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リレーエッセイ

ホールがあるから

第69回

「演劇人の話って、おもしろ

を語られる中で、次のようなことをおっしゃってい

い！ 素晴らしい！」〝魅力に

ました。「『劇団民芸』は良くも悪くも真面目で、

迫る会〟が終わって、トイレ

無駄に一生懸命やっている劇団。しかし、全力投球

で年配の男性から声を掛けら

していると無駄にならない」と。

れました。
現 在 、私 と 天 神 山 文 化 プ
ラザ（以下、天プラ）との接

演劇を愛し、一生懸命取り組んでいる人たちの話
だからこそ、重みがあり、示唆に富みます。生き方
や仕事の上でも刺激になります。

点は、圧倒的に〝魅力に迫る

「岡山市民劇場」は、1955年の創立。創立時の

会〟です。この会は、「岡山

思いや苦労も聞いてきましたが、継続していくこ

市民劇場」が観劇会（通称：

とはそれ以上に大変だったようです。今があるの

例会）の前に、演劇人を招いて話を聴き、作品の魅

は諸先輩方のおかげと感謝でいっぱいです。現在

力に迫ろうというものです。10年前までは市民会

4,426人の会で、もうすぐ過去最多会員数を超え

館の会議室などで30～40人で開いていましたが、

ます。発展の基は、継続を前提にした「しっかりし

もっとたくさんの人で聴きたいと、大きな会場で

た会員制」と、原則として、すべてのサークルが主

開くことを決めました。以来、天プラのホールを主

催者として年１回、例会の運営に関わる「運営担当

会場に、昼夜2回、300～400人が集まっていま

サークル制」です。より多くの会員が、〝魅力に迫

す。やむなく他のホールで開くこともありますが、

る会〟などで期待感を高め合い、劇団を迎える活動

隔月の開催ですでに40回くらい、この会のために

を通して、楽しさも大変さも体験するクリエイティ

天プラに通っています。

ブな活動です。未熟な点はまだ多々ありますが、お

石橋

いしばし

一典
かずのり

招いた演劇人は、俳優では、角野卓造さん、栗
原小巻さん、加藤健一さん。作家では、吉永仁郎

手伝いではない、我がこととする自発的な活動を目
指しています。

さん、マキノノゾミさん。演出家では、西川信廣さ

年６回の例会は、市民文化ホール（６日間６ス

ん、鵜山仁さん、丹野郁弓さん…。そうそうたるメ

テージ）を主会場に、年に1～２回、市民会館を

ンバーが来られています。作品の魅力を中心に、劇

使っています。今、まさに建て替えられようとして

団のこと、演劇界のこと、演劇にかける人生のこと

いますが、この２つのホールがあったから、私たち

など、さまざまなことを語ってくれます。発見する

は例会を開くことができ、発展して来られました。

ことがいっぱいです。

新しいホールは、「創りやすく」「見やすく」「使

心に残るお話をいくつかご紹介します。「こまつ

いやすい」劇場になり「人が集う」場所になるで

座」代表の井上麻矢さん（井上ひさし氏の三女）

しょうか。今年度は、管理運営面の検討がされてい

に、お父さんが亡くなる前に言われたことで「一

ます。建て替えですから、まず今まで岡山の舞台芸

番心に残っていることは？」と質問した時のことで

術を育み支えてきた市民団体にとって、利用料金を

す。麻矢さんは、「問題を悩みにすり替えないで、

はじめ、いかに「使いやすい」劇場になるかが重要

問題は問題として解決しなさい」「問題が起こった

です。岡山市民の文化活動の発展に寄与し、皆に愛

とき、つい自分は出来が悪い、周りからどう思われ

される劇場になってほしいと願っています。

るだろうかと悩みにしてしまうことがあるが、そう

岡山市には大小さまざまなホールがあります。効

なったら問題ではなくなる。なぜできないか、でき

率的に活用され、岡山市民全体の夢や希望が育まれ

ない理由を見つめ、改善すればよいだけだ」と言わ

るネットワーク作りも必要だと思っています。

れたことをあげられました。
また、「劇団民藝」の中堅男優、みやざこ夏穂
（なつほ）さんの言葉も印象に残っています。来年
１月の例会『集金旅行』（原作＝井伏鱒二）の魅力
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Proﬁle
「 岡山市民 劇場」委員 長。「 岡山市に演 劇専門 劇場をつくる
会」会長。元 岡山市「新しい文化芸術施設の整備に関する基本
計画検討懇談会」委員。

こ れ か ら の 催 し 物 ― 展 示 室 ―
■天神山迷図 パフォーミングアーツ2020・プレ第2弾 ダンス編
「黒田育世のソロレパートリーを踊る1週間」参加者募集！
国内外で高い評価を受けるダンスカンパニー「BATIK」の主宰、黒田育世さんの
ワークショップを岡山で初開催！ 『モニカモニカ』を含むソロレパートリーなどの中
から、参加者の個性にあった作品を選び、ギターの生演奏で踊り込みます。最終日に
は、第2展示室でショーイングも行います（16：30～ 観覧無料）。
ダンス経験は不問です。踊りたい方、身体表現に興味がある方ならどなたでもご参
加いただけます。なお、このWS参加者は、2020年開催の「天神山迷図」に優先的に
参加できます。2月20日（木）に、
「天神山迷図」の総合演出、多田淳之介氏を囲んで
キックオフミーティングを開催します。詳しくはHP等でお知らせします。
●会

期●2020年1月27日（月）～31日（金） 18：00～21：30
2月1日（土）
10：00～21：00
2月2日（日）
10：00～18：00
●場
所●天神山文化プラザ 第2展示室（地階）
●講
師●黒田育世
●ギター演奏●松本じろ
●定
員●20名（先着順）
●対
象●中学生以上 2020年の「天神山迷図」参加に興味がある方
原則として通し参加できる方（応相談）
●締
切●2020年1月21日（火）※ただし、定員に達し次第締切
●料
金●大人20,000円 学生8,000円
●申 込 先●次の項目をご記入のうえ、メール、電話、FAX、郵送いただくか、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②ふりがな③年
齢④性別⑤住所⑥電話番号⑦ダンス経験の有無⑧メールアドレス（PC）
（担当：中川
メール：tenplaza@o-bunren.jp（件名に「黒田育世WS申込」としてください）

黒田育世（くろだ

いくよ）

B A T I K 主 宰 振 付 家・ダ ン
サー。6歳よりクラシックバレエ
を始め、97年渡 英、コンテンポ
ラリーダンスを学ぶ。バレエテク
ニックを基 礎に、身 体を極 限ま
で追いつめる過 激でダイナミッ
クな振 付は、踊りが 持つ本来的
な 衝 動と 結 びつ き、ジャンルを
超 えて支 持されている。金森穣
率いるNoism05、飴屋法水、古
川日出男、笠井叡、野田秀樹、串
田 和美など様 々なアーティスト
とのクリエーションも多い。

■2019年度の天プラ・セレクション
天プラ・セレクションは、岡山県ゆかりの美術作家を個展形式で紹介する、天神山
文化プラザの企画展シリーズです。今年度は、5月に開催した「二乃本曙暢展」のほか、
下記のとおり2名の作家の個展を開催します。詳細については、次号の天神山だより、
HP、Facebook等でお知らせします。

岡本 汐加展『−Process: play with the site−』

当館の建築空間をテーマとしたテキスタイルデザインの作品展。岡本は1989年大
阪府生まれ。現在、岡山県立大学 デザイン学部 造形デザイン学科 助教。
●会
期●2020年3月17日（火）～22日（日）
●会
場●天神山文化プラザ 第3展示室（2階）
●入 場 料●無料

岡本汐加「Nordic Light」

原田よもぎ展『青い国の話』

「文字のない物語」をテーマとした作品展。原田は1995年大阪府生まれ、岡山在
住。現在、倉敷芸術科学大学大学院 芸術研究科美術専攻 日本画研究室に在籍。
●会
期●2020年3月24日（火）～29日（日）
●会
場●天神山文化プラザ 第4展示室（2階）
●入 場 料●無料

原田よもぎ「frozen」

■2020年度の天プラ・セレクション
2020年度の天プラ・セレクションは、推薦部門から2名、公募部門から1名（大橋
裕子さん）の作家が選ばれ、天神山文化プラザの展示室でそれぞれ1週間の個展を行
います。
2020年8月
諸川もろみ展（現代美術）
第3・4展示室
2020年9月
大橋裕子展（絵画・インスタレーション）第3展示室
2021年2月
山口深里展（テキスタイルデザイン）
第4展示室

諸川もろみ「生活は／My living is …」
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こ れ か ら の 催 し 物 ― ホ ー ル ほ か ―
■第66回「クラシックへのお誘い」LPレコードコンサート
ベートーヴェンの生誕250年を記念して、ベートーヴェン作曲、ヨーゼフ・シゲティ
演奏による『バイオリン協奏曲ニ長調』を中心にお届けします。
●日
時●2020年2月1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

■天神山迷図 パフォーミングアーツ2020・プレ第3弾 音楽編
「岩本象一の建物楽譜ワークショップ」参加者を募集中！
自由な図形を楽譜に見立てる‘図形楽譜’ならぬ、天神山文化プラザの建物を楽譜
に見立て、演奏する「建物楽譜ワークショップ」を開催します。ロビーや階段など、館
内各所でどんな風に楽器の音が響き、伝達するかを発見し、みんなでオリジナル曲を
つくって合奏します。天プラの建物が奏でるメロディとは、一体どんなものでしょう？
楽譜が読めなくても、楽器の演奏が苦手な方でも、どなたでも参加いただけます。
なお、このWS参加者は、2020年開催の「天神山迷図」に優先的に参加できます。
2月20日（木）に、
「天神山迷図」の総合演出、多田淳之介氏を囲んでキックオフミー
ティングを開催します。詳しくはHP等でお知らせします。
●日
時●2020年2月18日（火）・19日（水） 18：30～21：30
●場
所●天神山文化プラザ ホール（1階）
●講
師●岩本象一
●料
金●大人3,000円 学生2,000円
●対
象●中学生以上。2020年の「天神山迷図」参加に興味のある方
●定
員●30名
●締
切●2020年2月13日（木） ※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②ふりがな③年齢④性別⑤住所⑥電話番号⑦音楽経験の有無⑧メールアドレ
ス（PC）
（担当：中川 メール tenplaza@o-bunren.jp 件名を「音楽WS 申込」と
してください)

■天プラ・ホールセレクション

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。

日本名作映画鑑賞会

今 年は「時代を彩るアイドルたち」と題し、山口百恵、松田聖子らのスクリーンデ
ビュー 作を希少な35mmフィルムでご鑑 賞いただきます。上映の合間（16：10～
16:40）には江見肇氏と吉富真一氏によるミニトークを行うほか、ホール前では軽食
も提供します。会場内は足元が冷えますので、膝掛け等の防寒対策をお願いします。
●日
時●2020年2月22日（土） 10：00～18：20
●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）
シネマ・コレクターズ・ショップ映画の冒険 TEL 086-252-7606
●作品＆上映時間●
『時をかける少女』10：00～11：45（’83年 監督：大林宣彦 出演：原田知世 ほか）
原作は筒井康隆の少年少女向けSF小説。8mm映画出身の大林監督ならでの幻想
的な作品世界と、ロケ地である広島県尾道市や竹原市の古い町並みが味わい深い。
『ぼくらの七日間戦争』
12：45～14：20（‘88年 監督：菅原比呂志 出演：宮沢りえ ほか）
宮沢りえの女優デビュー作にして初主演作。戦車が走る大騒動など大胆な演出が反
響を呼んだ。2019年12月、アニメ映画『ぼくらの七日間戦争』が全国ロードショー。

『ぼくらの七日間戦争』

『伊豆の踊子』

『伊豆の踊子』
14：35～16：00（’74年 監督：西河克己 出演：山口百恵 三浦友和 ほか）
川端康成の同名小説の映画化。アイドル歌手・山口百恵の相手役に無名の三浦友和
が抜擢され、2人は「百恵＝友和」のゴールデンコンビとして数々のヒット作を放つ。
『野菊の墓』16：45～18：20（’81年 監督：澤井信一郎 出演：松田聖子 桑原正 ほか）
原作は伊藤左千夫の同名小説。人気絶頂の松田聖子からアイドル歌手の雰囲気を
拭い去り、彼女の素顔の魅力を導き出した。純愛の極みと謳われる哀切な物語。
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『野菊の墓』

こ れ か ら の 催 し 物 − ホ ー ル − ／ ピ ッ ク ア ッ プ ・ レ ビ ュ ー
■土曜劇場 岡山学芸館高等学校ダンス部公演『GROW WINGS』
今年度最後の土曜劇場に、岡山学芸館高等学校のダンス部が登場します。
第1部のタイトルは『縁』。人との出会いや関わりをテーマに、高校生自らが創作し
た作品を披露します。第２部は『Go Beyond』と題し、ジャズ、ヒップホップ、ブレイク
ダンスなど、多彩なジャンルのダンスをお届けします。
●日
時●2020年3月21日（土） 17：30開演
22日（日）
●場

所●天神山文化プラザ

●料

金●前売：高校生以上1,200円

13：30開演

※開場は開演30分前

ホール（1階）

岡山学芸館高等学校ダンス部

当日：1,500円

中学生以下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）

ピックアップ・レビュー

Pick up

REVIEW

■土曜劇場 crossover space公演『ラブリーデイズ』 会期：2019年10月26日～27日
公演について触れる前に、まずは「土曜劇場」としての私たちの取り組みについて振り返りたい。
私たちは、この土曜劇場をきっかけとして「crossover space」という団体を立ち上げた。岡山でダ
ンス、演劇、音楽といった様々なジャンルが「交差する場」を作り、岡山の舞台活動の振興に寄与した
いと考えたからだ。 現在、舞台活動において課題と感じているのは、客層の固定化である。たとえば
ダンス公演を行う際、観に来てくださるお客さんは、出演者の知人か、ダンスに取り組む者が大半とな
るため、舞台に立つ顔ぶれがおおよそ同じとなれば、お客さんも固定化してしまう。そこで今回、私た
ちはジャンルの垣根を越えた新しい表現にチャレンジし、多くの人に舞台表現の自由さ面白さを感じ
てもらうことを期待した。
作品の制作にあたっては、団体育成を目的としたゲストアドバイザー、水野立子氏によるサポートを
いただいた。本番の1ヶ月半前と1週間前に作品を観ていただき、シーンごとに何を表現したいのか、ど
う見えるのか、どう改善できるかなどを討論した。こういった取り組みは初めてで、自分たちのやろう
としていることは何なのかを改めて見つめ直した。
「やりたいことをやる」ではダメなのだ。
「やりたい
ことを伝える、伝わらなくても面白いと思わせる」でなければ意味がないのだと痛感した。お陰もあっ
て公演はなんとか作品として形になり、当初の目的は最低限クリアできたのではなかろうか。
しかし、これで終わりではない。本企画を通して、新たな出会い、ものの見方、考え方など、多くのこ
とを学び得た。自身の未熟さや、力及ばぬ悔しさも感じた。それと同時に、天神山文化プラザの協力を
得てすらも集客は乏しく、潜在的な客層の薄さ、岡山で舞台活動を行っていくことの難しさを目の当た
りにした。このような機会を与えてくださった関係者の皆様には深く御礼申し上げたい。誰がために、
何のために表現を行うのか深く考え、私たちの今後の活動に繋げていけるか。そこにこそ、
「土曜劇
場」の意義があるように思う。
（crossover space代表 土屋 望）

■天神山迷図パフォーミングアーツ編2020・プレ 第一弾「谷賢一による演劇合宿」 会期：2019年11月21日～24日
「夜中に、鬼みたいな谷さんが、俺たちを待っていた」参加者の一人が、前夜の宿舎について語る。合
宿開始から20時間が経過、いよいよセリフを書き始め、チェックを受ける段階。「みんなで劇作家の
道筋をたどっている。このしんどい作業を、谷さんは常にひとりでやっていると思うと、ゾッとする。」
役者が台本を作る4日間。劇作家、谷賢一の言葉は、はっきりしている。
『明確に、正確に、的確に、
緻密に、細かく』。セリフを書き始める前に共有する情報は、曖昧であってはならない。
「何年勤めてる
の？」
「10年以上ですかね」
「雑。はっきり決めよう」セリフを書く前に、膨大な量の情報を決めていく。
殺人事件を選んだチームへの助言。…凶悪な事件を耳にすると、犯人の動機を理解できないかもし
れない、と思う。複雑で特殊なものと思いたい。よっぽどの事情があってのことだと思いたい。しかし、
考えて想像して調べて人間を丁寧に描くことは「自分にも起きたことかもしれない」という共感的理解
を触発しうる。
谷氏の作品『福島三部作』を観て、堰を切ったように涙が流れたことを思いだす。これは他人事では
ない、と思った途端に声が出るほど涙が流れた。観客に刺さるリアリティの秘密の一端を、今回の合宿
で垣間見ることになった。
初日は身体や言葉を使って、演劇を成立させるリアリティや構造を学ぶ。2日目に、人物、場所、問
題、対立などの正確な情報を細かく丁寧に書いて、全体の構成を組み立てる。そうしてやっと、セリフ
を書き始める。一見理不尽な、役者による台本作成。ところが最終日の試演時に驚かされる。直前の谷
氏のアドバイスを得て、一気に作品のリアリティが増したのだ。修正に使った時間は30分に満たない。
30時間、一つ一つのシーンの意図や目的・理由を細部まで共有した役者達は、必然性のあるセリフと
演技を選ぶチューニングの力を得ていた。
「具体的に説明できないが、役者としての自分が格段に変わる確信がある」と参加者の一人。全員が寝る間も惜しんでとことんやっ
た。初日を終えた時点で、天プラＷＳらしい和やかな空気が、今回は既になかった。谷氏は初日の挨拶で「この企画は、ちょっとどうか
している」「やるなら大変なことをやろう」と宣言。12名の出会いは必然であったとしか思えず、この合宿は実質的な「天神山迷図の
キックオフ」となった。
（「天神山迷図実行委員会」委員 スミ カオリ）
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岡山県天神山文化プラザ

催し物案内

2019年12月17日－2020年2月23日

※掲載内容は12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

～

12/22（日） 写真 100 点

＜（一社）二科会写真
部岡山支部＞

12/23（月）

第2展示室
小

第7回
二科会写真部
岡山支部展

12/17（火）

は天神山文化プラザの主催事業です。

室

大

室

小

第3展示室

室

第 16 回
岡山写真研究
会岡山展

第 42 回岡山県高等学校文化連 第 40 回
盟写真部会・第 35 回岡山県高 岡山県陶芸同
等学校写真協議会写真展
好会展

写真約 150 点
＜岡山写真研究会＞

写真約 300 点
＜岡山県高等学校写真協議会＞

工芸（陶芸）150 点
＜岡山県陶芸同好会＞

第4展示室

第5展示室

第4回
光と風の詩
第 10 回写真展 彩友会・
水彩画展
写真約 60 点

水彩風景画約 50 点
＜彩友会＞

＜光と風の会＞

～

展示室休館

1/ 6（月）

第 22 回

1/ 7（火）
～

国画会岡山作家展

1/14（火）

日洋会岡山県
支部展

～

1/12（日）

洋画 20 点、写真 8 点、彫刻 1 点
＜国画会岡山グループ＞

第 75 回
第 17 回
第 49 回 ギャルド・ファイブ展 竺操書道会展
【開会は 1/10（金）
～】 朝日写真展
油彩約 50 点
＜ギャルド・ファイブ＞

第 19 回 洋洋 第 52 回
展・水洋会共催 春秋会展

1/21（火）

第 35 回 岡山県高校デザイン展 第 28 回

～

1/19（日）

油絵約 25 点
＜（一社）日洋会岡山
県支部＞

油絵・水彩等約 52 点
＜洋洋会＞

デザイン作品約 400 点
＜岡山県高等学校工業教育協会デザイン系部会＞

1/26（日）

～

絵画 50 点
＜岡山梨花会＞

2/ 2（日）

パステル画・水彩等約
60 点
＜北方絵画教室＞

書約 40 点
＜春秋会＞

写真 63 点
＜全日本 写 真 連 盟 岡
山県本部＞

岡山工業高校デザイン科卒業制
作展

第 32 回
遊々展

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＞

油彩・水彩各 25 点
＜遊々会＞

第5回
翠光会書道展

嘉墨会展

水墨画 150 点、日本画 15 点＜嘉墨会＞

【開会は 1/24（金）
】
書約 60 点＜翠光会＞

岡山県年金協
天神山迷図
会 岡山東・ パフォーミングアーツ
第 33 回
2020・プレ第 2 弾 ダンス編
西支部生きが
岡山二紀展
「黒田育世のソロレパートリーを 絵画 25 点
い美術展
踊る
1
週間」
＜岡山二紀会＞
書・画・写真・工芸等

岡山梨花会展

1/28（火）

白秋桜の会

書約 50 点
＜竺操書道会＞

第7回
岡山美術研究会 岡山風景写真
第 100 回記念展 同好会写真展
「四季の彩り」
油彩・水彩約 30 点
＜岡山美術研究会＞

写真 40 点
＜岡山風景写真同好会＞

パソコン水彩画 第 44 回
（第 12 回）
七彩会
パソコン水彩画 70 点
＜電彩アート山陽支部＞

洋画 30 点
＜七彩会＞

岡山独立美術
クラブ展

行動美術と
その仲間展

第 24 回 フロ
ムテン写真展

絵画 18 点
＜岡山独立美術クラブ＞

洋画 40 点
＜行動美術協会＞

写真 38 点
＜フロムテン＞

明誠学院高等
学校 特別芸
術コース
第 17 回
卒業制作展

日本画晨梢会展

＜岡山県年金協会＞

第 52 回

2/ 4（火）
～

岡山県高等学校美術展

2/11（火）

ノートルダム清心女子大学
児童学科 卒業制作展

～

2/ 9（日）

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＞

2/16（日）

油彩 54 点
＜ノートルダム清心女子大学児童学科＞

平成 31 年度

2/18（火）
～

●ホール

中国デザイン専門学校

催し物名

大人も子どもも楽しもう！

沢 知恵クリスマス・コンサート2019
講演会

講師浅田政志氏による

「写真部から写真家になるまで」

絵画・工芸等 70 点
＜岡山大学大学院教育学
研究科美術教育講座＞

進級・卒業制作展

HALL SCHEDULE

開催日

12/22（日）

絵画約 120 点、書約 170 点
＜明誠学院高等学校＞

グラフィック・イラスト・アニメ・マンガ・インテリアプロダクト約 90 点
＜学校法人第一平田学園 中国デザイン専門学校＞

2/23（日）

12/20（金）

平成 31 年度
明誠学院高等学校 特別芸術 卒業制作展＋
コース 第 17 回 卒業制作展 学生展

第3回
キャンバス展
油彩・水彩・アクリル
等約 90 点
＜キャンバスの会＞

★は天神山文化プラザ 2 階
開演・開催時間

日本画 20 点
＜晨梢会＞

※第 2 展示室同様

彩悠展
油絵・水彩約 50 点
＜彩悠会＞

写友
OKAYAMA
写真展
写真 40 点
＜写友 OKAYAMA ＞

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

19:00 開演
（開場は開演 30 分前）

★
前売：一般 3,500 円 学生 2,000 円
当日：一般 4,000 円 学生 2,500 円
※未就学児は入場不可

（有）コモエスタ
メール info@comoesta.co.jp

10:00 開演
（開場は開演 30 分前）

無料
※関係者のみ

岡山県高等学校写真協議会
086-272-1237
（岡山県立岡山東商業高等学校 山根）
LEAD.+entertainment
TEL 090-8995-6587（西村）

1/11（土）

LEAD entertainment Presents
DANCE CONNECTION Ⅱ

17:00 開演
（開場は開演 30 分前）

前売：2,000 円
当日：2,500 円

1/12（日）

第 24 回岡山公演
備中神楽鑑賞会

12:00 開演
（開場は開演 30 分前）

前売：一般 1,500 円
当日：一般 1,800 円
※身体障がい者（介護人１人）
中学生以下は無料

岡山地区 備中神楽保存振興会
TEL 086-250-7005（藤井）
倉敷地区内備中神楽保存振興会
TEL 086-428-2008（藤原）

劇団こすもす第 19 回公演
『フォーカード』

18 日 18:30 開演
19 日 14:00 開演
（開場は開演 30 分前）

★
前売：一般 2,000 円 高校生以下 1,000 円
当日：一般 2,500 円 高校生以下 1,500 円
※障 がい者手帳をお持ちの方は前売・
当日とも 500 円割引

劇団こすもす
TEL 0865-42-2633（山田）

ARAISM
『カレッジ・オブ・ザ・ウィンド』

25 日 19:00 開演
26 日 11:00/15:00 開演
（開場は開演 30 分前）

★
前売：一般 2,000 円 高校生以下 1,000 円
当日：一般 2,500 円 高校生以下 1,500 円

ARAISM
TEL 090-7121-0360（荒井）

★

1/18（土）
～

1/19（日）

1/25（土）
～

1/26（日）
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岡山県天神山文化プラザ 催し物案内 2019年12月17日－2020年2月23日／お知らせ
●ホール

HALL SCHEDULE

開催日

★は天神山文化プラザ2階
開演・開催時間

料金

主催者等

biripel Circle Live #6「花束」

15:30 開演
（開場は開演 30 分前）

500 円

岡山大学・ノートルダム清心女子大学
合同アカペラサークル biripel
メール biripel.cl2@gmai.com

2/ 9（日）

OTS シンフォニー 第 25 回コンサート

14:00 開演
（開場は開演 30 分前）

無料

岡山県小学校教育研究会音楽部会
器楽実技研修会 OTS シンフォニー
TEL 086-294-3602
（岡山市立馬屋上小学校内）

2/11（火）

ままかりサクソフォンアンサンブル
結成記念演奏会

14:00 開演
（開場は開演 30 分前）

前売：500 円
当日：1,000 円

ままかりサクソフォンアンサンブル
メール info@akakisax.com

2/ 8（土）

2/22（土）

催し物名

文化情報センターにてチケット取扱中です。

日本名作映画鑑賞会
―時代を彩るアイドルたち―

① 10:00 ～ 11:45
② 12:45 ～ 14:20
③ 14:35 ～ 16:00
④ 16:45 ～ 18:20

①時をかける少女 ②ぼくらの七日間戦争 ③伊豆の踊子
④野菊の墓

★
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

●その他の施設
開催日

12/21（土）

2/ 1（土）

料金

主催者等

第 65 回「クラシックへのお誘い」

催し物名

14：00 ～ 16：00
3 階 第 1 会議室

開演・開催時間

無料

岡山県天神山文化プラザ
TEL 086-226-5005

第 66 回「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

LP レコードコンサート
SP レコードコンサート

お 知 ら せ
■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。
【日

時】2020年3月1日（日）

【会

場】天神山文化プラザ

10：00～

第2会議室（3階）

【抽選対象日】2020年7月1日～9月30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。
・団体名、催物名、使用目的、使用日時が未定あるいは不確定の団体

第４練習室

は抽選に参加できません。
・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。
・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。
・抽選後に空いている日の使用申し込みについては、抽選会の1週間後
より随時受け付けます。

第５練習室

■アンケートにご協力ください。
天神山文化プラザの２階には、文化芸術に関するイベントチラシや図録、雑誌等を自
由に閲覧できる「文化情報センター」があります。ただいま、機能面の充実と、より使い
やすく居心地のよい空間を目指し、センターの改善を検討しています。
つきましては、1階喫茶コーナーなど館内各所で「文化情報センターの利用に関する
アンケート」を行っていますので、ぜひご協力ください。広く皆様のご意見を頂戴し、今
後の運営の参考とさせていただきたいと思います。
なお、アンケートの裏面は「令和元年度

天神山文化プラザ利用者アンケート」に

なっています。こちらもあわせてご記入くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げ

文化情報センター

ます。
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利用者の声 83
獺祭岡山支部
今回ご紹介するのは、「獺祭岡山支部」さんです。句会にお
邪魔して、講師の赤木ふみをさんにお話を伺いました。
―まずは団体について教えてください。
「獺祭」は大正14年に東京で設立された俳句の会で、岡山
支部ができたのは戦後です。3年くらい前から天神山文化プラ
ザを利用させていただいています。
―どのような句会をされていますか？
天神山文化プラザでは、第3土曜日の午後に句会を開いてい
ます。午前中に後楽園で吟行して、そこでめいめいが4句つく
ります。それらを天プラの練習室で短冊に書き記し、シャッフ
ルしてから全句を各自ノートに転記します。その後、よいと思
う句をひとり7句（うち1句は特選句）選び、同時に選んだ理
由も述べていきます。もちろんその際、私が講評したり、句を
添削したりします。
―指導上で心掛けていることはありますか？
作者の“詩心”を大切にすることです。何かを見て聞いて、
心動かされる。その瞬間を切り取るのが俳句です。私の役割
は、作者の表現したいことがより伝わるよう、少し手を加える
ことくらいです。
―どうしたら俳句が上達しますか？
当たり前のことですが、「よく見ること」です。つまり「写
生」ですね。とにかく見ないことには始まりませんから、私た
ちは吟行を重んじています。ものの見方が深くなると、作者の
思いや生き様が自然と句にあらわれるようになります。これが
いわゆる「写意」で、私たちの目指すところでもあります。ま
た、基本を押さえるという意味で、俳句の歴史や俳論なども学
ぶことも大切にしています。
―基本が学べるのは心強いですね。
やはり軸がないと、見当違いなことをしたり、流行に流され
たりする恐れがあるんですね。先人の句を学んで、自分なりの
表現を模索すると、上達が早いような気がします。
―最後にPRをお願いします。
日常生活を送っていると、嫌でも嘘をつくことがあるでしょ
う。句作をすることは、100％正直に自分の心に向き合うこ
と。句作を通して、心をリフレッシュさせませんか？ ご興味の
ある方は、ご連絡の上、気軽に見学にいらしてください。（TEL
086-293-1789）
句作には5、6才児の純
粋な目と、季語などの知
識の両方が必要なのだと
感じた筆者でした。「鋭
敏な目をもてば、自然界
がメッセージを見せてく
れる」と先生はおっしゃ
いますが…。

8 TENJINYAMA NEWS Vol.84

生徒さんは俳句を始めて数年〜20年以上とい
う方まで約10名。「楽しいのは吟行で、難し
いのは選評」とおっしゃる方が多いのが意外
でした。

表紙の写真
撮影：ゆきを
11月21日～24日に2階ロビーで開催した「谷賢一
による演劇合宿」より。参加者は2チームに分かれ、そ
れぞれが1つの芝居をつくりました。写真は、
「その後
の桃太郎」を題材に選んだチーム。皆で人物像などの
設定を検討している最中です（右端は谷賢一さん）。
最終日にはホールに移動し、発表も行いました。

編集後記
あっという間に師走が到来…。
令和２年８月に開催する「天神山迷図」のプレ事業
が始まっています。本誌にもあるとおり、11月の演劇
合宿では、県内外から参加した皆さんと‘ゼロからの
芝 居 作り’をしました。2月は1週間かけてのダンス
ＷＳ、館内随所を楽しむ音楽ＷＳと、催し物が盛り沢
山です。皆さん、一緒に天プラで楽しみましょう！（中
川）
12月23日から全館メンテナンス期間となります。
休館日の月曜日も展示入替え日として稼働している
ため、展示室の休館は実質、年末年始のみ。大掛かり
なメンテナンスもこの時期しかできません。業者さん
による本 格的なメンテナンスはもちろん、天プラス
タッフ達もペンキを手に壁のリタッチをしています。
この壁のペンキ塗り、
「無心になれて楽しい」と意
外にスタッフに人気の年末恒例行事なのです。
（加藤）
本誌７Pでもご案内しているとおり、文化情報セン
ターの利用者アンケートを実 施しています。文化情
報センターには、
「墨」「美術手帖」「アサヒカメラ」
「キネマ旬報」などの新着雑誌＆バックナンバーもそ
ろっており、自由に閲覧いただけます。また、文化芸
術に関する相談も承っています。文化情報センターに
は支払いに来るだけという方、一度ゆっくりしていっ
てください。そしてぜひご意見をお聞かせください！
（藤原）
来年２月の「日本 名作 映画 鑑 賞 会 」では、山口百
恵や松田聖子など時代を彩ったアイドルたちの主演
作を一挙４本上映します。我ら中高年世代の青春時
代と重なって、懐かしさやほろ苦さが沸いてきます。
『時をかける少女』で大ブレイクした原田知世の魅
力はとくに鮮烈でした。
‘アイドル’という言葉が最も
輝きを放った時代の４作品。35㎜フィルムでご堪能
ください。
（花田）
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