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リレーエッセイ

「アートの今・岡山2018」が光をあてた「注文画」の世界

泉

いずみ

ユキヲ
ゆきお

第64回

「絵を買う」といえば普通

の技を駆使してみごとな歴史画に仕立てていた（そ

は、百貨店や街中の画廊で選

の作品も今回、天神山に出展された）。それが頭に

ぶ。わたしのコレクションも

あったものだから、今回の作品発注のお題も歴史も

大部分はそれだが、いっぽう

のに決めていた。

でアーティスト本人にこちら

ここは何としても岡山へのオマージュ（ささげ

からお題・課題を出して特注

もの）にしたい。瀬戸内の一大歴史ドラマといえ

で描いてもらったものも少な

ば、平家物語だ。となると1枚ではとても収まらな

くない。指折り数えたら、9

い。えぇい、ままよ、三部作でいくか。一ノ谷の戦

名の画家に計18点の注文画

いは、有名な鵯越（ひよどりごえ）の場面、これは

をお願いしてきた。

外せない。次は屋島の戦いの那須与一（なすのよい

美術の作り手にコレクター側から絵を特注する。
今では、まれな行為だ。かつて美術は、寺社や王侯

ち）だ。掉尾は壇ノ浦の戦い。岡山県内のシーンが
無いが、なにとぞご容赦いただきたい。

貴族ないし武家からの発注で成立するものだった

「モチーフを考える」のはほんらい画家の楽しみ

が、近代以降は美術がアーティストによる自己表現

だろうが、発注者側の楽しみにしてしまっても罪は

の場と見なされ、「注文画」はすっかり下火になっ

ない。出費も大きかったが、画家の強みをどう生か

てしまった。

してもらおうかと考えを巡らすのは実に楽しかっ

しかし「注文画」をバカにしてはいけない。購入

た。作品が描きあがった時点で、メールで送られ

保証つきで絵が描ければ、作家の生活安定への寄

た画像を見ながら2ヶ所ダメ出しをして修正しても

与は高い。作家が手足を縛られてしまうわけでもな

らった。

い。購入保証つきだからこそ、あれこれ冒険もでき
る。お題・課題に触発されて作家自身の画風・作風
に新たな展開もある。

作品の実物と対面したのは、天神山文化プラザに
来てから。
あぁ、いい仕事、立派な仕事をしてくれた。メー

天神山文化プラザで昨年11月7〜18日に開催さ

ル添付の画像を見て作品構成に舌を巻いてはいた

れた「アートの今・岡山2018」は、レベルの高い

が、実作品のひとつひとつの筆致から立ちのぼる作

現代アート10人展として好評を博した。ユニーク

家渾身のエネルギーに胸が熱くなり目がうるんだ。

だったのは、この10人展が「画家がコレクターか

星山さんに発注してよかった。

らの注文をうけて絵を描く」という道筋にも光を当
てたところだ。
岡山と東京在住の10名のコレクターからおのお

絵を注文すると、コレクター側もこのように一連
のドラマを体験できる。もちろん、画家の側にも制
作過程でそれにまさるドラマがあることだろう。

の1名の画家を推薦ねがい、計10名の画家による

冒頭に書いたとおり、わたしは今回の平家物語三

展覧会を開く……というだけなら、世の中にいくら

部作も含め、9名の画家に計18点の作品制作をお

もありそうだ。しかし今回、天神山文化プラザがコ

願いしてきた。「やみつき」になる気持ちもご理解

レクター側に課した条件は「推薦する作家へ最低1

いただけようか。

枚は絵を発注し、それを展示品に含めるべし」とい

今回の「アートの今・岡山2018」に清新な風が

うものだった。だから、展覧会名の副題も「Call &

感じられたのも、10名のコレクターと10名の画

Response 呼応：コレクターからの呼びかけに作

家の「呼応」が、さまざまなドラマの美しい渦（う

家はどのように応じるのか」。

ず）をつくっていたからだろう。

わたしは東京在住のコレクターとして本展に参加
させてもらった。わたしが推薦した作家は多摩美術
大出身の星山耕太郎さん。平成29年に星山さんは
自身の個展で、忠臣蔵・泉岳寺の場面をデフォルメ
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Proﬁle
昭和34年（1959年）愛媛県松山市生まれ。三菱商事で勤務
のかたわら、50代初めからアートにのめり込む。著書に、文春
新書『英語学習の極意』。現在は商社経験を活かしつつ英語教
育に携わる。

こ れ か ら の 催 し 物 ― 展 示 室 ―
■天プラセレクションvol.88 加藤萌 漆芸展「黒に潜む」
埼玉県出身の漆芸家、加藤萌は2014年に漆の産地として知られる新見市に移住
し、自身の表現を深めています。
作品は、古来より仏像彫刻などで知られる「乾漆」という、麻布に漆を塗り重ねる
技法で制作されます。モチーフは、狼や鹿、羊、猫といった「人に懐かない動物」た
ち。
制作について作家は「私は彼ら（漆）に対して美しさを感じるとともに、自分のも
のにできないもどかしさと、時々大きな恐れを感じるのです。彼らの黒を覗くとき、
心を覗かれている気がするのです。」と語ります。
本展では、近作を含む最新作約10点を展示します。加藤が長い時間をかけて対話を
重ねてきた「黒」が紡ぎ出す物語をご堪能ください。
●会期●平成31年1月29日（火）～2月3日（日）
9：00〜17：00（最終日は16：00まで）
●会場●天神山文化プラザ 第4展示室（2階） ●入場料●無料

「捕らわれた夜」2018年
漆、麻布、ガラス／乾漆

■アートの今・岡山の図録が完成しました！
平成30年11月7日～18日に開催したアートの今・岡山2018 「Call &Response:
呼応」の展覧会図録を2階 文化情報センターで販売中です（カラー40頁、１冊
500円）。出品作品の図版をはじめ、コレクターのコメントや作家情報などを掲載し
ています。ぜひ手に取ってお楽しみください。
なお、巡回開催の高梁市歴史美術館（会期終了）、華鴒大塚美術館では、この図録
が入場者に無料配布されます。
アートの今・岡山2018「Call & Response:呼応」 華鴒大塚美術館
平成31年1月5日（土）〜2月11日（月・祝） 月曜休（1/14開館、翌日振休）
9：00〜17：00（入館は16：30まで）
入場料：一般 500円、高校生300円、小中学生250円
TEL 0866-67-2225
https://www.takaya.co.jp/hanatori/museum.html

県からのお知らせ
第12回岡山県新進美術家育成「Ｉ氏賞」選考作品展の開催
岡山県新進美術家育成「Ｉ氏賞」
の第12 回選考作品展を開催します。
「Ｉ氏賞」
は、
岡山県にゆかりのある新進気鋭の美術作家に対し、
賞を贈呈するとともに、
創作活動を支援し、
次代を
担う美術家を育成することにより、
岡山県の文化の振興を図ろうとするものです。
岡山県高梁市出身の伊藤謙介氏か
ら寄せられた寄附金をもとに、
平成19 年に県が設置した基金により運営されています。
本展は、
書類審査による１次選考を通過した11 名の候補者の作品を展示し、
作品による2 次選考を行って受賞者
を決定する選考作品展です。
実力ある若手美術作家の秀作がそろう本展に、
是非ご来場ください。
●会期●平成31 年1 月29 日（火）
～2 月10 日（日） 月曜休館
9：00 ～17：00 ※2 月8 日（金）
は12：00 まで 最終日は16：00 まで
●会場●岡山県天神山文化プラザ 第３展示室
＜選考委員＞
高階 秀爾（選考委員長：大原美術館館長）
／川浪 千鶴（元高知県立美術館企画監兼学芸課長）
島 敦彦（金沢21 世紀美術館館長）
／本江 邦夫（多摩美術大学教授）
／守安 收（岡山県立美術館館長）
＜出品作家＞※五十音順
大島 愛（絵画）
／大森 浩平（絵画）
／小川 恵（絵画）
／塩田 法子（絵画）
／築山 弘毅（絵画）
柳楽 晃太郞（工芸）
／マツオ ヒロミ（グラフィックデザイン）
／山江 真友美（絵画）
／吉尾 梨加（絵画）
吉田 彩花（絵画）
／渡邊 有紀（写真）
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こ れ か ら の 催 し 物 ― ホ ー ル ほ か ―
■土曜劇場 KDF HAPPY プロジェクト『Dance Love Assorted』
KDF HAPPY プロジェクトより、ジャズ、ヒップホップ、ハウス、タップなど、
様々なジャンルの大人のダンスショーをお届けします。ソロ作品はもちろんのこと、
タップ×ジャズといった異色のコラボレーションショーも…。カラフルで味わい深
い、躍る「心」のコレクションを、ぜひ生のステージでご体感ください。
●日時●平成31年1月26日（土）18：00開演
27日（日）14：00開演 ※開場は開演30分前
●場所●天神山文化プラザ ホール（1階）
●出演●小松未佳 Takuya NORI 香月章伽 山本麻記子 19（27日のみ出演）
Ting Tokkey（友情出演） ほか
●料金●前売3,000円 当日3,500円
高校生以下1,500円（限定50席 天神山文化プラザのみ取扱／要学生証）
●チケット取扱●天神山文化プラザ 文化情報センター（2階）／KDF HAPPY
プロジェクト TEL090-7542-4812 メール kozukidance@hotmail.co.jp／
ぎんざや

KDF HAPPY プロジェクト
HAPPYとJOYをダンスで伝え
ることをモットーに香月章伽とそ
の仲間たちで構成されたチーム。
各々のジャンルを軸に、アーティス
トそしてエンタテイナーとして表
現の可能性を追求し世に送り出す
ことを目的としている。

■天プラ・ホールセレクション 日本名作映画鑑賞会
今年度は、大胆な構成と躍動感あふれる演出で、世界中の観客を魅了した黒澤明監
督の傑作を貴重な35mmフィルムで上映します。当日は、ロビーにカレーや稲荷ずし
等を提供する売店も出店します。なお、会場内は足元が冷える場合がありますので、
膝掛け等、防寒対策の上、ご来館ください。
●日時●平成31年2月2日（土）10：00～
●場所●天神山文化プラザ ホール（1階）
●料金●1作品500円、1日通し券1,000円（前売・当日とも）
●チケット取扱●天神山文化プラザ 文化情報センター
（2階）
／ぎんざや／インディスク

『わが青春に悔いなし』

『わが青春に悔いなし』10：00～11：50（‘46年 出演：原節子 藤田進 大河内伝次郎ほか）
モデルとなったのは、京都大学の滝川事件（1933年）とゾルゲ事件（1941年）。さ
まざまな苦境に屈せず、堂々と生きていくヒロインを、原節子が小津安二郎作品とは
違った魅力で演じている。
「キネマ旬報」ベストテン第1位。
『酔いどれ天使』12：50～14：30（‘48年 出演：志村喬 三船敏郎 木暮実千代ほか）
闇市のヤクザと貧乏医者との不思議な友情と葛藤を描く。デビューしたばかりの三船
敏郎が黒澤に初めて起用された。
「キネマ旬報」ベストテン第2位。

『天国と地獄』

『天国と地獄』14：45～17：10（‘63年 出演：三船敏郎 仲代達矢 香川京子 山崎努ほか）
アメリカの推理作家エド・マクベインの「キングの身代金」を映画化。さまざまなト
リックや斬新な演出が見どころ。＜地獄＞に住む青年医師を演じた山崎努が、この作
品で一躍注目を浴びた。
「キネマ旬報」ベストテン第2位。
『羅生門』17：40～19：10（‘50年 出演：三船敏郎 京マチ子 森雅之 志村喬ほか）
森の中でおきた殺人事件をめぐる不条理劇。芥川龍之介の「藪の中」を脚色した本作
は欧米で評価され、ヴェネチア国際映画祭でグランプリ、米・アカデミー最優秀外国語
映画賞を受賞。日本映画の芸術水準の高さを海外に知らしめた。
「キネマ旬報」ベス
トテン第5位。

■第60回記念「クラシックへのお誘い」レコードコンサート
第60回となる今回は、SP・LPレコードで名曲・名演奏の数々をお楽しみいただき
ます。
●日時●平成31年2月2日（土）14：00～16：00
●場所●天神山文化プラザ 第1会議室（3階）
●料金●無料
●ナビゲーター●行正健志
●装置協力●富松重勝
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『羅生門』

こ れ か ら の 催 し 物 ― ホ ー ル ほ か ―
■平成30年度天プラ・舞台技術シリーズ②
“もしも”の時に備えて「劇場避難体験」をしよう！
天神山文化プラザでは、演劇と避難訓練を掛け合わせた、ユニークで実験的な「劇
場避難体験」を開催します。舞台関係者はもちろん、一般の鑑賞者の方、文化施設に
お勤めの方など、広く皆さまの参加をお待ちしております。
●日時●平成31年2月23日（土）13：00～16：00
EN劇集団さんたばっぐプロデュースの即興演劇『やるならやらねば！』
（ 13：00開演）いつ、どこで、何が起こるかは当日まで秘密です。避難
後、岡山北消防署番町分署の方や岡山大学の伊藤武彦教授のご協力のもと、
今の避難に間違いがなかったか振り返ります。
●入場料●中学生以上一般1,000円、小学生500円
※未就学児は無料（ただし、保護者同伴で1名まで）
●チケット取扱●天神山文化プラザ2階 文化情報センター／EN劇集団さんたばっぐ
http://www.suntabag.com／オンライン窓口LivePocket-Ticket http://
t.livepocket.jp/e/m6tnn

■土曜劇場

岡山大学演劇部『大江戸ぴーちくぱーちく』

時は江戸。瓦版を売るネコ吉は、ひょんなことから将軍サマに面白い話をする「おと
ぎ衆」に大抜擢される。将軍吉宗が満足しなければ、即打ち首！と聞いたネコ吉は、巷
の奇妙なうわさ話をするが…。2016年城戸賞佳作作品のまさかの舞台化！
【演出の楊氏より】
お客様と一同、腹を抱えて楽しめるようにと思いを込めたのが、大江戸ドタバタコ
メディである本作です。元々映画台本である作品が表したい世界観をいかに舞台上で
新しく表現するかを心得て創作に取り組んでいます。
●日時●平成31年3月23日（土）14：30、19：00開演
24日（日）14：30、19：00開演 ※開場は開演30分前
●場所●天神山文化プラザ ホール（1階）
● 作 ●島田悠子
●演出●楊慶新
●料金●前売一般1,000円、学生・65歳以上・障がいのある方は800円
当日一般1,300円、学生・65歳以上・障がいのある方は1,000円
小学生以下無料
●チケット取扱●天神山文化プラザ 文化情報センター（2階）／CoRich舞台芸術
https://stage.corich.jp/stage/96461

■天プラ・ホールセレクション
岡山公演決定！ 燐光群「九月、東京の路上で」
原作は、1923年9月・関東大震災直後の出来事を、時系列を追って検証する同名
ブログを元に刊行された、加藤直樹のノンフィクション。殺害や暴行があった各地を
取材、刻一刻と広がるデマ・殺害行動など、96年前の東京を「追体験」させる―。
2018年夏に東京、下北沢ザ・スズナリで初演し、朝日新聞・読売新聞などで高い評価
を受けた話題作が、早くも岡山に登場！ 詳細は、次号天神山だより、天神山文化プ
ラザのHP、Facebook等でお知らせします。
●日時●平成31年4月6日（土）14：00、19：00開演
7日（日）14：00開演 ※開場は開演30分前
●場所●天神山文化プラザ ホール（1階）
●原作●加藤直樹
●作・演出●坂手洋二
●問合先●おかやま燐光群を観る会（映画の冒険内） TEL086-252-7606
燐光群 TEL03-3426-6294 http://rinkogun.com

2018年東京での初演より
撮影：姫田蘭

■天プラ・ダンスプロジェクト
「スプリング近藤塾2019」参加者募集！
今年もコンドルズの近藤良平さんを講師に迎え、春の特別塾を開講します。詳細
は、1月下旬に天神山文化プラザのHP、Facebook等でお知らせします。
●日時●平成31年4月11日（木）～14日（日） 全4日間 ※時間未定
●参加費●一般10,000円、小学4年生程度～高校3年生5,000円（いずれも4日間通し料金)
●申込受付●平成31年2月1日（金）～
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岡山県天神山文化プラザ

催し物案内

2019年1月15日－2019年3月24日

※掲載内容は12月25日現在のものです。主催者都合により変更する場合もありますのでお問い合わせください。
は天神山文化プラザの主催もしくは共催事業です。

●展示室
開催期間
1/15（火）
～

1/20（日）
1/22（火）
～

1/27（日）

1/29（火）

ART SCHEDULE
第1展示室
大

室

第2展示室
小

室

大

日洋会岡山県支部展

室

第 18 回

油彩約 50 点、水彩約 5 点
＜（一社）日洋会岡山県支部＞

小

洋洋展・水洋会共催

＜岡山県高等学校工業教育協会デザイン系部会＞

油絵 30 点
＜おかやまアートクラ
ブ＞

～

平面約 350 点、立体約 30 点、映像メディア約 3 点＜岡山県高等学校美術部協議会＞

2/ 5（火）

平成 30 年度

～

2/ 3（日）

中国デザイン専門学校

2/12（火）

明誠学院高等学校 特別芸術コース
第 16 回 卒業制作展

～

絵画約 100 点・書約 70 点＜明誠学院高等学校＞

2/17（日）

2/19（火）
～

2/24（日）

絵画約 100 点・書約 70 点＜明誠学院高等学校＞

習字作品 12 万点
＜岡山県習字教育研究会＞

2/26（火）

進級・卒業制作展

第 43 回 七彩会
油絵 30 点＜七彩会＞

油絵 45 点・彫刻 1 点
＜行動美術協会＞

写真 40 点
＜シニアフォトグラファーズ＞

ノートルダム清心女子大学児童学科 平成 30 年度 岡山大学卒業・
修了制作展＋学生展
卒業制作展
油彩約 54 点
＜ノートルダム清心女子大学児童学科＞

等 180 点
＜スタジオ ノスタルジア＞

＜繭の会＞

岡山二紀展

絵画約 30 点＜岡山二紀会＞

ものづくり Art
加藤 萌 漆芸展 展示会
油絵等約 10 点
第12 回 「I 氏賞」 黒に潜む
＜（社福）あすなろ福祉会＞
選考作品展
シニアフォト
行 動 美 術とそ
立体・平面約 10 点
グラファーズ
＜ I 氏賞事業運営委員会＞
の仲間展
写真展

第 169 回 県
下小中学校書 第4回 繭の会 趣味人六人展 第 23 回
き初め展覧会 （日本画）展
陶芸・ブリキのおもちゃ
凌尚会書道展
【会期 2/20（水）～ 2/24（日）】 日本画 45 点

洋画 50 点＜遊々会＞

＜天プラ・セレクション vol.88 ＞

岡山県高等学校美術展

2/10（日）

第5展示室

岡山工業高校デザイン科卒業制作展 第 31 回 遊々展

おかやま
アートクラブ展 第 32 回

書約 40 点＜春秋会＞

第4展示室

デザイン作品約 200 点
＜岡山県立岡山工業高等学校デザイン科＞

油絵・水彩約 110 点＜洋洋会＞

第 34 回 岡山県高校デザイン展 第 51 回
春秋会展
デザイン作品約 400 点

第 51 回

第3展示室

室

書＜凌尚会＞

岡山美術研究会
第 99 回展

絵画 40 点、彫刻・工芸各 20 点、デザイン 10 点
＜岡山大学大学院教育学研究科美術教育講座＞

油絵・水彩約 40 点
＜岡山美術研究会＞

岡山独立美術 第 17 回
クラブ展
彩悠展

第 23 回
フロムテン写真展

絵画 18 点
＜岡山独立美術クラブ＞

写真 48 点
＜フロムテン＞

～

岡山県立大学デザイン学部・岡山県立大学大学院デザイン学研究科

油絵約 40 点＜彩悠会＞

卒業・修了制作展 ２０１８【会期 2/27（水）～ 3/3（日）】

平面・立体のデザイン約 100 点＜岡山県立大学デザイン学部・岡山県立大学大学院デザイン学研究科＞

3/ 5（火）

水墨画
虎杖会展

第 15 回
第 50 回
岡山 YPC 写真展 備前陶心会展

第 53 回 岡山 第 2 回
天彩学舎書道展
県書道協会展

Photo Club
NICE 写真展

3/10（日）

第 39 回 岡山
水彩作家展

水墨画 80 点
＜水墨画虎杖会＞

写真約 40 点
＜岡山読売写真クラブ＞

約 30 点
＜岡山水彩作家協会＞

書約 50 点
＜岡山県書道協会＞

写真 30 点
＜ Photo Club NICE ＞

3/12（火）

第 33 回

～

3/ 3（日）

～

3/17（日）

3/19（火）
～

3/24（日）

●ホール

書＜岡山県近代詩文書道連盟＞

第 16 回

竺操書道会展

【会期 3/22（金）
～ 3/24（日）】
書約 80 点＜竺操書道会＞

催し物名
―コンサート10周年記念―

民謡津軽詩

今昔物語

日本名作映画鑑賞会
2/ 2（土）

―黒澤明傑作選―
①
『わが青春に悔いなし』 ②
『酔いどれ
天使』 ③
『天国と地獄』 ④
『羅生門』

書 20 ～ 30 点
＜天彩学舎＞

日 本 画“ 遊 ”
第 5 回 立体・彫刻 OKAYAMA 展 第 62 回 日本伝統工芸中国支
グループ展
部展の搬入・審査
彫刻等 40 点
＜立体・彫刻

第 11 回

OKAYAMA 展

実行委員会＞

曽閎会書道展

【会期 3/22（金）～ 3/24（日）】
書 150 点＜曽閎会＞

HALL SCHEDULE

開催日

1/20（日）

岡山県俳句の書展

陶芸約 40 点
＜備前陶心会＞

※入場できません＜（公社）日本工芸会中国支部＞

キャンバス展

開演・開催時間

13：30開演
（開場は開演30分前）

グループ ’90
みず絵の会
水墨画・日本画展 作品展

油彩等 90 点
＜済生会フィットネス＆
カルチャークラブ油彩
画講座＞

★は天神山文化プラザ 2 階

日本画約 40 点
＜日本画“遊”＞

水墨画・日本画各 25 点
＜グループ ’90 ＞

水彩画等 40 点
＜みず絵の会＞

文化情報センターにてチケット取扱中です。

料金

主催者等

★
前売3,500円
当日4,000円

津軽三味線汝＆我（などわ）
TEL 090-2296-2114（西谷）

★

① 10：00 ～ 11：50
② 12：50 ～ 14：30
③ 14：45 ～ 17：10
④ 17：40 ～ 19：10

1 作品 500 円
1 日通し券 1,000 円

岡山県天神山文化プラザ
TEL 086-226-5005

2/ 3（日）

OTSシンフォニー
第24回コンサート

14：00 開演
（開場は開演 30 分前）

無料

OTS シンフォニー
TEL 086-297-2378
（角山小学校 吉信）

2/10（日）

箏演奏会
「道コンサート第16回」

13：00 開演
（開場は開演 30 分前）

無料

筝曲三上社歌美会・道の会
TEL 086-296-2576（三上）

岡山シンフォニーホール
ミュージカルワークショップ受講生による

Ⅰ 13：30 開演
Ⅱ 17：00 開演
（開場は開演 30 分前）

1,500 円
（前売・当日とも）

岡山シンフォニーホール
TEL 086-234-2001

2/17（日）

3/23（土）
　　24（日）

『みんなでつくるSONG&DANCE』
土曜劇場

岡山大学演劇部
『大江戸ぴーちくぱーちく』
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23（土）14：30、19：00 開演
24（日）14：30、19：00 開演
（開場は開演 30 分前）

★
前売一般 1,000 円 学生・65 才以上・
障がいのある方 800 円
当日一般 1,300 円 学生・65 才以上・
障がいのある方 1,000 円

岡山県天神山文化プラザ
TEL 086-226-5005
岡山大学演劇部
メール okadaiengekibu@yahoo.co.jp

岡山県天神山文化プラザ

催し物案内

2019年1月15日－2019年3月24日・お知らせ

●その他の施設
開催日

2/ 2（土）

催し物名

開催時間／場所

料金

主催者等

第 60 回記念
「クラシックへのお誘い」

14：00 ～ 16：00
3 階 第 1 会議室

無料

岡山県天神山文化プラザ
TEL 086-226-5005

レコードコンサート

お 知 ら せ
■平成31年度天神山文化プラザ土曜劇場

鑑賞モニター募集!

天神山文化プラザでは、平成31年度の土曜劇場の鑑賞モニターを募集し
ています。公演を鑑賞の上、皆さまの新鮮なご意見・ご感想をお聞かせくだ
さい。
【応募資格】平成31年度の土曜劇場8公演（下記参照）のうち、4公演以上
鑑賞し、鑑賞後にレポートを提出できる方。
【定員】20名程度 【応募期間】平成31年1月26日（土）〜3月26日（火）
【応募・問合先】住所、氏名、電話番号、年齢、職業、応募理由を明記の
うえ、メール、電話、FAX、郵送いただくか、天神山文化プラザ2F文化情
報センターまで直接お申込みください。〒700-0814 岡山市北区天神
町8-54 TEL 086-226-5005 FAX 086-226-5008（担当：中川
メール tenplaza@o-bunren.jp）
【平成3１年度天神山文化プラザ土曜劇場 公演一覧】※日程等は変更になる場合があります。
5/11～12 岡山商科大学演劇部
    6/1～2 岡山県高等学校演劇協議会岡山地区（岡山市内の高校演劇部
      8～9 の発表会）
7/20～21 劇団集団転機与砲
10/26～27 crossover space（ダンス）
11/16～17 Loop⑩×イトケンピチャレンジ（ダンス）
1/25～26 劇団La Sortie × 岡山大学演劇部
3/21～22 岡山学芸館高等学校ダンス部（ダンス）

平成30年度土曜劇場 TEAMボンッ!
DEリング『下荒井兄弟のスプリング、ハ
ズ、カム。』より
撮影：伊東和則

土曜劇場とは？
公募で選ばれた県内の団体に、天神山
文化プラザのホールを無償提供するも
の。昭和37年の創設以降、岡山の舞台
芸術の振興に貢献してきた。近年は演
劇のみならず、舞踊、音楽なども対象と
している。

■練習室・会議室の抽選会について
練習室・会議室の抽選会を下記のとおり行いますので、施設利用を希望さ
れる団体の代表者はご出席ください。
【日時】平成31年3月1日（金）午前10時～（10時20分までに希望申込
書を提出ください）
【会場】天神山文化プラザ 第１会議室（3階）
【抽選対象日】平成31年7月2日～9月29日
【注意事項】・休館日（月曜日）のほか、抽選の対象に含まれない日があり
ます。
・営利を目的とした活動にはご使用いただけません。
・使用許可決定後の団体名、催し物名、使用目的、使用日時の
変更、およびキャンセルは、原則としてできません。

第４練習室

・練習室を定期的に長期にわたって使用する場合は、週2回を
限度とします。
・抽選会の1週間後から空いている日の使用希望を受け付けま
す。（9時～18時に2階文化情報センターにてお申し込みく
ださい）
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利用者の声 78
山地真美と100人オケ！プロジェクト
今回ご紹介するのは、
「山地真美と100人オケ！プロジェクト」
さん。代表を務める山地さんは、岡山観光特使で「オカヤマア
ワード2018 音楽賞」を受賞された、いま注目の方です。
―山地さんは“情景描写ピアニスト”といわれているそうです
ね。
岡山ってすてきな風景がいっぱいあると思うんです。そんな
すてきな風景を音楽で描いて、地域の人たちと一緒に音楽をつ
くりたいと思い、2017年にプロジェクトをスタートさせまし
た。これまで、平成30年7月豪雨災害のチャリティコンサートと
して、真備町や牛窓などさまざま場所で演奏しましたが、天プ
ラは定期練習の場として使わせてもらっています。
―前回お邪魔したときは、高梁での演奏会の直前でした。
音楽物語『山田方谷』の演奏会の前ですね。午前中に天プラで
最後の練習をして、
午後、現地に乗り込む！というタイミングでし
た。
―にもかかわらず、「今日が初参加で、しかも楽器経験なし」
という方がいらっしゃって。
そんな方でも、たとえば小学校ぶりにリコーダーを練習してみ
たりして…なんとかなりますよ！ それに歌のパートもありますし
ね。
―メンバーの演奏アイデアもどんどん取り入れていて、山地さ
んの対応力には驚かされました。
そうですか？ その方が私も楽しいので（笑）。今日はギター
や篠笛といった新しい楽器の方が来られたので、
その音が生きる
アレンジをみんなでつくってみました。という具合に、同じ曲でも
いろんなバージョンができあがっていきます。
―メンバーは現在、何人ですか？
約40人です。ありがたいことに、演奏をみた人が、
今度は自分
も演奏したい、と参加してくれています。目指せ100人！なのです
が、練習も演奏会も気が向いたら来ればいいという感じでやっ
てます。
次回の定期練習会は2月15日（金）
19：00～、天プラの第5練
習室でやります。練習は1回300円ですが、初回は無料です。興
味を持たれた方は、身ひとつで気軽に見学にお越しください。
「100年後に地域に根付
いた音楽をつくっていきた
い」という山地さん。楽曲の
すばらしさはもちろん、高い
志と人柄に惹かれ、県外か
ら練習に通うメンバーもい
るとか。アイデアもいろいろ
とお 持ちのようで、今 後 の
山地さんの活動から目が離
せません！
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メンバーの中にはほかの楽団やバンドに所属
している方も。みんなでアイデアを出しなが
らの練習はとても楽しそうでした。

表紙の写真
撮影：ゆきを
12月15日・16日のシアターオブユース「殺陣・
アクション入 門 」で、プ ロの 殺 陣 師に 現 代アク
ションを習う生徒 たち。殺陣は「愛のあるお芝
居」という講師にかっこよく見える動きを伝授い
ただき、最後には一 連の動きをドラマ仕立てで
披露しました。

編集後記
またたく間に時が過ぎ、もう年があけてしまい
ました！
今月の土曜 劇場はKDF HAPPYプロジェク
トさんによる「Dance Love Assorted」です。
KDF香月ダンスファミリーの講師陣でお届けし
ます。寒い冬にアツい大 人のダンスショーを皆
さま、どうぞお楽しみください！（中川）
昨年は西日本豪雨災害が発生し、県内でも甚
大な被害がありました。閉館こそしなかったもの
の、展示室使用説明会や天プラ文化祭の会議が
延 期になるなど、天プラも大きな影響を受けま
した。今年はどうか災害のない穏やかな年であり
ますように…。
（藤原）
２月２日の日本名作映画鑑賞会。今回は、
『世
界のクロサワ』の登場です。世界にその名を轟か
せた「羅生門」をはじめ４本の話題作を一 挙上
映。何という贅沢さ。中高年の方はもとより、映
画好きの若い方にぜひ観てもらいたいです。日
がな一日、天プラで至福の時をお過ごしくださ
い。寒さ対策をお忘れなく。
（花田）

—編集・発行—

2019年1月発行

指定管理者 公益社団法人岡山県文化連盟
〒700‑0814 岡山市北区天神町8‑54
TEL：086‑226‑5005 FAX：086‑226‑5008
http://www.tenplaza.info/
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