舞部門 1,000円山口市

083-934-2717
山口市文化交流課山口市民会館

山口市中央2-5-1
（土）～
（日）

29日
30日

10月 令和4年度
山口市民文化祭

長門市
0837-43-2818
村田清風記念館村田清風記念館

長門市三隅下2510番地1
医療献身に生きた郷土の母「中原篷」展
第2章【済生学舎、吉岡弥生との出会い】

入館料に含む
入館料：一般  ２０0円
　　　 小中高校生100円

開催中～11月28日（月）
9：00～17：00（入館16：30まで）
〔休館：毎週火曜（祝日の場合は翌平日）〕

入館料：一般 500円
　　　 小中高校生 200円

長門市
0837-43-2500
香月泰男美術館香月泰男美術館

長門市三隅中226番地
「香月泰男
 一人の絵かきとして」

開催中～10月10日（月・祝）
9：00～17：00（入館16：30まで）
〔休館：毎週火曜（祝日の場合は翌平日）〕

萩市
0838-24-2400

山口県立萩美術館・浦上記念館山口県立萩美術館・浦上記念館
萩市平安古町586-1

（土）～
（日）

10日
13日

9月
11月

蒐集家  浦上敏朗の眼
浮世絵・やきもの名品展

一般 1,500円（1,300円） 学生 1,300円（1,100円）
70歳以上 1,200円（1,000円）  18歳以下無料
※（ ）内は前売り及び20名以上の団体料金です。
※開催中の普通展示もご覧いただけます。

正面席
北・南席
高校生以下

2,400円
1,900円
1,600円

長門市 0837-26-6001
ルネッサながとルネッサながと

長門市仙崎10818番地1
（日）

14：00～16：00
18日9月 精華女子高等学校

吹奏楽部コンサート

開催中～10月10日（月・祝）
9：00～17：00（入館16：30まで）
〔休館：毎週火曜（祝日の場合は翌平日）〕

入館料に含む
入館料：一般 500円
　　　 小中高校生 200円

長門市
0837-43-2500
香月泰男美術館香月泰男美術館

長門市三隅中226番地
特別展示
「香月泰男のシベリヤ・シリーズ」

山口市
083-922-0294
山口県立山口博物館山口県立山口博物館

山口市春日町8-2
サイエンスやまぐち2022
第76回山口県科学作品展

一般 150円（120円）／学生 100円（80円）
18歳以下及び70歳以上 無料

※（　）内は20名以上の団体料金です。

10月28日（金）～11月13日（日）
9：00～16：30（入場16：00まで）
〔休館：月曜〕
※10月28日は、総合開会式終了後に開場（10：30頃）

無 料防府市
0835-28-3107
山頭火ふるさと館山頭火ふるさと館

防府市宮市町5番13号
（金）～
（日）

7日
9日

10月 開館５周年記念イベント
「山頭火ふるさとまつり」

入館料：一般 330円
大学生・高等専門学校の学生 220円
70歳以上・18歳以下 無料

山口市
083-932-6430
中原中也記念館中原中也記念館

山口市湯田温泉1-11-21
9：00～17：00（入館16：30まで）
〔休館：月曜（祝祭日の場合は翌日）、
  毎月最終火曜〕

企画展Ⅱ
中也、この一篇――「一つのメルヘン」

10月5日（水）～4月16日（日）

無 料防府市
0839-22-0032
山口県高等学校文化連盟山口県立防府商工高等学校

防府市中央町３-１（日）23日10月 第44回 山口県高等学校
総合文化祭 囲碁部門

無 料山口市
0839-22-0032
山口県高等学校文化連盟山口市民会館

山口市中央２-５-１（金）2１日10月 第44回 山口県高等学校
総合文化祭 演劇部門

無 料宇部市
0836-34-8562
宇部市文化振興課ときわ公園 UBEビエンナーレ彫刻の丘

宇部市野中三丁目4番29号
（日）～
（日）

2日
27日

10月
11月

第29回 UBEビエンナーレ
（現代日本彫刻展）

無 料下関市
083-250-7666
田中絹代ぶんか館田中絹代ぶんか館

下関市田中町5番7号「文学賞……て、ナニ？」
10月6日（木）～4月3日（月）
9：00～17：00
〔休館：火曜・水曜
  （祝祭日の場合は翌平日）〕

入館料
団体（20名以上）
高校生以下

260円
200円
無    料

障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名無料

光市
0833-78-2323
光ふるさと郷土館光ふるさと郷土館

光市室積5-6-5
（土）～
（日）

1日
9日

10月 室積秋まつり展

一般
学生（25歳以下）

3,000円
1,500円岩国市

0827-29-1600
シンフォニア岩国シンフォニア岩国 コンサートホール

岩国市三笠町1-1-1
（土）

開演 15：00
1日10月 管弦楽アンサンブルと和太鼓のコラボレーション

～音楽と巡って 見つけて やまぐちの魅力～

10月5日（水）～
10月9日（日） 無 料周南市

0834-22-8622
周南市文化スポーツ課周南市美術博物館

周南市花畠町10番16号9：30～17：00
（入場 16：30まで）

10月5日（水）～10月9日（日） 第20回 周南市美術展2022
後期展覧会［書・写真］

無 料岩国市
0839-22-0032
山口県高等学校文化連盟山口県立岩国高等学校

岩国市川西４-６-１（金）7日10月 第44回 山口県高等学校
総合文化祭 文芸部門

長門市
0837-43-2500
香月泰男美術館香月泰男美術館

長門市三隅中226番地
「再びのー香月泰男作品
 修復の足跡」

入館料：一般 500円
　　　 小中高校生 200円

10月19日（水）～2月12日（日）
9：00～17：00（入館16：30まで）
〔休館：火曜（祝日の場合は翌平日）〕

大人
高校・大学生
小・中学生

520円
310円
100円

萩市
0838-25-6447
萩博物館萩博物館 企画展示室

萩市大字堀内355番地  
（土）～
（日）

1日
11日

10月
12月

特別展 「江戸時代の地図 古地図で
探ろう、ふる里や国の姿・形」

無 料周南市
0839-22-0032
山口県高等学校文化連盟新南陽ふれあいセンター【予定】

周南市福川南町２-１
（金）～
（日）

１１日
13日

11月 第44回 山口県高等学校
総合文化祭 写真部門

管弦楽アンサンブルと和太鼓のコラボレーション
～音楽と巡って 見つけて やまぐちの魅力～

前回展会場風景 第13回山口県日本舞踊祭（渡辺翁記念会館）Rikimaru HottaC 中原中也『在りし日の歌』M.TominagaC

無 料岩国市
0827-24-8996
岩国市文化芸術振興財団錦帯橋周辺

岩国市岩国1丁目錦帯橋芸術祭2022（土）～
（日）

5日
6日

11月

開催期間エリア 問い合わせ先 料  金会場名・所在地イベント名
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注目のイベント

開催期間エリア 問い合わせ先 料  金会場名・所在地イベント名

イベントカレンダー｜2022.11‒2022.12

2次元コードから
イベント情報
をチェック!

開催期間エリア 問い合わせ先 料  金会場名・所在地イベント名

2022年11月 開催イベント

2022年12月 開催イベント

※掲載内容は、2022年8月3日時点のものであり、イベントの日時・内容等は変更される場合があります。開催情報や有料イベントの詳細（各種割引、無料条件など）
　については「問い合わせ先」までご連絡ください。
※2次元コードをスマートフォンもしくは携帯電話で読み取ると詳しいイベント情報をご確認いただけます。（アプリの種類やバージョンにより、読み取りができない場合
　がございます。ご了承ください。 読み取りが不安定な場合は、読み取りたいコードの周りを隠して読み取りをお願いします。）

期間／11月13日（日） 開演14：00

0836-35-3355
会場／渡辺翁記念会館 宇部市

歌舞伎役者 中村獅童が絵本「あらしのよるに」の一人
語りで魅惑の世界へ誘います。歌舞伎のレクチャーも
あり、子どもから大人まで楽しんいただける公演です。

期間／11月19日（土）～1月29日（日）

083-245-4131
会場／下関市立美術館 下関市

19世紀末の画家ビアズリーを『サロメ』の挿絵を中心に紹介
します。ロートレックのポスターや、ミュシャらのアールヌー
ヴォー芸術、日本の画家たちが受け継いだものにも迫ります。

特別展 「ビアズリーの系譜
アールヌーヴォー、日本の近代画家たち」

期間／11月3日（木・祝） 開演15：00

083-231-6401
会場／下関市民会館 下関市

2021年ショパン国際ピアノコンクールで日本人として半世紀ぶりの
第２位を受賞した反田恭平が自身がプロデュースするオーケストラ
とともに初来関し、世界トップクラスのピアノと室内楽を披露します。

反田恭平プロデュース
Japan National Orchestra

期間／12月9日（金）～4月9日（日） 9：00～16：30

083-922-0294
会場／山口県立山口博物館 山口市

過去の教育普及活動で星の魅力を伝えた天体望遠鏡を
展示するとともに、教育普及活動の歴史について、美し
い天体写真のパネルなどを用いながら紹介します。

企画展 レンズでのぞいた宇宙の不思議
やまはくの天体望遠鏡

期間／12月18日（日） 開演14：00

0836-71-1000
会場／不二輸送機ホール 山陽小野田市

今年も県内の合唱団が一堂に集い、透き通る歌声を
披露します。合唱祭に向けて、練習を重ねた団員たちの
美しいハーモニーを聴きに、ぜひ会場にお越しください。

期間／11月27日（日） 開演14：00

世界最高峰の舞台「第18回ショパン国際ピアノコン
クール」で第4位入賞後、オーケストラとの共演は西日本
初！ピアニスト・小林愛実（宇部市出身）と京都市交響楽団
の演奏を高関健の指揮でご堪能ください。

小林愛実 京都市交響楽団

全席指定
一　　　般
高校生以下

6,000円
2,000円

下関市
083-231-6401
下関市文化振興財団下関市民会館

下関市竹崎町4丁目5番1号
（木・祝）

開演 15：00（開場 14：00）
3日11月 反田恭平プロデュース

Japan National Orchestra

光市 0833-74-3607
光市教育委員会光市民ホール

光市島田4-13-15
第55回 光合唱祭
（第18回光市文化祭）

（日）
14：00～16：00

13日11月 無 料

光市 0833-74-3607
光市教育委員会光市民ホール

光市島田4-13-15
Rainbow Brass Show 2022
～心の旅～（第18回光市文化祭）

（日）
13：00～15：00

20日11月 無 料

宇部市
0836-35-3355
宇部市文化創造財団渡辺翁記念会館

宇部市朝日町8番1号
（火）6日 「交響曲ＵＢＥ」

2ndコンサート開演 18：30
一般
大学生以下

5,000円
2,５00円

※未就学児入場不可

12月

大人1,000円
中高   500円宇部市

0827-31-3383
山口県演劇協会宇部市文化会館

宇部市朝日町8-1
（土）～
（日）

12日
13日

11月 第61回 山口県演劇祭

無 料周南市
0820-48-4271
山口県歌人協会徳山駅前図書館交流室

周南市御幸通2丁目28
（日）

※表彰式
27日11月 第58回

山口県歌人協会短歌大会 大　人  2,000円
小中高 1,000円下関市

083-972-2880
山口県音楽協会下関市生涯学習プラザ

DREAM SHIP
下関市細江町3丁目1-1

（日）11日12月 第49回 山口県芸術演奏会

1,500円
1,000円

大　　　人
高校生以下防府市

0835-22-6814
山口県交響楽団防府市公会堂

防府市緑町1丁目9-1（日）11日12月 第67回
山口県交響楽団演奏会

無 料山陽
小野田市 0835-32-3560

山口県管楽アンサンブル連盟不二輸送機ホール
山陽小野田市郡1754

（日）～
（火）

２５日
27日

１２月 第46回 全日本アンサンブル
コンテスト山口県大会

県
央
部

県
東
部

県
西
部

県
央
部

県
北
部

県
西
部

アイコン
凡 例

音楽美術 祭り建築
歴史芸能 演劇・

ミュージカル

分野別高 高文連 文学
回廊 その他

一         般

高校生以下

前売券1,500円
（当日券2,000円）
前売券   500円
（当日券1,000円）

岩国市
0827-24-8996
岩国市文化芸術振興財団岩国市民文化会館 小ホール

岩国市山手町1丁目15番3号柳家一琴独演会（土）
開演 14：00（開場 13：30）

19日11月

茶券 500円
（入館料込）岩国市

090-9469-5478
宇野千代顕彰会宇野千代生家

岩国市川西2-9-35
（土）

10：00～15：00
19日11月 宇野千代生誕125年

もみじ茶会

県
北
部

無 料防府市
0835-28-3107
山頭火ふるさと館ルルサス防府 多目的ホール

防府市栄町1丁目５-１（土）12日11月 種田山頭火生誕１４０年
記念講演会＆句会

無 料防府市
0839-22-0032
山口県高等学校文化連盟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
（金）～
（日）

１１日
13日

11月 第44回 山口県高等学校
総合文化祭 美術・工芸部門

無 料山口市
0839-22-0032
山口県高等学校文化連盟山口県健康づくりセンター

山口市吉敷下東3丁目1-1（土）5日11月 第44回 山口県高等学校
総合文化祭 放送部門

無 料山陽
小野田市 0839-22-0032

山口県高等学校文化連盟おのだサンパーク
山陽小野田市中川６-４-１

（土）～
（日）

5日
6日

11月 第44回 山口県高等学校
総合文化祭 書道部門

一　般
大学生

1,000円
800円下関市

083-245-4131
下関市立美術館下関市立美術館

下関市長府黒門東町1-1
（土）～
（日）

19日
29日

11月
1月

特別展 「ビアズリーの系譜
アールヌーヴォー、日本の近代画家たち」

一般
高校生以下
親子券

4,800円
2,400円
6,500円

※3歳以下の膝上鑑賞無料

宇部市
0836-35-3355
宇部市文化創造財団渡辺翁記念会館

宇部市朝日町8番1号
（日）

開演 14：00
13日11月 令和4年度松竹特別巡業

1.中村獅童のＨｏｗ ｔｏ カブキ
2.「あらしのよるに」一人語り

岩国市
0827-29-1600
シンフォニア岩国シンフォニア岩国 コンサートホール

岩国市三笠町1-1-1
（土）19日11月 ミュージカル

「クリスマス・キャロル」開演 13：00
一般
学生（25歳以下）

5,000円
2,000円

無 料光市
0833-72-5800
光市文化センター光市文化センター

光市光井9丁目18番2号近世・近代の書画展
11月20日（日）～1月22日（日）
9：00～17：１５
（入館17：00まで）

S　　席
A　　席
学生S席
学生A席

8,000円
6,000円
3,000円
2,000円

岩国市
0827-29-1600
シンフォニア岩国シンフォニア岩国 コンサートホール

岩国市三笠町1-1-1
（日）27日11月 小林愛実 京都市交響楽団開演 14：00

無 料柳井市
0820-22-2111
柳井まつり協賛会柳井駅北周辺

柳井市内（水・祝）23日11月 柳井まつり

1階席
2階席

6,700円
6,200円長門市 0837-26-6001

ルネッサながとルネッサながと
長門市仙崎10818番地1

11月26日（土）
15：00～17：00
11月27日（日）
12：00～14：00

TAO 2022

長門市
0837-43-2818
村田清風記念館村田清風記念館

長門市三隅下2510番地1
医療献身に生きた郷土の母「中原篷」展
第3章【ふるさと三隅へ】

入館料に含む
入館料：一般  ２０0円
　　　 小中高校生100円

11月30日（水）～3月31日（金）
9：00～17：00
※入館は16：30まで
〔休館：火曜（祝日の場合は翌平日）〕

5,000円長門市 0837-26-6001
ルネッサながとルネッサながと

長門市仙崎10818番地1
（土）

16：30～18：30
５日１１月 白石加代子「百物語」

一般 3,800円
学生 2,000円
※25歳以下の学生

長門市 0837-26-6001
ルネッサながとルネッサながと

長門市仙崎10818番地1
（水・祝）

14：00～16：00
23日１１月 演劇「片山さんのドライブ」

（作・演出 坂手洋二）

一般 150円（120円）／学生 100円（80円）
18歳以下及び70歳以上 無料

※（　）内は20名以上の団体料金です。
山口市

083-922-0294
山口県立山口博物館山口県立山口博物館

山口市春日町8-2
企画展 レンズでのぞいた宇宙の不思議
やまはくの天体望遠鏡

12月9日（金）～4月9日（日）
9：00～16：30（入場16：00まで）
〔休館：原則として月曜〕

無 料防府市
0835-28-3107
山頭火ふるさと館山頭火ふるさと館

防府市宮市町5番13号
（土）～
（日）

10日
9日

12月
4月

企画展
「防府市内山頭火顕彰の歴史」

宇部市
0836-35-3355
宇部市文化創造財団渡辺翁記念会館

宇部市朝日町8番1号
（土）10日12月 加古隆カルテット開演 14：00

一般
大学生以下

4,800円
2,５00円

※未就学児入場不可

一　　　般
高校生以下

1,500円
500円宇部市

0836-35-3355
宇部市文化創造財団渡辺翁記念会館

宇部市朝日町8番1号
第九「歓喜の歌」でHAPPY END
2022 in 渡辺翁記念会館

（日）18日12月
開演 14：00 ※未就学児入場不可

500円
（高校生以下無料）

山陽
小野田市 0836-71-1000

不二輸送機ホール不二輸送機ホール
山陽小野田市大字郡1754番地

（日）18日12月 令和4年度山陽小野田市主催文化事業
『第16回山陽小野田少年少女合唱祭 』開演 14：00（開場 13：30）

萩市
0838-25-6447
萩博物館萩博物館 企画展示室

萩市大字堀内355番地  
（土）～
（日）

24日
5日

12月
3月

企画展
「ヒストリカル・スターズ」

大人
高校・大学生
小・中学生

520円
310円
100円

長門市 0837-26-6001
ルネッサながとルネッサながと

長門市仙崎10818番地1前進座創作歌舞伎『牛若丸』（土）
14：00～16：00

24日１2月 1階席
2階席
親子ペア

4,500円
3,500円
3,000円

受験料  初級 無料
中級、上級 １科目につき1,000円
（高校生以下500円）

萩市
0838-25-3290

萩市まちじゅう博物館推進課初級：自宅等でパソコン、スマホにて
中級、上級：萩市総合福祉センター
萩市大字江向510番地

（日）
初級：通年
中級、上級：12月4日（日）

4日12月
第4回 萩検定

萩市
0838-25-6447
萩博物館萩博物館 人と自然の展示室

萩市大字堀内355番地  
（土）～
（火・祝）

17日
21日

12月
3月

特集展示 「発掘調査で明らかとなった
恵美須ヶ鼻造船所跡」

大人
高校・大学生
小・中学生

520円
310円
100円

県
西
部

無 料宇部市
0836-34-2050

宇部観光コンベンション協会宇部市中心市街地（常盤通り）ほか第7１回 宇部まつり（日）【予定】6日11月

オーブリー・
ビアズリー

『サロメ』より
《クライマックス》

1894年
熊本県立美術館蔵

令和4年度山陽小野田市主催文化事業
『第16回山陽小野田少年少女合唱祭 』

0827-29-1600
会場／シンフォニア岩国 コンサートホール 岩国市

Wojciech Grzędziński
/Chopin Institute

C

K.MiuraC

井上写真事務所 井上嘉和CKenryou GuC

令和4年度松竹特別巡業
1.中村獅童のＨｏｗ ｔｏ カブキ
2.「あらしのよるに」一人語り

山口市
083-925-7788
山口県立美術館山口県立美術館

山口市亀山町3-1
（木）～
（日）

24日
11日

11月
12月 第７5回 山口県美術展覧会 一般

学生
500円
400円
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読者プレゼント

PRESENT

最新の情報、イベントの詳しい内容をサイトでご紹介。
お出かけの際には、ぜひチェックしてください。

https://www.cul-cha.jp カルッチャ ヤマグチ 検索

やまぐち文化プログラム情報サイト ［カルッチャヤマグチ］ 本誌の情報を
サイトでご紹介!!

本誌掲載のイベント等に関する商品をプレゼントします。

※当選者の発表は、発送をもって代えさせていただきます。
※プレゼントの発送は、2022年10月第1週を予定しています。

ご希望の商品番号、住所、氏名、年齢、電話番
号、本誌の入手（閲覧）場所、本誌の感想を
記入し、郵送・ＦＡＸ・電子メールのいずれか
でご応募ください。

応募方法

締め切り 2022年9月30日（金） 必着
宛    先

▶郵 送
▶ＦＡＸ
▶メール

〒753-8501（住所不要）
083-933-4829
bunka-joho@pref.yamaguchi.lg.jp

山口県文化振興課

2023年2月 開催イベント

2023年3月 開催イベント

注目のイベント

開催期間エリア 問い合わせ先 料  金会場名・所在地イベント名

イベントカレンダー｜2023.1‒2023.3
アイコン
凡 例

2次元コードから
イベント情報
をチェック!

開催期間エリア 問い合わせ先 料  金会場名・所在地イベント名

※掲載内容は、2022年8月3日時点のものであり、イベントの日時・内容等は変更される場合があります。開催情報や有料イベントの詳細（各種割引、無料条件など）
　については「問い合わせ先」までご連絡ください。
※2次元コードをスマートフォンもしくは携帯電話で読み取ると詳しいイベント情報をご確認いただけます。（アプリの種類やバージョンにより、読み取りができない場合
　がございます。ご了承ください。 読み取りが不安定な場合は、読み取りたいコードの周りを隠して読み取りをお願いします。）

期間／1月22日（日） 14：00～16：00

0837-26-6001
会場／ルネッサながと 長門市

おおらかな笑いの芸術、狂言。「万作の会」の至芸が
皆様を上質な笑いで包みます。同日11時開催の「狂言
教室」にご参加いただくと、狂言の面白さが倍増します！

第23回 万作・萬斎 狂言公演

期間／2月12日（日） 開演14：00【予定】

0837-63-0020
会場／秋吉台国際芸術村コンサートホール 美祢市

映画作家・ダンサーの吉開菜央による映画の上映とあわ
せ、吉開と打楽器奏者松本一哉による音と身体を使った
即興パフォーマンスで、作品を共に「体感」する公演です。

吉開菜央 Film and Dance

期間／1月2日（月・祝）～2月26日（日）

0838-24-2400
会場／山口県立萩美術館・浦上記念館 萩市

第6回目の開催となる陶芸の公募展です。広く国内
外から現代陶芸作品を募集し、2次にわたる厳選
な審査を通過した優秀作品をご紹介します。

現在形の陶芸
萩大賞展Ⅵ

期間／2月19日（日） 開演17：００

083-231-6401
会場／下関市民会館 下関市

2020東京パラリンピック開会式に出演して話題になった、下関
出身のギタリスト・田川ヒロアキの凱旋コンサートです。ゲストに
LOUDNESSのヴォーカル・二井原実を迎える豪華な構成です。

田川ヒロアキコンサート
Music Traveling 2023

期間／3月18日（土）～6月18日（日）

0838-25-6447
会場／萩博物館 企画展示室 萩市

幕末～明治期、「長州ファイブ」をはじめ多くの人々が
海外へ渡りました。海外渡航者たちの肖像写真を中心
に、彼らが出会った人や目にした風景などを紹介します。

期間／2月18日（土）～7月【予定】 9：００～17：00

0837-43-2500
会場／香月泰男美術館 長門市

150点を超える版画作品を残した香月。本展ではその
全容を関連作品や資料とともに紹介します。リトグラフ、
エッチング、木版、それぞれの持ち味をお愉しみください。

「香月泰男 全版画展」

無 料山口市
083-934-2717
山口市文化交流課クリエイティブ・スペース赤れんが

山口市中河原町5番12号
（土）～
（日）

２８日
5日

１月
2月

第12回 やまぐち新進アーティスト
大賞ノミネート作品展

入場無料
出品料 1,000円／点山口市

083-934-2717
山口市文化交流課山口市民会館

山口市中央2-5-1
（日）～
（日）

5日
12日

3月 令和4年度
山口市美術展覧会

全席指定
1,000円

下関市
083-231-6401
下関市文化振興財団下関市民会館

下関市竹崎町4丁目5番1号（日）29日1月 第四回 しものせき落語まつり

全席指定
【料金調整中】下関市

083-231-6401
下関市文化振興財団下関市民会館

下関市竹崎町4丁目5番1号
（日）

開演 17：00（開場 16：00）
19日2月 田川ヒロアキコンサート

Music Traveling 2023

無 料柳井市
0820-23-3655
柳井市観光協会　柳井市白壁の町並み一帯

柳井市古市・金屋地区【予定】3月中旬 やない白壁花香遊

美祢市
0837-63-0020
秋吉台国際芸術村秋吉台国際芸術村コンサートホール

美祢市秋芳町秋吉50
（日）12日2月 吉開菜央 Film and Dance開演 14：00【予定】

一　般
ユース

2,000円
1,000円

無 料山陽
小野田市 080-1901-8322

山口県ハーモニカクラブ不二輸送機ホール
山陽小野田市郡1754（日）19日3月 第17回

山口県ハーモニカクラブ演奏交流会

県
東
部

県
東
部

県
東
部

県
北
部

県
央
部

県
西
部

県
西
部

県
東
部

県
央
部

県
北
部

県
西
部

文芸音楽美術

建築
歴史

総合
芸術 芸能

その他分野別

2023年1月 開催イベント

県
北
部

無 料山口市
083-923-1000
山口市民会館山口市民会館

山口市中央2丁目5-1
第25回 ニューイヤーバンド
フェスティバル2023

（土）
9：30～16：00
21日1月

無 料山口市
083-924-2111
山口県立山口図書館

没後10年、和田健の軌跡
ふるさと山口文学ギャラリー企画展1月10日（火）～4月27日（木）

9：00～19：00
※土日祝日は17：00まで
〔休館：月曜、月末閉館日、資料点検期間中〕

山口県立山口図書館 2階
ふるさと山口文学ギャラリー
山口市後河原150-1

調整中岩国市
0827-29-1600
シンフォニア岩国シンフォニア岩国 コンサートホール

岩国市三笠町1-1-1
（月・祝）9日1月 オーケストラ・アンサンブル金沢開演 16：00

一般 500円／小中高生 無料
※同日の狂言公演購入者は無料

長門市 0837-26-6001
ルネッサながとルネッサながと

長門市仙崎10818番地1
ながと近松文化講座
狂言教室

（日）
11：00～12：30
22日1月

萩市
0838-24-2400

山口県立萩美術館・浦上記念館山口県立萩美術館・浦上記念館
萩市平安古町586-1

（月・祝）～
（日）

2日
26日

1月
2月

現在形の陶芸
萩大賞展Ⅵ

普通展示の観覧料でご覧いただけます。
一般 300（240）円  学生 200（160）円
70歳以上・18歳以下 無料
※（ ）内は団体料金です。

長門市 0837-26-6001
ルネッサながとルネッサながと

長門市仙崎10818番地1第23回 万作・萬斎 狂言公演（日）
14：00～16：00
22日1月 1階席

2階席
5,800円
5,300円

宇部市
0836-35-3355
宇部市文化創造財団宇部市文化会館

宇部市朝日町8番1号
（日）12日2月 新川寄席

柳家喬太郎独演会開演 14：00
一般
大学生以下

3,800円
2,５00円

※未就学児入場不可

4,000円岩国市
0827-29-1600
シンフォニア岩国シンフォニア岩国 コンサートホール

岩国市三笠町1-1-1
いわくに元気亭
春風亭昇太 落語会

（日）5日2月
開演 14：00

入館料
団体（20名以上）
高校生以下

260円
200円
無    料

障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名無料

光市
0833-78-2323
光ふるさと郷土館光ふるさと郷土館

光市室積5-6-5
（土）～
（日）

4日
12日

2月
3月

郷土館のひなまつり・
日本の節句

長門市 0837-26-6001
ルネッサながとルネッサながと

長門市仙崎10818番地1夏井いつき句会ライブ（木・祝）
1４：00～16：00
23日2月 3,500円

入館料：一般 500円
　　　 小中高校生 200円

長門市
0837-43-2500
香月泰男美術館香月泰男美術館

長門市三隅中226番地
2月18日（土）～7月【予定】 「香月泰男 全版画展」9：00～17：00（入館16：30まで）
〔休館：火曜（祝日の場合は翌平日）〕

無 料山口市
083-923-1000
山口市民会館山口市民会館

山口市中央2丁目5-1第50回 市民コンサート（火・祝）
13：00～16：00
21日3月

宇部市
0836-35-3355
宇部市文化創造財団宇部市文化会館

宇部市朝日町8番1号
（水）1日3月 新川寄席

春風亭一之輔独演会開演 18：30
一般
大学生以下

3,500円
2,５00円

※未就学児入場不可

無 料岩国市
0827-29-1600
シンフォニア岩国シンフォニア岩国 全館開放

岩国市三笠町1-1-1シンフォニア・フェスタ（火・祝）21日3月
【開演時間調整中】

萩市
0838-25-6447
萩博物館萩博物館 企画展示室

萩市大字堀内355番地  
（土）～
（日）

18日
18日

3月
6月

「長州ファイブ」密航160周年記念企画展
『古写真で見る幕末明治 海外渡航者編』

大人
高校・大学生
小・中学生

520円
310円
100円

「長州ファイブ」密航160周年記念企画展
『古写真で見る幕末明治 海外渡航者編』

萩市
0838-25-6447
萩博物館萩博物館 人と自然の展示室

萩市大字堀内355番地  
（土）～
（日）

25日
18日

3月
6月

没後60周年記念特集展示
「松林桂月とその周辺」

大人
高校・大学生
小・中学生

520円
310円
100円

止原理美《黒蜥蜴壺》　2019年
山口県立萩美術館・浦上記念館所蔵
現在形の陶芸 萩大賞展Ⅴ 大賞受賞作品 CREAC野村万作 野村萬斎

≪五月七日／
  上野動物園にて
  しなひょう≫
  1970

5組様1
※ 本誌9ページにイベント情報掲載

「唐絵の系譜
 将軍家の襖絵／雪舟と狩野派」
ペア招待券

山口県立美術館

［9月16日（金）～10月16日（日）］

国宝 雪舟等楊 四季山水図（山水長巻） 部分 毛利博物館

葛飾北斎「風流無くてな くゝせ 遠眼鏡」 大判錦絵
享和（1801～1804）期頃

5組様2

山口県立萩美術館・浦上記念館

「蒐集家 浦上敏郎の眼
  浮世絵・やきもの名品展」
ペア招待券
［9月10日（土）～11月13日（日）］

［11月27日（日）］

Wojciech Grzędziński /Chopin InstituteC

1組様3

シンフォニア岩国

「小林愛実 京都市交響楽団」
Ｓ席ペア招待券

※ 本誌12ページ
にイベント情報
掲載

※ 本誌10ページ
　にイベント情報掲載
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やまぐち文学巡り
～やまぐちゆかりの文学者たち～
宇野 千代（岩国市 1897～1996）
離婚、破産、大病などの人生の辛酸をなめつつも、それらを強靭なバネとして次々と珠玉の名作を生み出し、
文壇上に不動の地位を築いた日本女流文学界の大輪の花・宇野千代。彼女の生き方や作品世界は、混迷を極
める現代を生きる我々にも一筋の光を投げかけてくれます。今回は、宇野千代の作品の魅力と故郷への思い
について、宇野千代顕彰会の島津教恵会長にお話を伺いました。

宇野千代と故郷

宇野千代の経歴としてよく語られるのが、小学校教員時代の恋愛
事件がもとで50年間岩国に帰らなかったというエピソードですが、
実は度々帰っているのです。小学校の先生といっても当時17、8歳
ですよ。依願退職は少し可哀想に思います。後に「私を許してくだ
さい」と頭を下げ、講演会で教え子との再会も果たしています。
「橋も日本一、桜も日本一」「この血を、この体をつくってくれた故郷
こそ私自身のすべて」は岩国を讃える宇野千代の言葉です。生家
の修繕を自ら行い、庭を整えるなど、故郷岩国への思いは人一倍
大きかったのだと思います。市葬の後、秘書の藤江さんに抱かれて
錦帯橋を渡り、「私の墓はここに」と住職と約束した教蓮寺の本堂前
に、宇野千代は永遠の眠りについています。

―宇野千代さんの故郷に対する思いが分かるエピソードは
ありますか？

宇野千代は、作家生活が長いため、私たちが一般的に思い描く
「宇野千代作品」のイメージとは異なる小説も書いています。例えば、
三年前発刊の文庫にも収録されている初期の傑作『墓を発く』は、
今に繋がる様々な理不尽が描かれた、読み応えのある社会派小説
です。『日露の戦聞書』『人形師天狗屋久吉』そして『おはん』などは、
緊迫感のある一人称語りの文体で、心に沁みて、私は特に好きです。
自らの人生の苦難を客観的に受け止め、様々な作品を生み出す中
で、全てを許し愛せるしなやかで強靭な宇野千代の精神は育まれ
ました。それが人生の指南役・宇野千代の幸福論として晩年大きく
花開き、作品の魅力とも相まって人々を惹きつけるのだと思います。

宇野千代の作品の魅力
―宇野千代さんの作品は今でも多くのファンがいますが、
どのようなところが魅力なのでしょうか？

同時代を切磋琢磨して創作に励んだ仲間は皆早く逝きました。
文学者同士の交流として特筆すべきは、中里恒子さんとの『往復
書簡』です。雑誌『文学界』に連載され、回を追うごとに二人の親密
さは増し、文学だけではなく様々なことを自由自在に語り合いま
した。宇野千代に私淑した作家で、忘れてならないのが山田詠美さん
です。二人は世代を超えて交流し、執筆への向き合い方など、大きな
影響を与えました。生前、宇野千代と親交が深く、宇野千代より
一つ長生きして昨年亡くなられた瀬戸内寂聴師は、二度講演会に

宇野千代の交友関係
―多くの文化人と交流があった宇野千代さんですが、印象的
なエピソードはありますか？

顕彰会の活動

「宇野千代生誕125年もみじ茶会」（共催：岩国茶道連盟）を、
しっかりとした感染症対策をとって2022年11月19日に開催予定
です。そのほか本年度は初心に返って、宇野千代の作品を読み
直す読書会や、所蔵映像鑑賞なども計画しています。かつて会の
メイン行事だった「宇野千代読書感想文コンクール」は、7年前
推進役の前会長が亡くなり、同時期に入賞作品を掲載していた
地方文化誌が廃刊となったことで、16回で途切れています。いずれ、
きちんと最終のコンクールを開催したいと思っています。
6月10日、没後26年の法要「薄桜忌」を終えました。月日が流れ、
私の中で宇野千代は、ますます身近な存在になっています。

―今年は、宇野千代さんの生誕125年にあたりますが、今後の
顕彰会の活動について教えてください。

※もみじ茶会、薄桜忌、文学散歩等についてのお問い合わせは
   「宇野千代顕彰会（090-9469-5478）」まで

【問い合わせ先】

２０２２年９月25日（日） 下関市で文学講座&文学散歩を開催！！

会場：下関市立近代先人顕彰館・田中絹代ぶんか館 １階 ミニホール
（〒750-0008 下関市田中町5番7号  TEL 083-250-7666）

「やまぐちの文学」再発見 －雑誌『燭台』をめぐって－

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/97/ （山口県文化振興課）
やまぐち文学回廊構想推進協議会事務局 TEL083-933-2627

宇野千代生家
〒741-0082
岩国市川西2-9-35

TEL 0827-43-1693
［開館時間］10：00～16：00
［ 休 館 日 ］火曜日

お招きいたしました。昨日のことのようでまことに感慨深いものが
あります。その他の方 と々の交流のエピソードはまたの機会に。

桜と錦帯橋

今秋、県内各地で文化財を活用したイベントが開催されます。ぜひ会場で山口県の有形・無形の文化財に触れて
いただき、歴史のロマンを体感してみてください。

日本遺産とは、わが国の地域に根ざした歴史的な背景や伝承、風習と有形、無形の文化財をまとめたストーリーを文化庁が認定したものです。現在104件
の認定ストーリーが様々な地域の魅力を発信しています。この日本遺産認定団体が一堂に会する年に一度の全国イベント「日本遺産フェスティバルin
関門」が、下関市をメイン会場に開催されます。オープニングセレモニーや日本遺産トークショー、日本遺産公開講座、分科会等、日本遺産に初めて触れる
方にも楽しめる盛りだくさんの内容です。日本遺産PRブースを巡れば、全国各地の多様な文化と魅力的なストーリーに出会えます。ぜひご来場ください。

日本遺産フェスティバルin関門
開催日時 2022年10月29日（土）、30日（日）
開催場所 海峡メッセ下関

下関市豊前田町三丁目3‐1
【メイン会場】

北九州市小倉北区船場町3番10号
船場広場 ほか【サテライト会場】

問い合わせ先 下関市教育委員会
教育部文化財保護課 
TEL 083-254-4697

日本遺産 関門“ノスタルジック”海峡

公式
ホームページ

公式
Facebook

公式
Instagram

２年連続で中止となっていた「銅山まつり」を、奈良東大寺の大仏の原料となる銅を送った長登銅山跡（国指定史跡）で開催します。発掘調査から

判明した奈良時代の銅製錬を復元実験しており、フイゴ踏み体験や大仏と同じ方法でオリジナルメダルが作成できる鋳造体験ができます。さらに、

地域の中学生がガイドを担当し、史跡内の解説を行います。

2023年春には「山陰の鉱山王・堀藤十郎」と題して、第14回企画展の開催も予定しています。島根県津和野町出身の彼が、なぜ山陰の鉱山王と呼ばれて

いるのか、長登銅山とどのように関わっているのかを紐解くための序章となる企画展示です。

第15回銅山まつり ・ 第14回企画展「山陰の鉱山王・堀藤十郎」

開催場所 史跡長登銅山跡および長登銅山文化交流館

築山跡は、国史跡大内氏遺跡附凌雲寺跡に指定されている大内氏ゆかりの遺跡の1つです。このたび山口市では、発掘調査の成果をもとに、築山
跡史跡公園として整備しました。
10月10日のオープニングイベントでは、大内氏に蹴鞠を伝授した飛鳥井家の伝統を引き継ぐ蹴鞠保存会による蹴鞠の実演や箏曲組歌再現之会に
よる筝曲の演奏を行うほか、考古学的成果や日本中世史・日本文学などをふまえた学際的見地から築山跡について考えるシンポジウム、築山跡に
関する歴史資料や発掘調査の出土品を展示する特別企画展を開催します。また、大内氏歴代当主のイラストでラッピングしたバスの運行や山口市
菜香亭での企画展を開催するほか、9月からは大内文化ゾーンでシールラリーなども行います。詳細は山口市HPをご覧ください。

ぐるり! 大内文化ゾーン  築山跡史跡公園オープン記念事業

問い合わせ先 山口市教育委員会文化財保護課 TEL 083-920-4111 bunkazai@city.yamaguchi.lg.jp

シンポジウム
「築山跡と大内教弘
             －居館から祭祀の場へ－」

13：00～16：30
2022年11月27日（日）開催

日時

山口県教育会館 ホール
（山口市大手町2-18）

開催
場所

開催
場所

築山跡史跡公園
（山口市上竪小路地内）

オープニングイベント

開催日時

2022年10月23日（日）
銅山まつり

2023年春
第14回企画展 「山陰の鉱山王・堀藤十郎」　

開催
日時 14：00～16：00

2022年10月10日（月・祝）
（雨天時は山口県教育会館ホール）

特別企画展
「探求！築山跡
             －大内氏のもうひとつの居館－」

開催
場所

山口市歴史民俗資料館
（山口市春日町5番1号）

開催
日時

2022年
10月6日（木）～12月11日（日）

問い合わせ先 長登銅山文化交流館 美祢市美東町長登610

イベントの詳細については公式ホームページおよび
公式twitterにて、お知らせします。

TEL（FAX） 08396-2-0055 公式
ホームページ

公式
twitter

やまぐち文化財特集
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令和４年２月２６日（土）、山口県政資料館議場に“パン！パン！”

と銃声が響いた。山口市文化財保護課主催の講演会『山口の

宝発見！～生かして伝える歴史と文化～』の一場面。私の事例

紹介“徳地の歴史文化資源と地域づくり”を盛り上げるために、

徳地の奇兵隊の歴史とサバイバルゲームを結び付けた「倒幕

サバゲーム」を紹介する徳地幕末維新歴史放談の会のメン

バーによるパフォーマンスである。

中山間地域で活動している徳地の文化協会は、少子高齢化の

荒波の真っただ中。会員減少、高齢化、脱会・休会の続出で解

散の危機に見舞われている。一方、地域づくり組織などの活動

もあり、若い人の移住も少ないけれど確実に増えている。今後

は、地域づくりや若者と一緒に活動を展開することで存続発展

を模索していくのが文化協会の進むべき方向性ではないか。思

いのある人、若い人などを受け入れること、支援することが生

き残りの戦略と考える。

〒747-0231 山口市徳地堀1533
徳地地域交流センター内

池田 大乗会 長

徳地文化協会

0835-52-0217

〒753-0070 山口市白石3-1-1
山口大学教育学部附属山口小学校内

松本 敏訓会 長

山口県音楽教育連盟

083-933-5950

〒754-0603 美祢市秋芳町別府2935-1

松原 良子代 表

山口県いけばな作家協会

0837-64-0533

〒747-0103 防府市大字和字３９

中藤 逸開会 長

山口県民謡連盟

0835-36-0624 

山口県政資料館議場でのパフォーマンス

令和元年 徳地文化祭の詩吟発表

全日音研山口大会第１回実行委員会

山口県音楽教育連盟理事会幹事会

「歴史文化は活用してこそ」の時代へ

存続の危機を打開するためには…

山口県民謡連盟は、約35年前に県内10数団体で発足し、全国

大会に向け優秀な人を選出するためのコンクールを開催して

きました。しかし近年は、民謡の下火に加え、高齢化により規模

は縮小傾向にあります。

そのような状況でのコロナ禍で、無観客でも第29回山口県民謡

コンクール大会を3年ぶりに開催出来たことは、民謡の文化を

未来に繋げるためにも大変意義のあることでした。また来年に

第29回民謡コンクール大会

民謡幸之会は、民謡が大好きな10人のグループです。周南市

桜木市民センターを拠点に、山崎幸枝先生指導のもと、三味線

などの伴奏で、月2回の練習に励んでいます。コロナ禍では

感染防止に配慮しつつ、仲間内の発表会などを企画してモチ

ベーションを高めています。昨年は直前で中止となった

『周南市文化を楽しむ会』が、今年は開催できると信じ、聞く

人の心に届くよう日々努力しています。今後も民謡の普及を

通じて日本の伝統文化の発展に寄与していきたいと思います。

（民謡幸之会代表　松田 和彦） 

山口県民謡連盟会員の活動について

山口県いけばな作家協会は、平成６年、以下の理念の下、創立

されました。

「いけばな技術はもちろんの事、いけばなに関する見識・人格
共に優秀なるいけばな作家の集りとして、山口県いけばな作家
協会は活動する事を理念とする。」
私達は時代によって順応しながらも本協会のコアである理念を

大切に守りながら活動していきたいと思っております。

いけばな展会場風景

いけばな展生け込み状況

協会理念について

山口県音楽教育連盟は、音楽教育の振興を図るとともに音楽

文化の向上に資することを目的として、昭和２１年に発足しま

した。主催するイベントとして、「山口県学生音楽コンクール」

「山口県学校合奏コンクール」「山口県音楽創作コンクール」の

３つのコンクールを開催しております。新型コロナウイルスの

影響で令和２年度及び令和３年度の「山口県学生音楽コン

クール」及び「山口県学校合奏コンクール」はやむなく開催を

３つのコンクール

組織は、山口県内を７地区に分け、人口割で定員数を決め、

１４流派の代表者で運営致しておりますが、昨今の華道人口の

減少や高齢化により、年齢制限の縛りや定員の見直しなど組織

改革の必要に迫られているのが現状です。

活動の主はいけばな展です。この２年間はコロナ禍で実施できて

おりませんが、令和５年１０月６日（金）～９日（月・祝）に山口井筒

屋にて開催予定です。山口宇部空港、山口県庁、周南総合庁

舎では欠かさず会員が交替でいけばなを展示しております。

創立以来、未来博覧会、国民文化祭、山口ゆめ花博、山口県

総合芸術文化祭（現在）等へ参加できた事は、いけばな人と

してこの上ない喜びです。

今後もいけばなを通じて山口県の文化の発展、振興に寄与

する事を協会員一同協力し活動を展開してまいります。

協会の活動について

令和４年11月１日（火）・２日（水）には「楽しむっちゃ！音楽～

響きあおう 感動のきずなで～」を大会主題に、「全日本音楽教育

研究会全国大会山口大会（総合大会）」及び「第５３回中国・

四国音楽教育研究大会山口大会」を山口市で開催いたします。

コロナ禍の今でこそ、音楽教育の充実が不可欠です。自らの

生活をより潤いのあるものにする音楽教育の充実・発展の

一助となれるよう、本連盟の活動の充実を図って参ります。

音楽教育の充実を

向けて皆で頑張ろうと意志を堅く出来ました。

続いて、コロナ禍でも精力的に活動している会員の活動につい

て紹介します。

中止いたしましたが、今年度は十分な感染症対策を講じながら

開催する予定です。また、「山口県音楽創作コンクール」は、 

“金子みすゞ”“星野哲郎”“中原中也”の詩を課題詩とした歌曲

部門や器楽部門、１６小節の単旋律をつくるふしづくり部門の

３つの部門を設け、毎年実施しています。

第29回山口県民謡コンクール大会（令和4年6月29日）

民謡幸之会一同
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