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リレーエッセイ

次に繋げるということ
高校のときにダンスと出

会ってから、いろんなジャン
ルのダンスと関わってきた。

香月

こうづき

章伽
あきか

第66回

ない。「天プラ」の支援に、どこか甘んじていない
か？
そこで提案なのだが、たとえば土曜劇場経験者の

現在のダンス界では、ジャ

懇談の場を設けるというのはどうだろうか。年度初

ンルにとらわれない多彩な舞

めに土曜劇場の参加団体の代表が集まる会議がある

台表現が求められているよう

が、その場に前年度の代表者にも参加してもらい、

に感じている。

様々な場面で体験したことを語っていただくのだ。

残念ながら、岡山で多様な

他の会場にはない、土曜劇場ならではの気づきがあ

表現方法がうまく融合したパ

るかもしれない。私としては、今更ながらこの場が

フォーマンスは見受けられな

欲しかったと思っている。

い。あったとしても、興味を

そう、舞台をやることは何かしら次に繋げること

そそる前宣伝がされないせいか、一般には知られて

でもある。「やった」「終わった」では自己満足の

いないように思われる。

域を出ない。うまいやり方があればみんなでシェア

私が舞台作りで一番頭を悩ますのが宣伝である。
公演を打つからには、自分たちの活動を多くの人に
知ってほしいからだ。

し、ジャンルを超えて舞台そのものを盛り上げてい
く必要があると思うのだ。
土曜劇場では、今年度から（演劇・ダンスの各

SNSの普及でチケットの入手は手軽になってき

ジャンルから1団体に限るが）、公演前にその道の

たが、わざわざ代金を支払って劇場に足を運ぶとい

プロの方にリハーサルをみてもらい、アドバイスを

う習慣が、岡山の人たちにはあまりないように思わ

いただくという試みをスタートしたと伺った。もち

れる。チケット代金を安くすれば足を運びやすくな

ろん本公演もみてもらい、アフタートークで感想を

るかもしれないが、そうなると舞台そのものに予算

いただくそうだ。「やりっぱなしにさせない」天プ

がかけられなくなる。

ラの姿勢に、心から拍手を送りたい。

演者は舞台作りに専念したいが、制作全般のプロ

また、多様なジャンルの上演芸術を体験する「天

デューサーも兼ねているのが現状である。さまざま

神山シアターオブユース」も、とても良い企画だと

な想いはあっても、この辺りで、と妥協してしまう

思う。子どもたちが様々な表現方法、身体感覚を学

部分が多々あるに違いない。

ぶことは心を豊かにすることであり、将来舞台に立

今年1月、「KDF

HAPPY

プロジェクト」と

つ側になったり、大人になっても舞台を鑑賞したり

して、土曜劇場に参加させていただいた。ジャズ、

するきっかけになると思う。それはまさに「次に繋

タップ、ストリートのジャンルで、岡山で活動して

げる」ことだ。

いるメンバーによるステージだ。
土曜劇場では、施設使用料が免除される。普段
できないようなことも後押ししてくれる有難いシ

多くの方々が映画を見たり、本を読んだり、美術
館に行ったりするのと同じように、劇場に足を運ん
でいただきたいと切に願っている。

ステムだ。私たちは、企画の顔と言うべきチラシに

今年度も引き続き、来年3月に私が関わっている

こだわった。おかげで興味を持った方が多くいらっ

岡山学芸館高校ダンス部公演を、土曜劇場でさせて

しゃった。だが結果は努力不足で、2公演とも空席

いただく予定だ。私が監修で、前回の土曜劇場での

が少なからずあった。天プラで行う公演としては、

反省も踏まえながら、高校生に舞台制作を学んでも

多少金額が高かったのか？ アンケートではそうい

らい、舞台作りと、お客様に足を運んでいただく喜

う意見はなかったが、いたとしてもそう感じた方は

びを感じてほしいと目論んでいる。

見に来られてないわけだから知りようがない。
活動を多くの方に見てもらうには、一般の方が興
味をそそられるような舞台を構築できているのか、
自分たちがやりたいことだけに陥っていないか、反
省も込めて見直すべきところだと思う。観客動員増
のために、すべての舞台制作者は考えなくてはいけ
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Proﬁle
18歳からジャズダンスを始める。タレント、イベント、ショー
の振 付を行い、出演多数。2001年「KDF 香月ダンスファミ
リー」を開講。スタジオ発表会の他、他ジャンルのステージ出
演、企画、ワークショップなどを手がける。2009年より岡山学
芸館高校ダンス部外部講師。

こ れ か ら の 催 し 物 ― 展 示 室 ・ ホ ー ル ほ か ―
■2020年度「天プラ・セレクション作家選考展（公開プレゼンテーション）｣
「天プラ･セレクション」は、岡山県ゆかりの作家を個展形式で紹介する天神山文化プラ
ザ主催の企画展シリーズです。展示作家は、推薦および公募部門から数名が選ばれます。
下記のとおり、公募部門の第1次審査（書類審査）を通過した作家の公開プレゼン
テーション展を開催します。選ばれた1名の方には、2020年度の天プラ・セレクショ
ン作家として、展示室で1週間の個展を開催していただきます。
若手作家の登竜門としても注目を集める「天プラ・セレクション作家選考展」にぜ
ひお越しください。
●会
●会

昨年度の公開プレゼンテーション展の様子

期●2019年7月16日（火）～7月21日（日）
9
 ：30～17：30（20日（土）は13：00まで、最終日は16：00まで）
場●天神山文化プラザ 第2会議室（3階）
●入場料●無料

県からのお知らせ

■「改組新第5回

日展岡山展」

日展は、明治40年以来、日本美術界のリーダーとして日本画、洋画、彫刻、工芸美
術、書と各部門に幾多の巨匠、大家を輩出してきました。岡山県は日展系作家が多く、
また戦後最初に地方展を開催した県として知られています。
19年ぶりの開催となる今回の岡山展では、全国巡回作品246点（日本画・洋画・
彫刻・工芸美術・書）と岡山県関係の会員作品や入選作品など地元作品88点の合計
334点を展示します。
●会

期●2019年7月6日（土）～7月28日（日）
9
 ：00～17：00（県立美術館のみ6日（土）は10：00開館、26日（金）は
19：00まで）
※月曜休館（祝日の場合は翌日）
●会 場●天神山文化プラザ 第1・2展示室（日本画・工芸美術・書）
岡山県立美術館（洋画・彫刻）
●入場料●前売：一般800円
当日：一般1,000円
65歳以上800円、高・大学生600円（前売・当日とも）
中学生以下無料
※チケットは岡山県立美術館、天神山文化プラザの両会場で共通
●主 催●岡山県、岡山市、公益社団法人日展、山陽新聞社
●共 催●岡山日展会
●チケット取扱●天 神山文化プラザ 文化情報センター（2階）／岡山県立美術館／
山陽新聞サービスセンターほか

■土曜劇場 劇的集団

転機与砲『FLAME～魂の残り火～』

巫女ヒミコが君臨する大国、ヤマト。国王エンマの武に総べられる火の国、ホムラ。
互いに争い合い、いつしか大戦へと発展した両国は「相互不可侵の条約」を結ぶ。そ
れから十数年。ヒミコが病に倒れ、最後の神託がくだされる…。
エンターテイメントな舞台で人気の「劇的集団 転機与砲」の古代ファンタジーシ
リーズ第3弾！ 公演に先立ち、6月30日（日）の16：00から公開リハーサルを行い
ます（入場無料 予約不要）。本公演とあわせて、ぜひご覧ください。また、21日（日）
14：00の回の公演終了後には、今年度の土曜劇場のアドバイザー、腹筋善之介さん
によるアフタートークもあります。
●日

時●2019年7月20日（土）14：00、18：00開演
21日（日）14：00開演 ※開場は開演30分前
●会 場●天神山文化プラザ ホール（１階）
●料 金●前売：一般1,800円、ペア3,000円
当日：一般2,000円
学生・65歳以上・身体に障害のある方1,000円
未就学児無料
●脚本・演出●限界妄想
●チケット取扱●天神山文化プラザ 文化情報センター（2階）
e+イープラス http://eplus.jp/（ペア券の取扱なし）

腹筋善之介（ふっきんぜんのすけ）
役 者・声 優・脚 本 家・演 出 家 。
NPO法 人ロジカ・アカデミーで
事務局長を 務めるほか、舞台、
TV、映画等、多方面で活躍中。
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こ れ か ら の 催 し 物 ― ホ ー ル ほ か ―
■天神山シアターオブユース 夏講座「落語」受講生募集！
今年度の「天神山シアターオブユース」では、岡山市出身の落語家（二ツ目）、三遊
金の助さんをお迎えして、夏講座「落語」を開講します。
笑って笑わせて、人をひきつける話し方や仕草には、いくつかの秘訣があります。身
ぶり手ぶりであらゆるものを表現する落語の世界を体験しましょう！ 最終日には参
加者による発表も行います。
亭

●日 時●2019年8月2日（金）～4日（日） 各日13：30～17：30
●場 所●天神山文化プラザ ホール（1階）
●講 師●三遊亭 金の助
●料 金●5,000円（4日間通し）
●対 象●小学4年生程度～高校3年生
●定 員●20名程度
●締 切●7月26日（金） ※ただし、定員に達し次第締切
●申込先●下記の項目をご記入のうえ、メール、FAX、郵送いただくか、電話もしくは
天神山文化プラザ2階 文化情報センターでお申し込みください。
①氏名（保護者名も）②住所③電話番号④学年⑤性別⑥志望理由
（担当：中川 メール tenplaza@o-bunren.jp 件名を「シアターオブユース夏講座
申込」としてください)
●今後の予定●
10月19日（土）～20日（日） 秋講座「音楽」 講師：岩本 象一
12月13日（金）～15日（日） 冬講座「映像」 講師：サライ ジュンスケ

■天プラ・舞台技術講座シリーズ①「舞台照明・音響講座」参加者募集中！
天神山文化プラザでは、舞台照明・音響のしくみを理解する3日間の講座を開催し
ます。
普段は観客として舞台を楽しんでいる方、舞台芸術に関わる学生さんや団体の方、
公共施設の職員の方など、どなたでもご参加いただけます。
①舞台照明講座（2日間）
●日 時●2019年8月6日（火）・7日（水）各18：00～21：30
●講 師●大塚和眞（有限会社スペース・アート代表）
1日目：照明機材の名称やしくみを知り、仕込みを体験します。
2日目：照 明を当てるとどのように見えるか、パフォーマンスにあわせてシーンづくり
に挑戦します。
②舞台音響講座
●日 時●2019年8月8日（木）18：00～20：30
●講 師●池田正則（天神山文化プラザ職員）
前半は音響機材の種類や役割を知って、実際に操作していただきます。後半は舞台
上での音の聞こえ方や効果について、演奏にあわせて音を出しながら学びます。
●場 所●天神山文化プラザ ホール（1階）
●料 金●1日あたり大人1,000円 中高生500円
●対 象●中学生以上
●定 員●各20名程度 （先着順）
●申 込●下記の項目をご記入のうえ、メール、FAX、郵送いただくか、電話もしくは
天神山文化プラザ2階文化情報センターでお申込みください。
①氏名②性別③住所④電話番号⑤希望講座⑥応募動機
（担当：中川 メール tenplaza@o-bunren.jp 件名を「舞台照明・音響講座申込」
としてください）

■第63回「クラシックへのお誘い」LPレコードコンサート
今回は、クロスオーバー編 第3回「スペイン・フランスの民族音楽と作曲家たち」
と題し、コレルリ「ラ・フォリア」、ボッケリーニ「ファンダンゴ」、ビゼー「アルルの女組
曲」ほかをお届けします。
●日 時●2019年8月10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
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三遊亭

金の助

天神山シアターオブユースとは？
次代の舞台芸術を担う岡山のユ
ースを育成を目指す天プラ主催
の講座シリーズ。平成29年度よ
りスタートし今 期 が 3 期目とな
る。

こ れ か ら の 催 し 物 − ホ ー ル − ／ ピ ッ ク ア ッ プ ・ レ ビ ュ ー
■天プラ・ホールセレクション トム・プロジェクト『A列車に乗っていこう』
難病を患っていた少女・そらと、少女の看護師で個人教師でもある時枝。二人は列
車に乗って行くあてのない旅に出た。その旅はひどく破天荒であり、幻想的であり、可
笑しく、切なく、明るいものでもあり、暗闇と光の射す方を行き来する旅路であった。
二人は一体どこにむかうのか―。
出演は、いつまでもたおやかな女優・石田ひかりと、新世代女優・松風理咲。昨年度
のホール・セレクション『Sing a song』に引き続き、劇団チョコレートの主宰、日澤
雄介が演出します。
「寿歌（ほぎうた）」をはじめ200本以上の戯曲を手がけ、岸田國士戯曲賞・紀伊國
屋演劇賞など数々の賞を受賞している作家、北村想の新作をお楽しみに！
●日 時●2019年8月21日（水）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 ●北村想
●演 出●日澤雄介
●料 金●前売：一般3,500円 当日：一般4,000円 24歳以下2,000円（前売・当日とも）
※全席指定 ※未就学児入場不可
●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

トム・プロジェクトとは？
旬 の 作 家、俳 優 を 起 用し、創 作
劇を中心にプロデュース公演を
企画・制作している。第43回紀
伊國屋演劇賞団体賞を受賞。

ピックアップ・レビュー

Pick up

REVIEW

■平成30年度天プラ・舞台技術シリーズ②「劇場避難体験」 会期：平成31年2月23日（土）
舞台公演中の火災発生を想定した「劇場避難体験」を、上演団体、北消防署番町分署、岡山大学
大学院の伊藤武彦氏をはじめ、さまざまな方のご尽力で実施することができました。
今回の企画は、参加者にシナリオを明かさず、避難時にも演劇的要素を盛り込むという実験的な
もので、避難後には参加者全員で検証・振り返りを行いました。
当日は、舞台・芸術関係者や施設スタッフ、鑑賞者など146名の方が参加されました。アンケート
では「自分が主催するときに気をつけることを考え直す機会となった」「100人以上の知らない人
同士での避難の難しさを知った」等の感想をいただきました。
1回目の劇場避難体験として反省点は多々あるものの、共に防災について考えるきっかけとなった
のではないかと思います。時期は未定ですが、第2回の避難体験に今回の教訓をぜひ生かしていき
たいと考えています。
（「劇場避難体験実行委員会」委員長 花田 修一）
第1回避難体験が終わり、もう4ヵ月が経とうとしている。
当日に集まって、開始まで念入りに話し合い、怒涛の連携を見せ、こちらが用意した罠をすべて無
効にし、素晴らしい誘導を披露したロビー、制作スタッフの皆様には、拍手と花束と「もう少し空気読
め」という声を届けたい。また、集まったお客様も消防署の職員が褒めるほどの冷静な対応と避難を
見せ、こちらも拍手と花束と「みんな避難する気満々で来てるな」の言葉を届けます。
次回はもっとスタッフ、お客様の中にも罠を入れようと決めました。敵は身内にあり。
さて、この避難体験は観客を巻き込んだ「演劇」であると共に「遊び」である。しかし、実際に避難を
する場面に直面したら、
それはもう遊びでなく「災害」か「事故」である。本来の目的は、劇場で起きたト
ラブルに、スタッフは役者はホールは対応でき、公演を進行することができるかを知りたかったから。
思うに今回は本来の目的が強すぎて、関わった皆様の意識の高さがスムーズな避難を生んだ訳である。勿論それは嬉しいことだ
し、その気持ちがあれば避難誘導に目を向けることも知れて良かった。しかし遊びは遊びである。真剣に遊び、笑い、学びこそ演劇的
だ。僕らは避難体験の進研ゼミになるのだ。どんな大変なトラブルでも「あ、これ避難体験でやったところだ！」と目を輝かせる。そん
なモノに私はなりたい。
そんな訳で全然振り返ってない気もするが、今回関わってくれたすべての皆様にお礼を申し上げると共に、第2回に消極的な天神山
さんを尻目に来年どっかで避難体験やろうと思うので、その時はまた遊びに来てください。
次は絶対騙してやるからな！
（EN劇集団さんたばっぐ代表 荒井 良太郎）
劇場での安全を考える主体は、①劇場の管理・運営者 ②ステージの主催者 ③観客自身 が考えられます。災害への備えは、①
であれば施設管理の一環として系統的にできます。難しいのは②と③の立場でしょう。劇団等の実情は比較的小規模で、創作活動
から公演前後の管理運営までを少ない人員で回している例は多いと思われます。また観客はたまたまその日劇場に集まった人々で
すから、劇場の構造を熟知しているとは限らず、避難経路などを知らないことを前提に安全対策を考えるのが自然です。今回の企画
は、①～③の全員参加型の避難訓練を演目そのものとして実施するものであり、劇場関係者にとっては技術講座でもありました。
「劇場避難体験」は消防法上の訓練も兼ねていたので、準備段階から消防当局の専門的指導があり、管理運営者の立場では系統
的な避難訓練の企画・実施のよい経験となったと思います。施設の構造と日常の使用状況に加えて、実際の人の動きが見えたこと
で、今後の施設管理の方針がより考えやすくなったのではないでしょうか。また技術講座としては、具体的な消火方法だけでなく、災
害時の避難誘導員を確保する必要性を身に染みて学ばれたと思います。観客にとっては、万一に備えて避難経路を確認しておく大切
さを感じながら、避難時の動き方をリアルに経験できたのではないでしょうか。
劇場公演は、役者等と観客と施設が一体となって作るものです。公演前後の災害対応を必ず組み込み、施設側と劇団等が今回の
経験をもとによく打ち合わせをして安全を作り上げなければなりません。今回は観客にも鑑賞だけでなく安全にも参加していただく
ような、そんな望ましい劇場の運営が見えてきた取組みであったと考えます。
（岡山大学大学院教授 伊藤 武彦）
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岡山県天神山文化プラザ

催し物案内

2019年6月18日－8月25日

※掲載内容は6月5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。

●展示室

ART SCHEDULE
第1展示室

開催期間

大

室

第 71 回

6/18（火）

第2展示室
小

室

～

朝陽書道会展

【会期 6/21（金）～ 6/23（日）
】
書約 200 点＜朝陽書道会＞

6/23（日）

6/25（火）
～

第 50 回

道文展

書約 150 点＜道文会＞

6/30（日）

は天神山文化プラザの主催事業です。

大

室

小

第3展示室

室

表具美術展

第 71 回

【会期 6/21（金）～ 6/23（日）
】
表装（掛軸・額・屏風・襖）約 60 点
＜岡山県表具内装協会＞

第4展示室

第5展示室

朝陽書道会展

【会期 6/21（金）～ 6/23（日）
】
※第 1 展示室同様

第7回
手作りアートの世界 クラフトフェ 木曜スケッチ会 岡山江古田会
スタ 2019 せとうち花倶楽部
第 4 回作品展 作品展

第 23 回
青の会水彩画展

ポーセラーツ約 200 点、押花約 140 点、グラスアー
ト等約 210 点＜せとうち花倶楽部＞

水彩画 40 点
＜青の会＞

水彩画約 150 点
＜木曜スケッチ会＞

写真等約 50 点
＜日本大学藝術学部岡
山江古田会＞

第6回
備前写真クラブ
岡山展

AJAC 岡山展

7/ 2（火）
～

絵画約 40 点
＜ AJAC 岡山＞

7/ 7（日）

7/ 9（火）

写真 45 点
＜備前写真クラブ＞

～

改組新第 5 回

書＜岡山県独立書人団＞

日展岡山展

【会期 7/6（土）～ 7/28（日）
】
日本画・工芸美術・書（巡回作品 144 点、地元作品 49 点）

7/16（火）

第 53 回
岡山写真家集
団展

～

一般 1,000 円（800 円）
、65 歳以上 800 円、高・大生 600 円、中学生以下無料
※（ ）は前売料金＜山陽新聞社＞

7/21（日）

写真 90 点
＜岡山写真家集団＞

7/23（火）
～

第 45 回

写真 40 点＜中島フォ
トクラブ岡山教室＞

第 30 回
写友「輪影」展
写真 60 点＜岡山東ロー
タリークラブ写真同好会
写友「輪影」
＞

写真展
写真約 60 点
＜富山カメラクラブ＞

第 10 回フォト
楽友写真展

抱象会書展

書約 70 点＜抱象会＞

7/28（日）

油絵・水彩画等約 40 点
＜山里会＞

中 島フォトク
ラブ岡山教室
写真展

岡山県独立書展

7/14（日）

第 17 回
山里会習作展

写真約 50 点
＜フォト楽友＞

7/30（火）
～

7/31（水）

山陽新聞カルチャー吉田写真 第 49回 同人展 第 61 回
西日本教育書
教室写真展
硬筆・毛筆 700 点
【会期 7/31（水）13 時～ 8/4（日）
】
＜（公社）養和書道院＞ 道展

8/ 1（木）
～

8/ 4（日）

写真 110 点＜山陽カルチャー写真クラブ＞

～
～

8/25（日）

集樹展

書＜墨潮会＞

油彩 32 点、パステル 8 点
＜集樹展＞

（県展準備）

人ひと会展・ジュピターの会展

2019 おかや 第 51 回
ま彫刻会展
筍影会写真展

岡山九条美術展

水彩・油絵＜人ひと会・ジュピターの会＞

HALL SCHEDULE

開催日

催し物名

＜Ｉｒｉｓ（イリス）＞

彫刻約 20 点
＜おかやま彫刻会＞

★は天神山文化プラザ 2 階

写真約 60 点
＜大元フォトクラブ＞

西陣美術織 若 「or」展
冲 動植綵絵展 絵画・立体等
掛軸・額約 57 点
＜西陣美術織若冲 全
国巡回展実行委員会＞

写真約 60 点＜筍影会
（岡山市医師会写真同好会）＞

＜ GOOD BUBBLE 実行
委員会＞

日韓交流展
水墨画等 44 点
＜アジア芸術文化交流
協会＞

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

無料

岡山大学落語研究会
TEL 090-5279-4975（大森）

黒瀬公浩舞踏公演

19：00 開演
（開場は開演 30 分前）

前売：一般 2,000 円
学生 1,500 円
当日：一般 2,500 円
学生 2,000 円

KimikuroLab
メール info.kimikurolab@gmail.com
TEL 070-5300-0029（黒瀬）

お笑いライブ

12：30 開演
（開場は開演 30 分前）

一般 2,000 円
学生 1,500 円

13
（土）15：00、19：00 開演
14
（日）11：00、15：00 開演

一般 2,500 円
高校生以下 1,000 円

★

EN 劇集団さんたばっぐ
TEL 080-3053-6225（荒井）

20
（土）14：00、18：00 開演
21
（日）14：00 開演
（開場は開演 30 分前）

前売：一般 1,800 円
ペア 3,000 円
当日：一般 2,000 円

★

劇的集団 転機与砲
TEL 086-421-9199

 21（日）14：00 ～の公演終了後、
※
腹筋善之介さんによるアフタートー
クあり

学生・65 歳以上・身体に障者の
ある方 1,000 円（前売・当日とも）

25
（木）11：15〜18：00
26
（金） 9：40〜16：00

無料

第 127 回ぼっこう寄席
『春の夢』

7/ 6(土）

『楽園祭』

7/13(土） EN 劇集団さんたばっぐ 2019 サマープレゼント
14(日）『EXisT』

＜土曜劇場＞
劇的集団 転機与砲

7/20(土）
公演
21(日）『FLAME ～魂の残り火～』

岡山県中学校演劇発表会
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開演・開催時間

写真 200 点
＜岡崎嘉平太記念館＞

11：30 開演
（開場は開演 30 分前）

6/28(金）

7/25(木）
26(金）

書＜（公社）養和書道院＞

わかくさ会展

玉龍会展

書・絵画等 50 点＜玉龍会＞

●ホール
6/22(土）
23(日）

写真約 70 点
＜写団「STEP」
＞

（県展準備）

～

8/20（火）

第17回 写団
自由美術展 「STEP」
写真展

絵画・立体・写真 100 点＜岡山九条美術の会＞

第 50 回

8/11（日）

8/18（日）

東中国

絵画約 60 点、彫刻 2 点
＜自由美術協会岡山支部＞

第 13 回 嘉 平 第 18 回
第 9 回 2019 Iris 展 太が愛したふる 大元フォトクラブ
絵画・写真・立体等 60 点 さと岡山写真展 写真展

8/ 6（火）

8/13（火）

第 61 回

TEL

SHOW 劇団
080-3592-2250（松本）

岡山県天神山文化プラザ
TEL 086-226-5005
岡山県中学校文化連盟演劇部会
TEL 086-272-9836
（岡山県立操山中学校 森永・阿部）

岡山県天神山文化プラザ
●ホール

HALL SCHEDULE
催し物名

7/27(土）

第 28 回おかやま全国高校生
邦楽コンクール

8/ 2（金）

＜天神山シアターオブユース＞

～

開催日

～

4（日）
8/ 6（火）
8（木）

夏講座「落語」

舞台照明音響講座

8/10（土）

真昼の夢コンサート

8/11（日）

ギターフェスティバル

8／21（水）

8/25（日）

催し物案内

＜天プラ・ホールセレクション＞

『A 列車に乗っていこう』
第 3 回岡山県民謡全国大会

2019年6月18日－8月25日／お知らせ
★は天神山文化プラザ 2 階

文化情報センターにてチケット取扱中です。

開演・開催時間

料金

主催者等

11：00 ～ 17：00

前売：1,000 円
当日：1,200 円

おかやま全国高校生邦楽コンクール実
行委員会（岡山県文化連盟事務局内）
TEL 086-234-2626

各日 13：30 ～ 17：30

5,000 円

岡山県天神山文化プラザ
TEL 086-226-5005

（火）
6
・7
（水）18：00〜21：30
（木）
8
18：00〜20：30

1 日あたり大人 1,000 円
中高生 500 円

岡山県天神山文化プラザ
TEL 086-226-5005

13：30 開演
（開場は開演 30 分前）
13：00 開演
（開場は開演 60 分前）
19：00 開演
（開場は開演 30 分前）

1,000 円

TEL

岡山県愛奏会
TEL 086-222-7323（吉岡）

無料
前売：3,500 円
当日：4,000 円

★

24 歳以下 2,000 円（前売・当日とも）

13：00 開演
（開場は開演 60 分前）

090-8717-1739（武藤）

岡山県天神山文化プラザ
TEL 086-226-5005
NPO 法人 日本伝承芸能舞台芸術
振興会 全国大会実行委員会
TEL 077-549-2178

無料

●その他の施設
開催日

催し物名

開演・開催時間

料金

腹筋善之介の 5 次元演劇ワークショップ

13：00～15：00
地階 第4練習室

大人2,000円
中高生1,000円

14：00～16：00
3階 第1会議室

無料

＜土曜劇場特別企画＞

6/30（日）
8/10（土）

対象：中学生以上 定員：20 名程度
第 63 回「クラシックへのお誘い」

LP レコードコンサート

主催者等
★

岡山県天神山文化プラザ
TEL 086-226-5005
岡山県天神山文化プラザ
TEL 086-226-5005

お 知 ら せ
■天プラ文化祭2019
秋の恒例行事「天プラ文化祭」を、今年は9月15日（日）に開催します。当館の練習室
ご利用団体がホールで日頃の成果を披露するほか、ピロティではチャリティ・バザーを開
催。カフェも出店します。皆様、お気軽に天神山文化プラザへお越しください。
【日時】2019年9月15日（日） ９：00〜17：00（バザーは正午から）

※チャリティ・バザーへの出品提供のお願い
下記のとおり、チャリティ・バザーの出品物を募っています。ご家庭に眠る不要の
品がありましたら、2019年8月1日（木）～9月5日（木）に2階 文化情報センター
まで持参ください。
【出品対象の品】
・文化に関わるもの（美術・工芸品、CD、DVD、書籍など） ………… 新品・中古可
・上記以外（食器･寝具･タオル･石鹸等の日用品、衣料品、雑貨など） … 新品のみ
※食料品および同人誌・記念誌・辞書の出品はご遠慮ください。出品物の内容、状態
によってはお断りする場合がございます。

■西日本豪雨で被災した「大切なもの」を修復・返却しました。
天神山文化プラザでは、今年2月より、西日本豪雨災害「大切なもの 無償応急処置
出来る事をできるだけチーム」と共に、ボランティア53名が泥水につかった絵や写
真、日記など、被災された方の大切なもの約3,000点の修復作業を行ってきました。
3月26日（火）～31日（日）には活動報告展を開催し、写真や絵、日記などの処置
前の記録と処置後の現物を展示したほか、泥・カビの洗浄や紙の破れ補強、製本など
の作業風景をパネルで紹介しました。
修復がほぼ完了した5月25日（土）には、「大切なもの」を10世帯のご家族に返
却。引き取りに来られたご家族は「多くの方々に助けていただき、感謝の気持ちで
いっぱい」と、一様に笑顔でした。チームの代表の斎藤裕子さんは「無事に返すこと
ができてホッとしている。天プラさんがボランティアを公募してくれて、いろんな人
と繋がれた」と言います。
天神山文化プラザでの「大切なもの」応急処置活動は終了しましたが、発災1年をめ
どに今後は『大切なもの』を作ろう！を合言葉にワークショップを行う予定です。
西日本豪雨災害「大切なもの」無償応急処置 出来る事をできるだけチームとは？
絵画修復士、表具師、画家など有志メンバー8名が中心となり、2018年8月より活動をスタート。ノート
ルダム清心女子大学、県立美術館と拠点を移動し、天神山文化プラザでは仕上げの作業を行いました。
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利用者の声 80
若美会（わかみかい）
今回ご紹介するのは、日本舞踊「正派若柳流若柳会」に所属
する「若美会」さんです。メンバーの若柳五十弘（いとひろ）
さんにお話を伺いました。
―まずは会について教えてください。
「若美会」は、代表の若柳寿美和（すみかず）先生が18才
で始めた会です。長く岡山で活動していたのですが、今年の3
月に代表が84才で亡くなって…。みな途方に暮れましたが、
後継の若柳寿美弘（すみひろ）先生のもと、日本舞踊を盛り上
げようとまた前を向いてがんばっているところです。
―お仲間はどんな方が中心ですか？
ほとんどが師範、もしくは師範を目指す者です。3カ月に1
度、東京から「正派若柳流若柳会」の会長をお迎えして、直接
稽古をつけてもらっています。天プラの練習室は、その稽古場
なんです。
―とても貴重なお稽古ですね。
次はまた3カ月後ですからね。テキストに書き込んだり、動
画を撮ったり、みな必死です。今日は検定試験のための踊り
や、次に披露する踊りの稽古をしました。
―ところで天プラでは、今日のように第3練習室を使うことが
多いですか？
一番いいのは、鏡の大きい第4練習室です。本当は3日間く
らい通して借りたいのですが、なかなか空いてなくて、板張
りのお部屋ならどこでも使わせてもらっています。第3練習室
は、鏡は小さいですが、落ち着いた和室なのがいいですね。そ
れに“穴”もあいてないですし。第4練習室は、壁に無数の小
さな穴があいていて…。
―第2・5練習室もそうですよ。
あのタイプのお部屋は、くるっと回ったときにめまいがする
んですよ。防音のためなんでしょうか、しょうがないとは思い
つつも、あの“穴”は、踊りをする者にとっては厄介です。

表紙の写真
撮影：青地大輔
さる5月25日、
「『鳥柱』アートプロジェクト～光と
音によるインタラクティブアート～」を開催しました。
倉敷芸術科学大学の協力で、天プラのシンボルであ
るレリーフにプロジェクションマッピングを投影し、
生命の輪廻転生を表現（制作：山下真未+ナカガワヒ
ロカズ）。ギタリストTukiさんの生演奏とcrossover
spaceによるダンスパフォーマンスが一体となった
インスタレーションを披露しました。ホールでは、人
の動きに反応して映像が変化する展示も行い、インタ
ラクティブアートを楽しんでいただきました。

編集後記
はじめまして。4月から受付担当となりました山邊
と申します。以前より、仕事やプライベートで天プラ
にお世話になっていましたが、縁あってこちらで働く
ことになりました。すでにお目にかかった方もまだと
いう方も、お気軽に声をかけてください！ どうぞこ
れからよろしくお願いいたします。
（山邊）
4月からこちらの一員となり、天神山文化プラザの
素晴らしさを改めて知ることができました。歴史ある
建 築、ピロティから見える大きなレリーフ。たくさん
の芸術に触れることができ、とても興奮しています。
毎日名作に囲まれて、心豊かに穏やかに過ごせたら
と思っています。
（友田）
喫茶コーナーの窓辺に、朝顔の苗を植えました。
思えばパッションフルーツの収穫を目論んで、失敗し
た年もありましたっけ…。今年は日本朝顔オンリーで
す。まだまだ“グリーンカーテン”とは言えませんが、
盛夏には楚々とした花が咲くことを祈っています。
（藤原）
平成から令和へと時代は変わりました。
天プラで特別の記念行事はありませんが、利用者
の 皆 様 に、より安 全 かつ 快 適に 施 設 を 使っていた
だけるよう、職員一同新たな気持ちで頑張りたいと
思っています。引き続いてのご愛顧をお願いいたしま
す。
（花田）

—編集・発行—

2019年6月発行

―そうでしたか…。
公民館でも同じような壁があって、そこは穴の存在を軽減す
るためか、たくさん掲示物を貼ってました…（笑）。あ、でも
次回からは、亡くなった若柳寿美和先生の自宅の一室を稽古場
とすることになったので、もう天プラを使わせていただくこと
もないかと思います。
―え、そうなんですか！ それは残念です。発表会などをされ
る際は、ぜひ天プラのホールをご利用ください。
長唄、清元、常磐津な
ど、様々な踊りの稽古を
マンツーマンでお弟子さ
んにつける会長さん。流
れるようなその踊りに、
筆者はすっかり見入って
しましました。背後に
は、“体幹”の2文字が
くっきりと浮かんでいま
した。
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お着物の着こなしも素敵な「若美会」のみなさん
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