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リレーエッセイ

芝居に恋して
今日も稽古の為にこの坂

を登る。坂の入り口付近には

第67回

稽古はそれなりにできたと思う。使い勝手の良い稽
古場は大切だ。

満車を知らせるランプが設

天プラとは、ここが文センと呼ばれている頃から

置してある。が、夕方からは

のお付き合い。劇団に所属していた頃に何度かこ

比較的空いていることが多

このホールに立たせてもらった。北村想さんの『寿

いので気を遣わなくて済む。

歌』もそのひとつだ。18年も前、右も左もわから

坂を上がり、荷物が多い時は

ずただ夢中でやっていた。その頃使っていた稽古

少しでも距離を稼ぐ為、建物

場にはクーラーなんて上等なものはなく、相手役を

近くの駐車スペースへと止

背負いながらセリフの掛け合いをするシーンでは、

める。「おっと、小道具忘れ

暑さと酸欠で手がしびれ目の前がチカチカして、

た・・・どうしよう。まあ、稽古内容を考え過ぎた

ちょっとヤバそうかなと思って助けを求める視線を

せいにしよう。」よくわからない言い訳をしながら

演出に向けると「あともうちょっと頑張れ！」と檄

も両手いっぱいの荷物を抱えて練習室に急ぐ。階

が飛ぶ。なんとかシーンをやり終えたら、すぐさま

段を下りると地下の入り口があり、そこを入るとす

その場に倒れこむ。えっと、今じゃできませんね、

ぐ右手に会館の管理の方がいらっしゃる。入ったら

こんな稽古（笑）。本番では、出番が終わって袖に

先ず挨拶だ。「演劇集団サライですー。」と、今日

入った途端に涙があふれてきたのを覚えている。

もまずまずの挨拶ができた。そして、足早に目的の

必死だったのだろうが、今思えば役者に専念させて

練習室へ向かう。防音室の冷たいドアノブに手をか

もらってた反面、スタッフの苦労や思いには考えが

け。さあ、稽古の始まりだ。

至ってなかったと猛省する。

葛原

くずはら

一也
かずや

岡山演劇集団サライで自主公演を5月の末に禁酒

さて、良い舞台をつくる為には何が必要か。当然

会館で打たせてもらった。サライは『モナリザの左

のことながら演出、役者陣の更なるレベルアップ

目』という「高橋いさを」さんの作品をどうしても

は必要。だが、それ以上に必要なのが制作スタッフ

したかったので立ち上げたユニットだ。（ダヴィン

だ。実感として、演出と制作を兼ねると、思考は散

チの弟子の名がサライから命名す） その時、稽古

漫になり心は行き場を失い漂い始める。演出は作品

場として主に使わせてもらったのが天神山文化プ

をつくり、制作は公演をつくる。しかし、制作は大

ラザ（天プラ）の練習室だ。岡山で芝居に関わって

変なのでやりたい人はまずいない。また、仕事量の

20年、演出は初めてだった。主催、演出、制作を

割に評価が低いのも問題の一つ。制作がいないと公

兼ねながらの公演。馬鹿なわたしはやりたいものが

演は打てません。関係者の皆さま、制作さんへの再

決まり、参加する人間が決まればなんとかなるだろ

評価をどうぞよろしくお願いします。

うと思っていたが、現実は違う。兎にも角にもしな

ある舞台監督さんに教えてもらったこと。「舞台

きゃいけないことは制作だ。予算立て、チラシの管

作りは一人でやっちゃいかんよ、裏も表もないよ、

理、メンバーのスケジュール管理など期日までにし

みんなで一緒に作るもんなんだよ。」

なきゃいけないことが止めどなく押し寄せてくる。

それぞれの役割の人達が与えられたパートをこ

考えることが山のようにあり、後回しにしているこ

なし、そのうえで良い舞台をつくる為に試行錯誤す

と多数。「あぁ、稽古場どこにしよう！」 そんな

る。わたし自身もそういう人達の一員でありたいと

中で天プラの練習室は非常に助かった。値段も、も

思う。

ちろんだが駅近くで晩の22時まで開いている稽古
場はそうない。ここがなかったらと思うとそれだけ
で胸の辺りが重くなる。「ああ、よく稽古した。」
いろいろな面で稚拙なところもあったとは思うが、
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Proﬁle
1982年岡山市生まれ。17歳から地元劇団で舞台の公演を重
ねる。その後フリーとなり市民ミュージカル等に出演。今年の1
月、岡山演劇集団サライを立ち上げる。芸名は空也、あだ名は
くずっち・カズクンなど多数。

こ れ か ら の 催 し 物 ― 展 示 室 ―
県からのお知らせ

■第70回岡山県美術展覧会
岡山県美術展覧会は、県展の愛称で知られる県内最大の美術公募展です。日本画、
洋画、工芸、書道、写真、彫刻の全6部門、約3,000点の応募作の中から選ばれる
入選・入賞作と、審査会員、審査員、招待、委嘱作家の作品を展覧します。県美術界
を代表する先生方の作品から、若い作家の方、アマチュアの方の作品まで、精魂込め
た力作をご覧ください。
岡山会場
Ⅰ期：2019年9月4日（水）～8日（日）
岡山県天神山文化プラザ／日本画・書道前期
岡山県立美術館／洋画・彫刻
Ⅱ期：2019年9月11日（水）～15日（日）
岡山県天神山文化プラザ／書道後期
岡山県立美術館／工芸・写真
●開場時間●9：00～17：00（4日は開会式のため県立美術館のみ10：00から）
●入 場 料●前売：（一般のみ）600円 当日：一般800円、65歳以上650円
高校生以下無料 ※２会場共通の入場料
●チケット取扱●天 神山文化プラザ 文化情報センター（2階）／山陽新聞社サービスセ
ンター／県内主要プレイガイド
●主
催●岡山県 山陽新聞社 おかやま県民文化祭実行委員会
●問 合 先●山陽新聞社事業本部 TEL 086-803-8015
岡山会場の会期終了後、津山会場（津山市新魚町、アルネ・津山4階）にも巡回しま
す。津山会場の会期は、Ⅰ期：2019年9月19日〜23日、Ⅱ期：2019年9月26日〜
30日です。詳しくは山陽新聞社事業本部（TEL 086-803-8015）までお問い合わ
せください。

■岡山芸術交流2019「IF THE SNAKE もし蛇が」
岡山芸術交流は、岡山市中心部で3年ごとに開催される国際現代美術展です。この
地で育まれた歴史・文化資源に現代アートという「芸術文化のもつ創造性」を融合さ
せることで、世界に向けて岡山の新しい魅力を発信していきます。
第2回目となる「岡山芸術交流2019」ではアーティスティックディレクターにピ
エール・ユイグを迎え、岡山城・岡山後楽園周辺エリアの様々な歴史文化施設を会場
に開催します。
展示作品を見るだけでなく、アーティストの思考に遭遇し、時間や歴史、国境など
を行き来するような芸術との交流をお楽しみください。
●会

期●2019年9月27日（金）～11月24日（日）
9：00～17：00（入館は16：30まで）
※月曜休館（祝日の場合は翌日の火曜日に振替）
●会
場●岡 山県天神山文化プラザ／旧内山下小学校／岡山市立オリエント美術
館／岡山城／林原美術館ほか
●出品作家●タレク・アトウィ／マシュー・バーニー／エティエンヌ・シャンボー／ポー
ル・チャン／イアン・チェン／メリッサ・ダビン＆アーロン・ダヴィッドソン
／ジョン・ジェラード／ファビアン・ジロー＆ラファエル・シボーニ／グラ
スビード／エリザベス・エナフ／エヴァ・ロエスト／フェルナンド・オルテ
ガ／シーン・ラスペット／リリー・レイノー＝ドゥヴァール／パメラ・ローゼ
ンクランツ／ティノ・セガール／ミカ・タジマ
●入 場 料●前売：1,000円
当日：一般1,800円（県民は1,500円）
専
 門学生・大学生1,000円、65歳以上の方は1,300円 ※単館は500円
高
 校生以下、障がい者手帳・療育手帳をお持ちの方とその付き添いの方は無料
●チケット取扱●岡山芸術交流2019チケットセンター
TEL 086-803-8222
http://www.okayamaartsummit.jp/2019/ticket/
●主
催●岡山芸術交流実行委員会
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こ れ か ら の 催 し 物 ― ホ ー ル ほ か ―
■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
室ご利用団体の中から17団体がホールで日頃の成果を披露します。
また、ピロティではチャリティ・バザーを開催するほか、カフェも出店します。皆さま
お誘い合わせのうえ、気軽に天神山文化プラザへお越しください。
●日
●場

時●2019年9月15日（日） 10：00～16：35 ※バザーは正午～
所●発表…天神山文化プラザ ホール（1階）
チャリティ・バザー…天神山文化プラザ ピロティ（1階）
●発表団体●

ホール発表

＜舞踊＞
インザライト（社交ダンス）／コンテンポラリー空（現代舞踊）／綾の会、坂東流三千
敦会（日本舞踊）／ラス・アニモーサス（フラメンコ）
＜楽器演奏＞
クラ☆パラ（クラリネット）／ライリッシュ・オカリナ連盟、オカリーナRitsあさひ（オ
カリナ）／IDEA Wind Orchestra（吹奏楽）／二胡の会／The Sense（バンド）／
ピッタシ会（ギター・ピアノ・フルート）／田中会（サックス）／地域プロジェクト実行委
員会（ピアノ・ギター・尺八ほか）
＜その他＞
女声合唱団「みもざ」／ベクレル・ヴォーカルスクール（ジャズ）／シニアミュージカル
発起塾

チャリティ・バザー

ただいま、チャリティ・バザーへの出品物を募集しています。ご家庭に眠る不要の品
がございましたら、9月4日（水）までに2階文化情報センターまでご出品ください。文
化に関わるもの（本、CD、レコード、美術工芸品など）であれば中古でもOKです。詳
しくはお問い合わせください。

■第64回「クラシックへのお誘い」SPレコードコンサート
今回は「秋に聴きたい ヴィオロン（バイオリン）の調べ」と題し、フリッツ・クライ
スラー、ヨーゼフ・シゲティの名演奏を中心にお届けします。
●日
時●2019年10月5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●富松 重勝

■天神山シアターオブユース 秋講座「音楽」の受講生を募集中！
天神山文化プラザでは、
「天神山シアターオブユース」の秋講座の受講生を募集し
ています。耳をすまして、いろんな音や響きを発見しながら、音の世界を探検しましょ
う。最終日にはオリジナル音楽をつくって発表もします。
●日
●場
●講
●料
●対
●定
●締
●申 込

時●2019年10月19日（土）～20日（日） 各日13：30～17：30
所●天神山文化プラザ ホール（1階）
師●岩本 象一
金●5,000円（2日間通し）
象●小学4年生程度～高校3年生
員●20名程度
切●2019年10月12日（土） ※ただし、定員に達し次第締切
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
秋講座 申込」としてください）

<今後の予定>
冬講座「映像」

2019年12月13日（金）～15日（日）
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講師：サライ

ジュンスケ

岩本 象一（いわもと しょういち）
兵 庫 県 出 身。打 楽 器 奏 者。イン
ドネシア留学を経て2010年よ
り岡 山 在 住 。ジャワガムラン 教
室を開講し、各地でワークショッ
プ を 行う一方、様 々 なグル ープ
に参加し演奏活動をしている。

岡山県天神山文化プラザ

催し物案内

2019年8月20日－10月20日

※掲載内容は8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

第1展示室

開催期間
8/20（火）
～

8/25（日）

8/27（火）
～

9/ 1（日）

は天神山文化プラザの主催事業です。

ART SCHEDULE
大

室

第2展示室
小

室

（県展準備）

大

室

小

第3展示室

室

人ひと会展・ジュピターの会展
水彩・油絵＜人ひと会・ジュピターの会＞

（県展準備）

第4展示室

第 51 回
筍影会写真展

2019 おかや
ま彫刻会展
彫刻約 20 点
＜おかやま彫刻会＞

写真約 60 点
＜筍影会（岡山市医師
会写真同好会）＞

JNP 日本風景
写真協会岡山
支部写真展

換鵞展
書 26 点
＜岡山大学校友会書道
部＞

写真 50 点
＜ JNP 日本風景写真協
会岡山支部＞

第 70 回

9/ 3（火）

岡山県美術展覧会

第5展示室

日韓交流展
水墨画等 44 点
＜アジア芸術文化交流
協会＞

第31回 岡山
ハッセ ルブ
ラッド フォト
クラブ写真展
写真 41 点
＜岡山ハッセルブラッ
ド フォトクラブ＞

Ⅰ期

～

【会期 9/4（水）～ 9/8（日）
】
日本画・書
前売：600 円 当日：一般 800 円、65 歳以上 650 円、高校生以下無料
※ 2 会場共通の入場料〈山陽新聞社〉

9/ 8（日）

第 70 回

9/10（火）

岡山県美術展覧会

Ⅱ期

～

【会期 9/11（水）～ 9/15（日）
】
書
前売：600 円 当日：一般 800 円、65 歳以上 650 円、高校生以下無料
※ 2 会場共通の入場料〈山陽新聞社〉

9/15（日）

スッチョンチョンで行く！

9/17（火）
～

絵画・立体等＜アートプロジェクト「街を耕す」実
行委員会＞

9/22（日）

全国シルバー
書道岡山展
書＜（公社）日本書芸
院シルバー書道岡山展
実行委員会＞

38 回
第 32 回
「、
（てん）」展 写団「People」 第
OPF 写真展
竜墨書道会展 絵画・写真・テキスタイ 写真展
書約 60 点
＜竜墨書道会＞

ル等
＜「、
（てん）
」展＞

第 13 回 ニ コ 春陽会瀬戸内
ニコ支部写真展 版画部展

第5回
墨騰会書展

9/24（火）
～

9/29（日）

約 36 点＜全日本写真連
盟岡山県写真本部ニコ
ニコ支部＞

書約 50 点＜墨騰会＞

第 9 回 岡山 パレット展
県刻字協会展 洋画約 30 点

岡山芸術交流 2019

10/ 1（火）
～

【会期 9/27（金）～ 11/24（日）
】
前売：1,000 円 当日：一般 1,800 円（県民は 1,500 円）

10/ 6（日）

書約 100 点
＜岡山県刻字協会＞

専門学生・大学生 1,000 円、65 歳以上の方は 1,300 円
※単館は 500 円
高校生以下、障がい者手帳・療育手帳をお持ちの方とその付き添いの方は無料
〈岡山芸術交流実行委員会〉

10/ 8（火）

写真 40 点
＜全日本写真連盟岡
山県本部ＯＰＦ支部＞

写真約 60 点
＜写団「People」＞

＜パレット会＞

版画＜春陽会瀬戸内
研究会＞

第 42 回
瀬戸内版画展
版画 40 点
＜瀬戸内版画会＞

～

岡山操山高等学校創立 120 周年記念
ミリー美術展

操山ファ

絵画・立体（彫刻・工芸）各 50 点、書 30 点、写真 20 点等
＜岡山操山高等学校創立 120 周年記念事業実行委員会（含 梅操会）＞

10/15（火）

第 61 回

～

10/13（日）

●ホール

HALL SCHEDULE

開催日

8/21（水）

8/25（日）

8/31（土）

養和書道院展・第 59 回

西日展

書（養和展 150 点、西日展 100 点）＜（公社）養和書道院＞

10/20（日）

催し物名
＜天プラ・ホールセレクション＞
トム・プロジェクト プロデュース公演

『A 列車に乗っていこう』
第 3 回岡山県民謡全国大会
岡山大学軽音フォーク OB ライブ

～ THE OLD WAVE 2019 ～
ピアノ発表会

★は天神山文化プラザ 2 階
開演・開催時間

19：00 開演
（開場は開演 30 分前）

文化情報センターにてチケット取扱中です。

料金

前売：3,500 円
当日：4,000 円

主催者等

★
岡山県天神山文化プラザ

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）

無料

13：30 開演
（開場は開演 30 分前）

無料

9/ 8（日）

『ムジフェス 2019』

12：30 開演
（開場は開演 30 分前）

無料

9/15（土）

天プラ文化祭 2019

10：00 ～16：35
（開場は開演 20 分前）

無料

21（土）13：30、18：30 開演
22（日）13：30 開演
（開場は開演 30 分前）

前売：一般 1,500 円
学生 1,200 円
中高生 500 円
当日：一般 1,800 円
学生 1,500 円
中高生 800 円

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
TEL

岡大軽音楽部 OB
080-3777-2423（三井）

TEL

musica fantastica
090-7123-2512（中山）

岡山県天神山文化プラザ
★

9/21（土） 演劇公舎「ゆめ」公演
22（日） 『ハーフムーン』

TEL

演劇公舎「ゆめ」
090-3631-7794（木村）

小学生以下・65 歳以上・身体に
障害のある方は無料

★

10/12（土） 岡山手話劇団「夢二」第 26 回自主公演
   13（日） 手話劇『曾根崎心中、破』

12（土）14：00、19：00 開演
13（日）13：00 開演
（開場は開演 30 分前）

前売：一般 1,000 円
高校生以下 500 円
当日：一般 1,500 円
高校生以下 1,000 円
同伴の小学生以下は無料
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岡山手話劇団「夢二」
https://yumeji1986.wixsite.com/home
メール yumeji1986@gmail.com

岡山県天神山文化プラザ

催し物案内

2019年8月20日－10月20日・お知らせ

●その他の施設
開催日

10/ 5（土）

催し物名
第 64 回「クラシックへのお誘い」

SP レコードコンサート

開演・開催時間

料金

主催者等

14：00～16：00
3階 第1会議室

無料

岡山県天神山文化プラザ

お 知 ら せ
■ホール・練習室・会議室の抽選会について
下記のとおり抽選会を行いますので、施設利用を希望される団体の代表者はご出
席ください。
【練習室・会議室】
抽選年月日

抽

2019 年 9 月 1 日（日）

選

対

象

期

間

2020 年 1 月 5 日（日）～ 3 月 31 日（火）

【ホール】
抽選年月日

抽

2019 年 10 月 1 日（火）

選

対

象

期

間

ホール

2020 年 4 月 1 日（水）～ 9 月 30 日（水）

○抽 選会は10時00分（開場）から、会議室（3階）等で行います。必要事項を使用申
込書にご記入のうえ、10時20分までに提出ください。10時20分を過ぎると抽選
会に参加できない場合がありますのでご注意ください。
○休館日のほか、主催事業等のため、抽選対象としない期日があります。
○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」及び「催物名」の変更及び、使用のキャンセルは原則

第４練習室

として認めません。
○練 習室を定期的に長期にわたって使用する場合は週2回までとします。またホール
については、抽選に参加できるのは対象期間中1回までとします。
（“1回”は仕込み
を含めて3日まで)

■2020年度

天神山文化プラザ土曜劇場

参加団体募集！

天神山文化プラザは、2020年度の「土曜劇場」の参加団体を募集します。
「土曜劇場」とは、実験的で新しい表現に挑戦する県内の団体等に対し、ホール使
用料（3日間）等を全額免除し、劇団の創作活動を支援するものです。
演劇のほか、舞踊や音楽等の公演のご応募も広く受け付けおります。皆さまのご応
募をお待ちしております。
【応募資格】・上記の土曜劇場の趣旨・目的に賛同する、岡山県内で活動中の団体。
・原 則として「土曜劇場」以外でも公演を行っていること。またはその予
定があること。
・商業主義的ではないこと。
【募集期間】2019年9月20日（金）～11月20日（水）必着 消印有効
【応募方法】規 定の応募用紙（天神山文化プラザのホームページからダウンロード
可）に記載事項を記し、公演実績のチラシなどがあれば参考資料を添
付し、天神山文化プラザに持参、または郵送してください。
※応募のために添付された資料は返却しません。
【応募・問い合わせ先】
天神山文化プラザ（担当：中川）
〒700-0814

岡山市北区天神町8-54

TEL 086-226-5005

FAX 086-226-5008

メール tenplaza@o-bunren.jp
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利用者の声 81
丸山又史色鉛筆画教室
今回ご紹介するのは、天プラを利用されてまだ1年くらいの
「丸山又史色鉛筆画教室」さんです。教室にお邪魔して、講師
の丸山さんにお話を伺いました。
―まずは教室について教えてください。
元々は朝日カルチャーの岡山教室として15年前にスタート
しました。ところが、10年くらい前に教室が閉鎖され、それ
を機に岡山市民会館に移りました。そしてまた、耐震工事で市
民会館が昨年の春から使えなくなり…今に至ります。

表紙の写真
撮影：白神雄介
去る7月21日、
「劇的集団 転機与砲」の公演終了
後、今年度の土曜劇場アドバイザー、腹筋善之介さん
（左から2番目）を囲んでアフタートークを行いまし
た。腹筋さんには公演3週間前の公開リハーサルをご
覧いただき、さまざまな助言をいただきました。
開口一番、
「短期間でここまで仕上げたのはすばら
しい」と腹筋さん。劇団の代表、有賀とういちろうさん
（右から2番目）によると、台本を練り上げて削る作
業を本番直前まで繰り返したそうです。熱 量の高い
芝居に定評のある劇団ですが、リハと本番の両方を
観た方からは「ストーリーが分かりやすくなった」と
いう声が多く聞かれました。

―天プラの練習室はどうやって知ったのですか？

編集後記

生徒さんが調べてくれました。公共の交通機関で来られるア
クセスのよさと、手ごろな料金が決め手でした。もっとも私
は、「武蔵野美術大学校友会岡山支部展」などで展示室を使わ
せていただいていたので、練習室があることは知っていまし
た。

あっという間に8月！ この「だより」が出る頃は、
石田ひかりさん、松風理咲さん出演による『A列車に
乗っていこう』の本番です（ドキドキ）。芸術の秋もす
ぐそこ、ホールの催しものは盛り沢山です。皆さまど
うぞお楽しみに！（中川）

―いろいろと変遷があったのですね…。ところで、丸山さんか
ら見た色鉛筆の魅力は何ですか？
最大の魅力は、“気軽さ”です。画用紙と色鉛筆があれば、
どこでもすぐに描けます。色数を揃えれば、絵の具のように色
を作る必要もないですし。色を重ねて自分なりの色を作ること
もできます。あちらに水性の色鉛筆を使っている生徒さんもい
らっしゃいますが、塗ったあとに筆で水をのせれば、水彩画の
ような表現も可能です。
―いろんな技があるんですね。指導の上で、心掛けていること
などはありますか？
とにかく絵を好きになってもらいたいので、生徒さんには思
いのままに描いてもらっています。下書きから色塗りまで、ま
ずはご自身で描いていただき、困ったことや疑問点があればア
ドバイスするようにしています。
―こちらの生徒さんが、背景がうまく塗れないとおっしゃって
ますが…。
白い画用紙を塗りつぶすのは結構大変なんですよ。というの
も、紙の表面には細かい凸凹があって、凹の部分には色が入り
づらいんです。そんなときは、芯をとがらせて、鉛筆を立てる
ようにして塗ると上手くいきます。
すべてを緻密に塗る必要はないのですが、ひとつの作品を仕
上げるのに３～４か月はかかりますね。できあがった作品は、
毎年ルネスの公文庫カフェで展示させていただいています。
―最後にPRをお願いします。
白い紙に色がついてい
く楽しさを、多くの方に
体験していただればと思
っています。教室は月２
回、金曜日の午前中にや
っています。ご興味のあ
る方はご一報の上、ぜひ
体験してみてください。
（TEL 090-52680174）
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好きな写真を見ながら、思い思いに描く生徒さん
たち。皆さん“質感”を出すのが難しいとおっしゃっ
ていました。

モダニズム建 築が注目を集めて久しいですが、前
川國男が設計した天プラには、県外からも建物の見
学に来られています。いつだったか、日本を旅 行 中
のフランス人女性から「ここはどういう施設なの？」
と、英語で聞かれたことも…。天プラは、展示作品だ
けでなく、
“人”からも新しい風をもらえる楽しい交流
の場です。
（藤原）
長い梅雨が明け、夏本番。天神山文化プラザ内も
若者たちの姿を見かける機会が多くなりました。先
日も中学生のホールのご利用があり、若さとパワー
を沢山いただきました。皆さまのお力で、なんとか暑
い夏を乗り切って行こうと思っています。
（友田）
平年よりずっと遅かった今 年の梅雨明け。明ける
と同時にうだるような猛暑が続いています。気象庁の
「もはや猛暑は災害の一つだ」との警鐘はまさにそ
のとおり。皆さん、熱中症にはくれぐれもご注意を！
暑さをものともせず、今日も天神山は、蝉の大合唱で
す。
（花田）

—編集・発行—
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http://www.tenplaza.info/
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