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文化センターと天プラと私

第70回

30年ほど前、岡山に転居

して技術を身につけたいと方々を探した結果、「紅

し て き た と き 、今 の 天 神 山

白梅図屏風」で有名な森山知己先生の教室に通うこ

文化プラザ（略して天プラ）

とができた。森山先生には、絹の貼り方から教えて

は、岡山県総合文化センター

いただき、大変お世話になった。その先生が今、天

という名称で、文化センター

プラの企画委員をされているのも不思議な因縁だ。

とか文センという略称だっ

同じ頃、さまざまなご縁から、日本画や水彩画の

た。本格的な美術館も図書館

同好会を結成することになった。それ以来、天プラ

もなかったあの頃。芸術文化

の美術室（第1練習室）を頻繁に使わせていただい

の集積・拡散の場所として、

ている。この部屋は、広く（62㎡）、工作台や流

絵を描く私には、特別な気持

しもあり、使用料も他の同等施設と比較すると、格

ちを抱く場所でもあった。
週末に館内の展覧会場を巡り、天窓から差し込む
明るい光の中で、開架図書の本を見て回る。まさに
至福の時間だった。

段に廉価なのだ。また、合間に天プラ内での展覧会
を見ることもできる。
練習室といえば、趣味として続けてきたフラメン
コの会も、その恩恵に浴している。練習室を使用す

平成元年から８年まで、年に1回、文化センター

るのはもちろん、年に1度の「天プラ文化祭」にも

の主催企画として「アトリエ公開講座」が開かれ

出演させていただいているのだ。素人の私どもに

た。私はこの講座の「人物を描く」というテーマの

とって、スポットライトを浴びながら舞台で踊り、

ときに、日本画を担当することになった。

歌えるのは、日常を離れた貴重な体験だ。ちなみ

洋画、水彩画、日本画の各講座に、およそ20名

に、文化祭のメイン会場であるホールの緞帳は、彫

が集まった。3人の講師が地下のギャラリー（現・

刻家の蛭田二郎先生のデザインで、赤を基調とした

第2展示室）で、モデルを前にいっせいにデッサ

美しい色と形にいつも見惚れてしまう。

ン、タブローを制作する…というもので、講師の作

平成22年、その蛭田先生を中心に「岡山県美術

品も数点ずつ展示された。参加者はもちろん、見学

家協会」が立ち上げられた。私は団体の設立準備

者も出入り自由で、学びたいという熱気とともに、

期間から係わり、現在も運営委員として加わってい

会場は大変な賑わいだった。複数の講座がひとつ

る。そして、天プラの多様な施設で、会合、イベン

の会場で催されるのは珍しかったのだろう。たしか

ト、展覧会等を行ってきた。

NHKも取材に来ていたはずだ。

この「岡山県美術家協会」も、天プラを拠り所と

この講座で日本画を2回担当したが、各担当の先

して活動を続けている。多くの芸術愛好家が集い、

生方に専門分野のお話を伺うのが楽しかった。当

私も多くの知己を得、学ぶことができた。文化セン

時、中学の美術教師だった私は、いつも生徒と職場

ターから天プラへと移り変わる中、計り知れないほ

のことが心にあり、他分野の方々との交流や、純粋

どの恩恵を受けてきた。

に絵の指導だけに没頭できた日々は、そこだけ切り
取ったかのように鮮やかな思い出となっている。

ここまで書いてきて、ふと思う。私ほど天プラを
活用している人間は、他にいないのではないだろう

このほか、「教職員美術展」や「現代作家の眼」

か？ 展示を見たり、同好会や趣味のフラメンコを

などの展覧会、生涯学習の日本画講座といった文化

楽しんだり、これからも毎週のように通うことにな

センターの催しに関わらせていただいたことも思い

るだろう。

出深い。
平成17年に文化センターは改修され、現在の天
神山文化プラザとして生まれ変わった。
その頃、私は、以前から描きたかった仏画を京都
で学び、ようやく仏画らしい線は引けるようになっ
ていた。が、古典技法までは手が届かず、なんとか
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最後に、この施設を管理・運営される方々へ感謝
の気持ちを表しつつ、この文章を終わりたい。
Proﬁle
東京生まれ。岡山県美術家協会運営委員。岡山日展会会員。瀬
戸内市美術協会常任理事。山陽新聞カルチャー教室日本画講
師。寺社への仏画等の奉納多数。

こ れ か ら の 催 し 物 ― 展 示 室 ―
■天プラセレクションvol.90 岡本 汐加展―Process:play with the site―
総社市在住の岡本汐加は多摩美術大学を卒業後、欧州で学び、空間における色彩と
光に着目したテキスタイルデザインを研究しています。
本展に向けて岡本は、天神山文化プラザの建築に注目しました。当館設計者の前川
國男は、モダニズム建築の旗手として戦後の日本建築界をリードした建築家です。岡
本は県内外の代表的な前川建築を訪れ、建築空間から受けたインスピレーションをテ
キスタイルデザインへと展開させました。
会場には、
「前川建築で象徴的なブルーとコンクリート、天神山文化プラザを象徴す
るレリーフ作品にインスピレーションを受け、生と動を表現したパターン」や、総合文化

「 もし 現 在 閲 覧 室 ファ サ ード に
カーテンがあったなら、と想定した
透け感のあるカーテン」2019年

センター時代の図書閲覧室の窓辺を思わせる「もし、かつて閲覧室ファサードにカー
テンがあったなら、と想定したストライプのカーテン」など17点の作品が並びます。ま
た、制作経緯を示すスケッチや参考資料も展示します。
「この場所だからこそ表現できた」という、岡本の新鮮でのびやかな作品を通じて、
人と場所と出来事をつなげ、時代を超えて愛される前川建築の豊かさを感じてくださ
い。
●会

期●2020年3月17日（火）～3月22日（日）
10：30〜18：00（最終日は16：00まで）

●会

場●天神山文化プラザ 第3展示室（2階）

「前川建築で象徴的なブルーとコ
ンクリート、天神山文化プラザを
象徴 するレリーフ作品にインスピ
レーションを受け、生と動を表 現
した パターンデザインのプリント
作品」2019年

●入 場 料●無料

■天プラセレクションvol.91 原田 よもぎ展「青い国の話」
原田よもぎは久米郡美咲町在住の日本画家です。倉敷芸術科学大学大学院に在籍
し、日本画の技法や素材を研究しながら作品を制作しています。
原田が描くのは、架空の世界で繰り広げられるさまざまな「字のない物語」です。青
白い空間に浮かぶ幻想的な生き物たちは、オウム貝や深海魚を思わせる形に、ひしめ
き合う小さな生き物を内包する不思議な姿をしています。彼らが住む「青い国」とは、
流氷下の海中か、凍てつく地の果てか、はたまた未知なる惑星か…。
独特の世界観にリアルな質感を与えているのが、原田が研究する日本画の素材と技

「旅のはじまり」2018〜2019年

法です。貝殻を砕いた自作の絵具や、基底となる絹を塗り残すことで画面に光を取り
込む技法には、作家独自のものが見られます。
会場では、幅約5mの大作「はじまりの木」をはじめ、100枚の小作品からなるイン
スタレーション「Frozen」、屏風作品「星をのせた蛸」等、約20点を展示します。愛ら
しくも幻想的な「青い国」の物語をお楽しみください。
●会

期●2020年3月24日（火）～3月29日（日）
9：00〜17：00（最終日は16：00まで）

●会

場●天神山文化プラザ

「Frozen」2018〜2019年

第4展示室（2階）

●入 場 料●無料

■過去の企画展の図録を蔵出ししています！！
2階文化情報センターに「アーカイブコーナー」を設置しています。
2015年より前の主催展「天プラ・セレクション」
「アートの今・岡山」や、総合文化
センターが設立してまもない時期に開催された「100万人の展覧会」や「郷土作家
展」などの図録もそろっています。
図録はすべて無料で、自由にお持ち帰りいただけます。ぜひ手に取ってご覧くださ
い。
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こ れ か ら の 催 し 物 ― ホ ー ル ほ か ―
■天プラ・ホールセレクション

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）

●場

所●天神山文化プラザ

●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

10：00～18：20

ホール（1階）

『ぼくらの七日間戦争』

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／ぎんざや
●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

『伊豆の踊子』

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。
『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

『野菊の墓』

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。

■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）

13：30開演

●場

所●天神山文化プラザ

●料

金●前売：1,200円

※開場は開演30分前

ホール（1階）
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）

■第67回「クラシックへのお誘い」LPレコードコンサート
今回は「クラシックで楽しむ春の息吹」と題し、ヴィヴァルディ
ベートーベン「田園」ほかをお届けします。
●日

時●2020年3月28日（土） 14：00～16：00

●場

所●天神山文化プラザ

●料

金●無料

●ナビゲーター●行正健志
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第1会議室（3階）

四季より「春」、

岡山学芸館高等学校ダンス部

こ れ か ら の 催 し 物 ― ホ ー ル ほ か ―
■ちびっこ集まれ！！「コンドルズの遊育計画2020 in 天プラ」
頭から転んでしまう、坂道でひっくり返る…。子どもたちの体力低下が叫ばれる中、
子どもも大人も一緒に楽しめる参加型エンタテイメントショーをお届けします。人気ダ
ンスカンパニー「コンドルズ」の“からだ遊びパフォーマンス”を通して、将来必要とな
る基本動作やコミュニケーション能力を育みましょう。開演までの待ち時間には、ホ
ワイエとピロティに段ボールの遊具で遊べるコーナーもご用意しています。
●日
時●2020年4月12日（日） 11：00／15：00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）
●料
金●前売：一般2,500円 中・高生1,500円 小学生以下500円
当日：一般3,000円 中・高生2,000円 小学生以下800円
※全席指定。3歳以下無料（座席が必要な場合は有料）
●企画制作●ＮＨＫエデュケーショナル
●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

＜関連企画>コンドルズのメンバーとからだあそび！ワークショップ
●日
時●2020年4月11日（土）13:30～15:00
●場
所●天神山文化プラザ 第2会議室（3階）
●料
金●大人1,500円 子ども800円 ※兄弟姉妹割引：2人目から1人500円
●対
象●親子15組（30名）
●締
切●2020年4月5日（日） ※ただし、定員に達し次第締切
●問合・申込●天神山文化プラザ 文化情報センター（2階）
申込フォーム https://forms.gle/xy9DWUiBQ6bEVHEw9

■佐々木英代の日本のうた講座

■2020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、2020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●2020年度の土曜劇場6公演（下記参照）のうち、3公演以上を鑑賞し、
鑑賞後にレポートを提出できる方。
●定
員●20名程度
●締
切●2020年3月26日（木）
●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2階文化情報センターで直接お
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）
6/ 6～ 7
   13～14
7/18～19
1/23～24
2/ 6～ 7
3/13～14

生活に必要な基本動作を"からだ
を使った遊び“の中で身につけて
もらい、元気な子ども＝健全な人
間を育てること。自主性の向上な
ど「生きる力」を備える手助けに
もなると考えられている。
あそいくHP https://www.nhked.co.jp/asoiku20200412
「コンドルズ」とは？
男性のみ学ラン姿でダンス、生演
奏、コントなどを展開するダンス
集団。主宰の近藤良平は第67回
芸術選奨文部科学大臣賞等を受
賞。NHK『サラリーマンNEO』など
に振付出演。埼玉県と共に「近藤
良平と障害者によるダンス」ハン
ドルズ公演を上演するなど、社会
貢献にも取り組んでいる。

第29話『三木稔・武満徹』編

天神山文化プラザでは、誰もが知っている日本のうたの、知らない“おはなし”を楽
しむレクチャーコンサートを開催しています。
今回は、オペラ「ワカヒメ」など「日本史オペラ」で知られる現代邦楽の第一人者、
三木稔（みき みのる）と、映画「怪談」をはじめ幅広く活躍した前衛作曲家、武満徹
（たけみつ とおる）をご紹介します。
●日
時●2020年5月17日（日） 13：30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）
●料
金●一般1,000円 学生（中学生以上）500円 小学生以下無料
●出
演●お話し：佐々木英代／うた：出口裕子、畑山香／ピアノ：鴨原公子
●チケット取扱●天神山文化プラザ 文化情報センター（2階）

【2020年度土曜劇場

遊行（あそいく）とは？

佐々木英代
声楽家。岡山県演奏家協会会長。

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。

公演一覧】 ※日程等は変更になる場合があります。

岡山県高等学校演劇協議会東地区（岡山市内高校演劇部の発表会）
〃
岡山県高等学校演劇協議会西地区
岡山劇団SKAT!!『金の歯車（仮）』（脚本・演出 天野嵩晟）
岡山手話劇団「夢二」『三銃士』（脚本・演出：太田泰子）
空間集団 横田千之助作品集より『雨月物語』
『近松歌物語油地獄』ほか
演出：楊慶新）
program B『THE BEE』（作：野田秀樹
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岡山県天神山文化プラザ

催し物案内

2020年2月18日－4月19日

※掲載内容は2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
開催期間

は天神山文化プラザの主催事業です。

ART SCHEDULE
第1展示室
大

室

第2展示室
小

室

大

室

小

第3展示室

室

第3回
キャンバス展

2/18（火） 平成 31 年度 中国デザイン専門学校 進級・卒業制作展
～
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
2/23（日） ＜学校法人第一平田学園 中国デザイン専門学校＞

第 171 回

県

2/25（火） 下小中学校書 岡山 YPC 写真展
き初め展覧会 写真 50 点
～
3/ 1（日） 【会期 2/26(水) ～ 3/1（日）】 ＜岡山読売写真クラブ＞

油彩・水彩・アクリル
等約 90 点
＜キャンバスの会＞

＜水墨画虎杖会＞

＜岡山水彩作家協会＞

＜岡山県書道協会＞

3/ 3（火） 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
～
平面及び立体デザイン約 100 点
3/ 8（日） ＜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＞

写真 40 点
＜写友 OKAYAMA ＞

風景写真約 25 点
＜仲良し会＞

＜天彩学舎＞

卒業・修了制作展 2019

第 63 回 日本伝統工芸中国支 第 3 回
部展の搬入・審査
Photo Club NICE 写真展

陶芸 45 点
＜備前陶心会＞

書約 50 点
＜凌尚会＞

※一般非公開
＜ ( 公社 ) 日本工芸会中国支部＞
＜天プラ・セレクション
vol.90 ＞

岡本汐加展
− Process: play with
the site −

第6回
光陽書道会展

3/24(火） 第 37 回 岡山県児童生徒新春競書大会
～
書約 6,000 点
3/29(日） ＜山陽新聞社事業本部＞

日本画約 60 点
＜青青の会＞

油絵・水彩約 50 点
＜彩悠会＞

第 24 回
凌尚会書道展

＜渓雲書道会＞

第 22 回
青青の会
日本画展

写友 OKAYAMA
写真展

彩悠展

第 51 回
備前陶心会展

3/17（火） 三軌：Next Epoch in OKAYAMA 第 16 回 渓雲書道会展
【会期 3/20（金）～ 3/22（日）】
～
油彩・水彩 80 点、彫刻 6 点、工芸 10 点
書
3/22（日） ＜三軌：Next Epoch（三軌会西日本絵画部）＞

3/31(火）
～
4/ 5(日）

第5展示室

第 25 回
40 回
第 54 回
第3回
水墨画 虎杖会 第
「仲良し会」
岡山水彩作家展
岡山県書道協会展
天彩学舎書道展
水墨画約 80 点
写真展
水彩約 30 点
書約 40 点
書約 30 点

習字作品 12 万点
＜岡山県習字教育研究会＞

3/10（火） 第 34 回 岡山県現代俳句の書展
～
書
3/15（日） ＜岡山県近代詩文書道連盟＞

第4展示室

【会期3/27
（金）
～3/29
（日）】
書約 50 点
＜光陽書道会＞

第 55 回 同好展

白樺会作品展

油彩・水彩各 25 点
＜岡山県勤労者絵画同
好会＞

油絵・水彩画等約 30 点
＜白樺会＞

4/ 7(火） JPA 展 第 30 回 日本写真作家協会会員展・
第 17 回 日本写真作家協会公募展
～
4/12(日） 写真（会員展約 250 点、公募展 250 点）
＜（一社）日本写真作家協会＞

第 10 回
木圭会書展
書約 50 点
＜木圭會＞

写真 40 点
＜Photo Club NICE＞

岡山ふるさと北
ももぞので暮ら 房会 北房文化
す作家たち
協会 共催展
絵画約 70 点
＜（社福）ももぞの学園＞

スケッチグ
ループ「靑空」
作品展

＜天プラ・セレクション
vol.91 ＞

原田よもぎ展

水彩画
＜スケッチグループ「靑空」＞

「青い国の話」

第 10 回
近代日本美術協会 ちぎり絵習作展
ちぎり絵
岡山支部展
＜和紙ちぎり絵
絵画約 40 点
＜近代日本美術協会（岡山支部）＞

備 前 焼 獅 子・ グループ煌
水 彩 画・油 絵 日本画作品展
画三人展
日本画約 40 点
備前焼・水彩画・油絵
＜備前焼・油絵展＞

写真・俳句等 36 点
＜岡山ふるさと北房会＆
北房文化協会＞

＜グループ煌＞

スカーレットセイジ＞

第 37 回 キヤ
ノンフォトクラ
ブ岡山写真展
写真約 60 点
＜キヤノンフォトクラブ岡山＞

4/15(水） 第 55 回 岡山県書道連盟展
～
書 540 点
4/19(日） ＜岡山県書道連盟＞

●ホール

HALL SCHEDULE

開催日

催し物名

2/18(火） 天神山迷図パフォーミングアーツ 2020・
プレ第３弾 音楽編
～
2/19(水） 「岩本象一と奏でる建物楽譜ワークショップ」
2/20(木）
2/22(土）

2/23(日）
2/29(土）

天神山迷図

パフォーミングアーツ 2020

キックオフ・ミーティング
＜天プラ・ホールセレクション＞

日本名作映画鑑賞会

令和元年台風 19 号災害義援

ギターコンサート

岡山」

＜土曜劇場＞

3/21(土）
岡山学芸館高等学校ダンス部公演
～
3/22(日） 『GROW WINGS』

3/29(日）

立川志ら乃一門会 in 岡山

4/ 3(金） 劇団ティエータ旗揚げ公演
～
4/ 4(土） 『アジテート』
＜天プラ・ホールセレクション＞

4/12(日） 「コンドルズの遊育計画 2020in

天プラ」
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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

18：30 ～ 21：30

一般 3,000 円
学生 2,000 円

岡山県天神山文化プラザ
TEL 086-226-5005

18：30 ～ 21：30

無料

岡山県天神山文化プラザ
TEL 086-226-5005

10：00 ～ 18：20

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

ガラショー
前売：一般席 3,500 円 プレミアムシート 4,500 円
当日：一般席 4,000 円 プレミアムシート 5,000 円

Nataliya StudioN
TEL 080-2926-7337

一般 1,000 円

音楽ボランティアグループ ラーレ
TEL 086-222-7323（吉岡）

14 日・15 日とも 10：30 開演
（開場は開演 30 分前）

500 円

リアルボイス実行委員会
TEL 090-1359-2007（増田）

3 月 21 日 17：30 開演
3 月 22 日 13：30 開演
（開場は開演 30 分前）

前売：1,200 円 当日：1,500 円
中学生以下（前売、当日とも）1,000 円
幼児無料

13：30 開演
（開場は開演 30 分前）

前売：3,000 円 当日：3,500 円
※未就学児の入場不可
※全席指定

3 日・4 日とも 14：00 開演
（開場は開演 30 分前）

無料

11：00 ／ 15：00 開演
（開場は開演 30 分前）

前売：一般 2,500 円 中・高生 1,500 円
小学生以下 500 円
当日：一般 3,000 円 中・高生 2,000 円
小学生以下 800 円
3 歳児以下で膝の上観覧の場合は無料

ガラショー
18：00 開演
（開場は開演 15 分前）
13：30 開演
（開場は開演 60 分前）

岡山初のベリーダンス大会
「Oriental Pearls」

3/14(土）
「第一回リアルボイス
～
3/15(日） TODOKERU 発表会 in

★は天神山文化プラザ 2 階
開演・開催時間

★

岡山学芸館高等学校ダンス部
TEL 090-7542-4812（香月）
岡山県天神山文化プラザ
TEL 086-226-5005

★
立川企画
TEL 03-6452-5901
劇団ティエータ
TEL 080-4554-1615（春間木）
★
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 催し物案内 2020年2月18日－4月19日／お知らせ
●その他の施設
開催日

3/28(土)

催し物名
第 67 回「クラシックへのお誘い」

LP 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
TEL 086-226-5005
★

＜天プラ・ホールセレクション＞
「コンドルズの遊育計画 2020in 天プラ」関連企画

4/11(日)

13:30 ～ 15:00
３階 第 2 会議室

「コンドルズのメンバーと
からだあそびワークショップ」

大人 1,500 円 子ども 800 円
※兄弟姉妹割引あり（子ども 2 人目
から 1 人 500 円）
対象：親子 15 組 30 名
締切：4 月 5 日（日）

岡山県天神山文化プラザ
TEL 086-226-5005

お 知 ら せ
■天プラのサポーターになって、文化・芸術をもっと身近に！
「天神山文化プラザ文化振興会」は、当館の文化事業を支援することで、県民文化の向上・発展に資することを目的
としています。昭和45年（旧岡山県総合文化センター時代）に設立され、2020年1月現在、次のような団体・個人の
方にご支援をいただいています。芸術・文化に興味のある方は、ぜひ「天神山文化プラザ文化振興会」にご加入くださ
い。
天神山文化プラザ文化振興会会員（掲載希望の会員様のみ） ※五十音順、敬称略
アトラクティブ大永（株）／RSK山陽放送（株）／（一財）江原積善会／宇野自動車（株）／（株）大本組／岡山
ガス（株）／（一財）岡山県教育会／岡山県近代詩文書道連盟／岡山県書道協会／岡山県書道連盟／岡山光風会／
岡山市医師会写真同好会（筍影会）／岡山商工会議所／おかやま信用金庫／岡山トヨタ自動車（株）／（一財）関
西書芸院／神原清／協立土建（株）／渓雲書道会／謙慎書道会 西部展／（株）山陽新聞社／山陽文具（株）／竺
操書道会／柴岡陶泉堂／書道笹波会／（公社）シルバー書道岡山展実行委員会／水彩連盟岡山支部／清流会／創元
会岡山支部／（株）創文社／曽閎会／チャーチル会岡山／道文書道会／（株）トマト銀行／トーワ（株）／ナカシ
マプロペラ（株）／西日本建物管理（株）／（株）西文明堂／梅操会／藤井静／平和タクシー（株）／墨成書道会
／松村渓光／（株）三好野本店／（医）村山クリニック／森和彦／森上光月／森川星葉／森川美術／山本出／竜墨
書道会／行正健志／（公社）養和書道院／米戸健浩／両備ホールディングス（株）
【会員の特典】
①天神山文化プラザで行われる自主事業へのご優待
②県内で行われる展覧会（県展・院展・伝統工芸展）の入場券をペアで進呈
③天神山文化プラザの広報誌「天神山だより」等を年数回送付
【加入の方法】
文化情報センター（2階）で入会申込書をご提出のうえ、年会費（1口：1万円～）をお
納めください。

■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】2020年3月1日（日）

【会

場】天神山文化プラザ

午前10時～

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。
・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

第４練習室

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 84
専門学校

岡山情報ビジネス学院

今回ご紹介するのは、毎年ホールで保育学科の卒業制作発表
をされる「岡山情報ビジネス学院」さんです。学科責任者の土
居先生と、学生リーダーの岡さんにお話を聞きました。
―土居先生にお聞きします。まずは発表内容について教えてく
ださい。
今年の演目は『アラジン』で、歌あり、踊りありの約50分
のショーをやります。発表も含めて授業の一環で、4月に「ど
うやってリーダーを決めるか？」という話し合いから始まっ
て、演出はもちろん、大小の道具、衣装、照明、音響もすべて
学生がやります。
―それは実践力が鍛えられますね。
プロにお願いすれば、話はカンタンですが…。「すべてを学
びの場に」をモットーに、会場の下見から支払いまで、すべて
学生が主体となるよう指導しています。教員がやることは、観
ていただく幼・保育園様への声かけくらいです。
―発表だけでなく、練習でもたくさんホールをご利用いただ
き、感謝しています。
本番を含めて、例年10日間程度お借りしています。練習は
平日なので、通常料金の60％が適用されて助かっています。
限られた予算の中で行っているので、60％料金じゃなかった
ら、以前の学内発表に戻っていたかもしれません（笑）。
―岡さんにお聞きします。リーダーとして、心掛けていること
はありますか？
今は直前練習なので、“みんなのモチベーションを高くキー
プすること”が一番の仕事です。締めるところは締め、休むと
ころは休む。また、自分の思いを伝えるのが苦手なメンバーも
いるので、こまめに話を聞くようにして、メンタル・体調の両
面をケアするよう心がけています。
―なかなか大変そうですね。
毎年、演目にはテーマがあって、今年のテーマは“思いや
り”です。子どもたちにちゃんとテーマが伝わるお芝居をした
いと思っていますが、僕たち自身も、仲間に思いやりをもって
接することを学んでいるような気がします。子どもたちは正直
なので、もしも喜んでくれたら、そのときの達成感はすごいん
だろうなと思います。残された時間、恥ずかしさを捨て、いか
にふりきった演技ができるか。みんなで頑張るだけです！
―本番が楽しみです。
土居先生：実は一昨年か
ら一般非公開で、大人は
招待客のみの入場とさせ
ていただいています。こ
の記事を読まれて、来年
はうちの園からも見に行
きたい！という方がいら
したら、ぜひご一報くだ
さい。
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岡山ビジネス情報学院の3年生の皆さん。この
冊子が出る頃に、
ちょうど本番を迎えられます。

表紙の写真
撮影：ゆきを
去る1月27日～2月2日、第2展示室（地階）で開催
したダンスＷＳ「黒田育世のソロレパートリーを踊る
一週間」より。高校生6名を含む19名の皆さんが、黒
田さん率いるカンパニー「BATIK」の作品をマスター
すべく、体力の限界まで躍り込みました。最終日には
ショーイングを行い、100名ちかい方にご観賞いた
だきました。

編集後記
黒田さんのダンスＷＳが終わったと思ったら、建物
楽譜ＷＳ、天神山迷図キックオフミーティング、日本
名作映画観賞会…。と、このたよりが出る週は、怒涛
の自主事業ウィークです。世間は新型肺炎のニュース
でもちきりですが、皆さん、体調に気を付けて、天神
山にこもりましょう!!（中川）
2018年夏に開催した「天神山迷図―みえない物
語―」を覚えてくださっているでしょうか？ 大変遅
くなりましたが、この度記録集「maze Exhibition
Mook」が 完 成しました。臨場 感あふれる写 真とデ
ザイン で、32頁という小冊 子ながら迷 図を 体 現し
た内容となっています。1冊700円で、2F受付で販
売 中 で す。2 02 0 年に開 催 予 定 の「 天 神 山 迷 図 ―
performing arts―」に向けてのガイドとしても是非
お求めください！（加藤）
2020年度の土曜劇場は、例年にもまして見応え
のある作品がラインナップ（本誌５Ｐの一覧をご覧く
ださい）していて、今からワクワクしています。
「演劇
が好き」
「文章を書くのが好き」という方は、ぜひ観賞
モニターにご応募ください。あなたの率直なご意 見
が、岡山の演劇界を変えるかもしれません!!（藤原）
今、天プラは、高校・大学の卒業制作展のシーズン
です。卒業生の皆さんの柔軟な発想や個性、煮えた
ぎるようなエネルギーが会場全体に充ち満ちていま
す。若い感性って本当にすばらしい。卒業生の皆さん
には、天プラでの発表を一生の宝物にしてほしいで
すね。
（花田）

—編集・発行—

2020年2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
https://www.tenplaza.info/
休館日：月曜日・年末年始（12月28日〜１月4日）

