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リレーエッセイ

岡山カルチャーゾーンの魅力

「岡山県天神山文化プラザ」、
私達の年代にとっては旧称で

第45回

てきました。
しかしながら、岡山カルチャーゾーンは一
般的にはまだまだ認知されていない状況です。

ある岡山県総合文化センター

そうした中、今年は岡山カルチャーゾーンが誕生し

という方がなじみ深いのではな

て30周年を迎え、
これを契機として岡山カルチャー

いでしょうか。岡山県総合文化

ゾーンの魅力を知っていただく様々な取組を進めて

センターは図書館部門や芸術

います。

文化部門を併せ持つ文化施設

まず、岡山カルチャーゾーンをより身近に感じてい

として昭和３７年に開館し県民

ただくため、九州新幹線やクルーズトレイン「ななつ

に親しまれていました。私も調

星in九州」のデザインを手がけられた岡山出身の工

べ物をするのに通ったり、今も続いている教職員美術

業デザイナー水戸岡鋭治氏にロゴマークを作成して

展の開催準備に苦労したことなどが思い出されます。

いただきました。デザインは、
「岡山カルチャーゾーン

岡山県総合文化センターは平成１７年に岡山県天

を散歩して岡山の芸術・文化に触れてみませんか」
を

神山文化プラザとしてリニューアルオープンを果た

コンセプトとしたもので、
このロゴマークをそれぞれ

し、今年で１０周年を迎えられました。
この間、岡山県

の施設で実施する事業のポスターやチラシに載せた

の芸術文化活動と文化情報発信の拠点として着実に

り、
ロゴマークをあしらった缶バッチを作成して広報に

実績を積まれ、県民から愛される施設となられたこと

役立てています。

谷名 隆治

に敬意を表したいと思います。

また、それぞれの施設で記念事業を実施しており、

さて、日本三名園の一つである岡山後楽園を中心

県立博物館では、企画展「岡山カルチャーゾーンの魅

に、天神山文化プラザや県立博物館、県立美術館、林

力」
を開催しました。
この企画展では、初めての試みと

原美術館、夢二郷土美術館、岡山シンフォニーホール

してエリア内の各施設から国宝・重要文化財を含む選

など文 化 施 設が集まっているエリアを「 岡 山カル

りすぐりの優品を一堂に集め、展示を行いました。

チャーゾーン」
と呼んでいます。

更に、岡山カルチャーゾーンを訪れる人がエリア内

これは、昭和６０年にエリアの文化施設が、岡山の

を散策しやすいように各施設を巡るモデルコースや

学術、文化、観光都市づくりに協力しようと岡山カル

エリアの立ち寄りスポット等も記載したリーフレットの

チャーゾーン連絡協議会を設立し、その時に名付けら

作成を進めています。

れたものです。
岡山カルチャーゾーンの魅力は、何と言っても、エ

来年は岡山県等とJRグループがタイアップした
「晴れの国おかやまデスティネーションキャンペーン」

リア内に岡山を代表する文化・芸術・観光施設が揃

や「瀬戸内国際芸術祭2016」、
「 岡山国際現代芸術

い、少し歩けば岡山はもとより世界の歴史・文化・芸術

祭」が計画されています。
これらのイベントとも連携・

に触れることができ、世界に誇る庭園を散策すること

協力して岡山カルチャーゾーンの魅力をアピールし、

もできることです。

足を運んでいただけるようにしていきたいと考えて

このような場所は日本中を探しても希有なもので
あり、
この恵まれた環境を活かして、多くの人が訪れ
賑わいのある街にしていくことが岡山県の発展にも

います。
そうした取組を進めることによって文化を軸とした
地域の活性化に努めていきたいと思います。

繋がります。
そのため、
これまでエリア内の各施設は、連携・協
力して共通リーフレットや周遊マップを作成したり、関
連したテ ー マで 展 覧 会 を 開 催 するなど岡 山カル
チャーゾーンの魅力を高める取組や情報発信に努め
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Proﬁle
昭和５４年岡山県教育委員会採用。人権教育課長、文化財
課長を経て現在岡山県立博物館館長。岡山カルチャーゾー
ン連絡協議会会長

こ れ か ら の 催 し 物 ̶ 展 示 室 ̶
■天プラ・セレクションVol.68
吉行鮎子展 ― エモーションが止まらない

吉行鮎子は岡山市在住の画家です。沖縄県立芸術大学で陶芸を学び、卒業後に独
学で絵画を描き始めました。
「雪崩スローモーション」では、草原越しに広がる氷の景色、氷山のような巨大な女
性の視線、遠くで手を振る女性に気付かない男性の存在が、見る人の想像や不安を掻
き立てます。
「地球上の変化も感情の爆発もじわりじわりとやってくる。表面からはよく
見えず、ある日積み重なったものが突如に崩れる。雪崩のように」
と吉行。そこには、
自
身の内面に広がる大切な夢の世界と、多くの矛盾を孕んだ現実世界との狭間を行き
来して発見した、
自分だけの真実が込められています。
本展のテーマは
「自然を浴びる」。吉行鮎子の止まらないエモーションが描きだす不
思議な世界をお楽しみください。
●会期●平成27年11月24日
（火）
〜29日
（日）
9：00〜18：00（最終日は16：00まで）
●会場●天神山文化プラザ 第3展示室
●入場料●無料

「雪崩スローモーション」2014年
油彩／キャンバス

■天プラ・セレクションVol.69 細見博子展 ― 蠅女

細見博子は岡山市在住の造形作家です。様々な生き物をモチーフに、金属（錫合金）
とガラスという異素材を用いて、生命感あふれる造形世界を展開してきました。
「錫合金と自分の手仕事から生まれる吹きガラスやソリットワーク＊でのガラスの組
み合わせは、命が吹き込まれたかのように自然なカタチと近いものがある」
と作家。
本展のテーマは、
「蠅女」。
「悪いことが起こる前は、
よく蠅がぶつかって来る」
という
細見自身の「気づき」
から生まれた
「蠅女」の物語。羊やカエル、
カタツムリ、蜘蛛・・・沢
山のいきもの達が次々と登場し、皆でリインカーネイション
（輪廻）
を謳いはじめます。
細見博子が紡ぎ出す不思議な生と死の物語をお楽しみください。

「蠅女」2015年

錫合金、
ガラス

＊ソリットワーク：熔かしたガラスを金属製の棒の先に巻取り、塊のまま成形加飾する技法。

●会期●平成27年12月2日
（水）
〜6日
（日）
10：00〜18：00（最終日は16：00まで）
●会場●天神山文化プラザ 第3・4展示室
●入場料●無料

■天プラ・セレクションVol.70
山本哲也展 ― 袖は襟で襟はなくないものはある

ファッションデザイナーの山本哲也は、2001年より手仕事にこだわったブランド
「POTTO」の活動を開始し、東京を拠点に活躍します。東日本大震災後に岡山へ移住
し、現在、地方からファッションを発信することの可能性に挑戦しようとしています。
これまで発表されたシリーズはすべて、人が身につける
「服」
として作られる一方で、
絵や動物（ぬいぐるみ）
といった
「服でないもの」
にもなり得るものです。
「服を着ることで生まれる雰囲気とか、服が人に及ぼす精神的な影響に興味がある。
それらは、新しい意味での服の機能性かもしれない」
と言う山本。
本展では、
「ぬいぐるみの服」
「名前の服」
「動物の服」
「絵になる服」
「抽象的な形の
服」など、過去のシリーズに新作を加えて構成します。山本の服が生み出す明るく広々
とした
「間」
は、毎日の服選びに少しだけ疲れた私たちの心と身体をのびのびと遊ばせ
てくれることでしょう。
なお、1月9日（土）14：00より、
「山本哲也（POTTO）
×明石めぐみ（Laft）
コラボ
レーション・パフォーマンス」
を行います。
こちらもぜひご覧ください。
●会期●平成28年1月6日
（水）
〜10日
（日）
9：00〜18：00（最終日は16：00まで）
●会場●天神山文化プラザ第3・4展示室
●入場料●無料

「FACE.ウサギ」2006年
布（ウール）、プラスチックボーン、ボタン、綿テープ
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こ れ か ら の 催 し 物 ̶ ホ ー ル ほ か ̶
第41回「クラシックへのお誘い」LPレコードコンサート

■冬に聴きたい北欧の音楽を

今回は、
冬に聴きたい北欧の曲
（グリーク等）
とクリスマスにちなんだ曲
（バッハ等）
を
お届けします。
●日時●平成27年12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●行正健志

白萩の会
『永遠の半球』

旧熊山町（現赤磐市）出身で、
「現代詩の母」
と呼ばれる永瀬清子の物語を朗読と音
楽でお届けするシリーズの第3弾。
前半は、
生前、
清子と交流のあった高村光太郎、
山本遺太郎、
佐藤惣之助が登場し、
清
子の幼少期から30代までを回想します。
後半は戦後、
40歳から熊山に戻って農婦とな
り、
「農村芸術」
をめざしつつ、社会的な活動にも尽力した清子の一生を、彼女の詩を通
じて辿ります。
≪脚本・演出のたけいりひかる子さんより≫
詩を書く女は不良娘か後家と言われた時代。地主の長女で法定相続人でもあった清
子は、
家の重圧と肉親の愛情のはざまで、
孤独のうちに詩作を続けます。
明治、
大正、
昭
和、
平成を詩人として生き抜いた清子。
その詩は彼女の魂の叫びに満ちています。
郷土の偉大な詩人を顕彰し、
ひとりでも多くの方にその存在を知ってもらいたいとの
思いからスタートした
「永瀬清子物語」。今回がシリーズ最終章になりますが、第1・2弾
を見ていない方にも十分楽しんでいただけると思います。篠笛とフルートの生演奏と
ともに、
どうぞお楽しみください。
●日時●平成28年12月19日
（土）14：00開演
20日
（日）14：00開演 ※開場は開演30分前

白萩の会
平成18年創立。永瀬清子の顕彰を主な
活動とし、朗読の舞台公演を重ねる。
あわせて他の文学作品のミニ朗読会も
開催している。

●場所●天神山文化プラザ ホール
（1階）
●脚本・演出●たけいりひかる子
●料金●前売一般1,500円、
当日1,800円
65歳以上1,500円、
学生500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）
白萩の会 090-7894-3657（竹入）／080-1919-4592（榊原）

■天神山文化プラザリニューアル10周年記念プロデュース公演「チェンジ×チェンジ」
天神山文化プラザ開館10周年を記念して、岡山で活躍しているタゴヒロツグ氏、風
早孝将氏がそれぞれ脚本を書き、
互いの脚本を交換して演出する
『チェンジ×チェンジ』
を開催します。出演者の一部はオーディションで選ばれ、その半数近くが舞台経験のな
い方です。未来の名優たち
（？）のデビュー作を、そして演出家の新境地が見られるかも
しれない舞台を、
ぜひともお見逃しなく！

『冷やし中華フラッドラブル』 作：タゴヒロツグ

演出：風早孝将

≪演出の風早孝将さんより≫

内容は、高校時代仲の良かった男4人が10年ぶりに再会して…というもの。僕は抽
象的な芝居をやることが多くて、
こういうシチュエーション・コメディは初めてです。
人物
像が開けっぴろげになって、
よりごまかしのきかない舞台になるんだろうなと思います。
みなさんにはぜひ、2つの異なる料理を楽しんでいってほしいです。
「観客を飽きさせな
い」のが僕の演出方針なので、
ひと工夫もふた工夫もある舞台にしたいと思っています。
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風早孝将（かざはや たかまさ）
岡山市生まれ。
演劇ユニット水蜜塔にて脚
本・演出などを手掛け、現在は烏滸会（お
こかい）
にて創作活動を行う。
その日その
場所でしか出会えない、
演劇の心地よさと
せつなさを求めて芝居作りを行っている。

こ れ か ら の 催 し 物 ̶ ホ ー ル ほ か ̶
『岡北第三シェルター』 作：風早孝将

演出：タゴヒロツグ

≪演出のタゴヒロツグさんより≫

お話は、閉鎖された空間で、大人と子どもの立場が逆転するというありえないもので
す。
でも、
閉鎖空間で人はどういう風に動くか、
そこにリアルがあると思います。
他人の脚本の演出をするのも、
舞台経験のない方と一緒にやるのもほとんどなくて、
自分にとっても大きなチャレンジです。役者のフレッシュなパワーを消さないように、十
分注意しながら演出をしていきたいと思っています。
とにかく観て楽しく、
かつ、風早さんの脚本を
「僕がやったからこうなった」
と思っても
らえるような舞台にしたいですね。
そして、
役者さんたちには
「また演劇に関わりたい」
と
思ってもらえればうれしいです。
●日時●平成27年1月15日
（金）
19：00開演／1月16日
（土）
14：00、
18：00開演
1月17日
（日）
13：00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1,500円 当日2,000円／学生1,000円
（前売・当日とも）

タゴヒロツグ（たご ひろつぐ）
（劇）
アリクイロケット主宰。高校、大学の
演劇部を経て、
岡山市を中心としてフリー
で演劇活動を始める。
その後劇団を立ち
上げ、
演出・脚本、
他劇団への客演での出
演と様々な形で作品創りを行う。
作品には
コメディ要素を含むものが多い。

●チケット取扱●天神山文化プラザ 文化情報センター
（2階）

■

劇的集団 転機与砲『ハルモニア 亡国の騎士達』

大陸を三分した節目の争乱からおよそ20年の歳月が流れた。暴政を敷く黄金の国
の脅威に対し、
青の国、
赤の国が牽制し合う情勢のもと、
いまだ各地の争いは絶えない。
そんな中、
ひとりの青年が戦を収めるべく立ち上がろうとしていた。
青年の名はアオイ。
青の国の第1王子。
3つの国の思惑が交錯する狭間で、翻弄されつつも立ち向かおうとする想いが導く
その先は…？ 戦乱の世に火花を散らす人間模様を描いた群像活劇、
開幕！
●日時●1月23日
（土）
開演18：30／24日
（日）
開演14：00 ※開場は開演30分前
●会場●天神山文化プラザ ホール
●料金●前売：一般1,800円
（e+購入1,500円）
ペア3,000円
（e+購入2,800円）
／
高校生以下を除く学生、65歳以上、身体に障害のある方1,000円／高校生以下500円
当日：一般2,000円／高校生以下を除く学生、65歳以上、身体に障害のある方
1,500円／高校生以下500円 ※未就学児無料
●作●夜道屋ラスク ●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）

■あなたも天神山文化プラザのサポーターになりませんか？
あなたも天神山文化プラザを応援して、岡山の芸術文化の振興に寄与しませんか？
●会員特典●
①自主企画イベントへのご優待
（今号では、
４P白萩の会『永遠の半球』、10周年記念プロデュース公演「チェンジ×チェンジ」、
5P転機与砲『ハルモニア 亡国の騎士達』
に無料でご招待）
②県展・院展・伝統工芸展のペア入場券を進呈
③天神山だよりを毎号送付
ただいま、個人・団体（法人）の方のご加入を募集しています
（年会費：1口1万円〜）。
お申込み・お問合わせは下記までお願いいたします。
天神山文化プラザ文化振興会事務局（担当
〒700-0814 岡山市北区天神町8-54

花田・藤原）

TEL 086-226-5005

FAX 086-226-5008
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天神山文化プラザ催し物案内

2015年11月17日〜2016年1月17日

※掲載内容は、
10月３１日現在のものです。
主催者の都合による変更がある場合もありますので、
ご了承ください。

●展示室

ART SCHEDULE
第1展示室

開催期間
11/17（火）

大 室

第2展示室
小 室

〜

第５回 岡山県刻字協会展

11/22（日） 刻字80〜90点＜岡山県刻字協会＞
11/24（火）
〜

第28回 水墨画萌苑会展

11/29（日） 水墨画約150点＜水墨画萌苑会＞
12/1（火）

第75回国際写真サロン 第21回ニッコール・クラブ

〜

岡山支部写真展
写真130点
12/6（日） ＜全日本写真連盟岡山県本部＞ 写真80点＜ニッコール・クラブ岡山支部＞
12/8（火）

は主催もしくは共催事業です。

大 室

第3展示室

小 室

第4展示室

第33回 ODA展

第38回岡山県高等学校文化連盟写真部会・「、
（てん）」展
第31回岡山県高等学校写真協議会写真展
写真250点＜岡山県高等学校文化連盟写真部会・岡山県高等学校写真協議会＞

第24回 墨成書道会展
書100点＜墨成書道会＞

絵画・クラフト等約40点＜「、(てん)」＞

書80点＜莞耿社岡山支部＞

樹の会展

デザイン約30点
＜岡山デザイナーズ協会(ＯＤＡ)＞ 油絵40点＜樹の会＞

＜天プラ・セレクションVol.68＞ 第39回金光ゆうざきフォト集団

第12回 翔の会展

吉行鮎子展―

エモーションが止まらない 写真約80点

油絵・水彩等40点＜翔の会＞

＜金光ゆうざきフォト集団＞

絵画

第46回 莞耿社岡山支部展

第5展示室

＜天プラ・セレクションVol.69＞

杜の風グループ展

細見博子展―蠅女

油彩等約60点＜杜の風グループ＞

オブジェ、インスタレーション

〜

第22回 生徒作品・表現活動発表会 立体・彫刻 ＯＫＡＹＡＭＡ展

謙慎書道会西部展

風景写真三人展「四季の彩り」
写真約33点＜岡山風景写真同好会＞

12/15（火） 第39回 岡山県高等学校総合文化祭
書道部門(第29回岡山県高校生書道展)
12/20（日） 書360点＜岡山県高等学校文化連盟書道部会＞

油彩・パステル等48点
＜アトリエ10(TEN)＞

〜

美術621点、写真151点、書写98点
12/13（日） ＜岡山県中学校文化連盟・岡山市中学校文化連盟＞ 立体(彫刻)等50点＜立体・彫刻OKAYAMA展実行委員会＞ 書120点＜謙慎書道会＞

12/21（月）

第53回 県下高校書道教師による書道展

第4回 アトリエ１０(ＴＥＮ)展

第28回 岡山県立総社南高等学校美術工芸系作品展

書35点＜岡山県高等学校教育研究会書道部会・岡山県高等学校書道連盟＞ 平面430点、立体20点＜岡山県立総社南高等学校美術工芸系＞

〜

展示室休館

1/4（月）
1/ 5（火）

第18回 国画会岡山作家展

〜

洋画40点、工芸10点、写真4点、彫塑3点
1/10（日） ＜国画会岡山グループ＞

1/12（火）

第45回ギャルド･ファイブ展
油絵40点＜ギャルド・ファイブ＞

＜天プラ・セレクションVol.70＞
第5回 2016
山本哲也展―袖は襟で襟はなくないものはある Art Nuova展
ファッションデザイン

洋画・日本画・写真等45点＜Art Nuova＞

〜

第12回 岡山日展会秀作展

1/17（日） 書105点、洋画56点、日本画10点、彫刻5点、工芸3点／有料＜山陽新聞社＞

●ホール

HALL SCHEDULE

開催日

催し物名

11/19（木） 変調Theatre L opera
（テアトル オペラ）

11/22（日）

Halau Hula O Welina Hinalea Ho'ike Ala
〜５年の軌跡〜

11/23
（月・祝）津軽三味線汝＆我コンサート

ろ しょう

11/29（日） 鷺照吟詠会創立60周年記念吟詩大会
12/12（土） 岡山県20回・岡山市22回岡山県・岡山市中学校文化連盟
12/13（日） 生徒作品・表現活動発表会

開催時間

料金

主催者等

19：30開演
(開場は開演30分前)

前売4,000円 当日4,500円

変調Theatre L opera実行委員会
℡080-5610-8288

12：30開演
(開場は開演30分前)

無料

Halau Hula O Welina Hinalea
主宰 坂本陽名子
090-2806-9001

13：30開演
(開場は開演30分前)

前売2,000円 当日2,500円

津軽三味線汝＆我
090-2296-2114（西谷）

9：30開演
(開場は開演30分前)

無料

公益社団法人関西吟詩文化協会
鷺照吟詠会
086-284-7813（大取）

12日（土）11：30〜16：00
13日（日）10：20〜16：00

無料

岡山県中学校文化連盟
086-272-9696（川西）

＜土曜劇場＞
12/19（土） 現代詩の母永瀬清子生誕110周年記念クリスマスチャリティー公演
12/20（日） 永瀬清子物語 シリーズ第3弾朗読劇二幕八場

『永遠の半球』
1/ 9（土）
1/10(日)

14：00開演
(開場は開演30分前)

前売1,500円 当日1,800円
65歳以上1,500円 学生500円

脚本・演出：たけいりひかる子

演JAM2016

9（土）14：00／18：00開演

出演団体：CARATプロジェクトカンパニー、
CINEMA FACTORY、 10(日)13：00開演
(開場は開演30分前)
劇団ひびき、みゅーじかる劇団きんちゃい座

1/11（月・祝） 第19回備中神楽岡山公演

12：00開演
(開場は開演30分前)

前売一般1,800円（当日2,000円）
大学・中高生1,500円（当日1,800円）
小学生以下無料
前売一般1,500円（当日1,800円）
身体障害者（介護者1名を含む）、
中学生以下無料

白萩の会
090-7894-3657（竹入）
080-1919-4592（榊原）
おかやま演劇サロン
080-3055-5155
（劇団ひびき）
備中神楽保存振興会
086-428-2008（藤原）

＜天プラ・ホールセレクション＞
天神山文化プラザリニューアル 10周年記念プロデュース公演

「チェンジ×チェンジ」

1/15（金）
1/16（土）『冷やし中華フラッドラブル』
1/17（日） 作：タゴヒロツグ 演出：風早孝将

『岡北第三シェルター』
作：風早孝将 演出：タゴヒロツグ
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15（金）19：00開演
16（土）14：00／18：00開演
17（日）13：00開演
(開場は開演30分前)

前売1,500円 当日2,000円
学生1,000円（前売・当日とも）

天神山文化プラザ
℡086-226-5005

天神山文化プラザ催し物案内 2015年11月17日〜2016年1月17日・お知らせ
●その他の施設を使った企画
開催日
12/ 5（土）

催し物名
第41回「クラシックへのお誘い」ＬＰレコードコンサート

冬に聴きたい北欧の音楽を

開催時間／場所

料金

14：00〜16：00
3階 第1会議室

無料

主催者等
天神山文化プラザ
℡086-226-5005

お 知 ら せ ・ ピ ッ ク ア ッ プ レ ビ ュ ー
■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。
●日

時●平成27年12月1日（火）午前9時（開場は8時45分。9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2会議室（3階）

●抽選対象日●練習室・会議室…平成28年6月1日〜 平成28年8月31日
ホー ル …………平成28年10月1日〜平成29年3月31日
●注意事項●
・ 休館日（月曜日、12月28〜1月4日）のほか、抽選の対象に含まれない日があります。
・ 営利目的や政治・宗教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。
・ ホールの使用回数は、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）
・ ご利用時間には、準備・片付けの時間を含みます。時間厳守でお願いします。
・ 駐車場に限りがあるため、ホールご利用団体は3台、練習室ご利用団体は2台までとさせていただいていま
す（駐車を確約するものではありません）。また、会議室ご利用団体は、駐車場はご利用いただけませんので
ご了承ください。
・ 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）

■月曜日のご利用について
現在、試験的に月曜日（9：00〜17：00

第3月曜日を除く）も練習室・会議室を開放しています。月曜日の

ご利用を希望の方は、必ず窓口にてお申し込みください（お電話での仮予約はできません）。なお、月曜日は展
示の搬入・搬出で駐車場が大変混み合いますので、お車でのご来館は固くお断りします。

■チャリティ・バザールの売上金を寄付しました。
さる9月19日（土）に、天神山文化プラザのホールで「天プラ文化祭
2015」を開催しました。
また、
ピロティではチャリティ・バザールを開催し
ましたが、売上げは105,017円に達しました。売上げ金は全額、日本赤
十字社に寄付させていただきましたのでご報告いたします。
品物を提供された方、購入された方、バザールに協力くださった皆様
に、心より御礼申し上げます。
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利 用 者 の 声 ５9
IDEA Wind Orchestra
今回ご紹介するのは、平成27年の1月に結成したばかりの吹奏
イデア

ウィンド

オーケストラ

楽団「IDEA Wind Orchestra」さんです。第5練習室で稽古中
の楽団にお邪魔し、団長の林さんにお話を伺いました。
―すばり、結成のきっかけは？
僕は中・高と部活でトランペットをやっていて、
くらしき作陽音楽
大学では吹奏楽を専門に学びました。大学を卒業後、岡山フィル
ハーモニック管弦楽団の事務局に勤めるようになって、一時トラン
ペットから離れていたのですが、楽団の方のお世話をするうちに、
また演奏したくなって…。で、大学の同級生に呼びかけて、最初は5
人くらいからスタートしました。
―活動はこれからといったところでしょうか？
9月の天プラ文化祭が、IDEA Wind Orchestra単体としては
初めての発表でした。
メンバー全員での練習ができず、1回1回の
練習を大切に、そしてとにかく楽しんで演奏しようという本番で…。
すっごく緊張しました！ でも、終わってから
「すごいね」
と言ってい
ただいたり、アンケートで「与作がよかった」と書いていただいた
り、本当にうれしかったですね。
―確かに、夏頃はあまり練習室を借りられてなかったですね。
そうなんですよ。中々練習室が取れなくて、非常にあせりました。
でも、抽選会に参加できたので、
この秋以降は毎週水・土曜の夜を
確保しています。部屋は第5練習室が中心ですが、第2練習室もよ
かったかなぁと思っています。
というのも、床がカーペットで、
しかも
段になっているのが演奏しやすいんですよ。今日初参加のドラムの
方も、床はカーペットの方がいいと言ってましたし。
―ドラムが入ると、演奏する曲の幅も広がりますね？
それはもう、すごく広がると思います。今まではアンサンブル用
にアレンジしたものを演奏していたので…。
これでやっと吹奏楽団
らしくなったと思います。
―来年の天プラ文化祭が今から楽しみです。
天プラ文化祭には、来年も必ず参加したいと思っています。パ
ワーアップしたイデアを、ぜひ見てほしいですね。ついては全パート
で団員を大募集中です。ただ、団の方針として、
とにかくフレッシュ
なバンドを目指しているので、今のところ「平成3年以降の生まれ
の方」
に限定させていただいています。
楽団のモットーは
「純粋に音楽を楽しむこと」
です。
ブランクや技術
云々は問いません。現在、現役の音大生、楽器の講師のほか、以前楽
器をやっていたけど離れていた方など、総勢16名が演奏を楽しん
でいます。今でも2ヵ月に1回くらいは新しい方が参加されているの
で、入るなら今、
ですよ。
それから、
地域の依頼演
奏にも積極的に協力して
いきたいと思っています。
催し等で演奏してほしいと
いう方がいらっしゃったら、
気軽に連絡ください（携
帯：080-6326-1956）
。 右から2番目が団長の林さん。右端は見学に来られた方
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表紙の写真
撮影：加賀雅俊
10月31日、11月1日に開館10周年記念事業、
オ
ペラ・ファンタジー『ヘンゼルとグレーテル』を上演し
ました。出演者オーディションで選ばれた子どもたち
は、指導者の下で日々練習を積み重ねてきました。途
中、出演者やスタッフが倒れるなど、心配することもあ
りましたが、なんとか無事に公演を終了することがで
きました。
子どもたちに、総合芸術であるオペラに親しんでも
らいたい、
との思いからスタートした本企画。狙いどお
り、会場には小さなお客様がたくさん見られました。今
回の公演が少しでも記憶に刻まれて、
「オペラって楽し
い」
と思っていただけたら何よりです。

編集後記
「アートの今・岡山2015 dialogues」
は、当館開催
終了後、高梁市歴史美術館、奈義町現代美術館を巡回
展示いたします。各館展示室の特質に沿って、3つの
対話のかたちも、少しずつ変化してゆきます。雪の季
節へとなってゆきますが、展覧会を機会に高梁市街地
に見られる雲海や、雪山を望む美作三湯をめぐる旅に
出かけてみませんか。
（福田）
天神山文化プラザリニューアル10周年を記念し、1
月15日〜17日に
『チェンジ×チェンジ』
と題して、風早
孝将さんとタゴヒロツグさんの作品を上演します。出
演者の一部は、初めて演劇やります！という方もいらっ
しゃり、
この公演をきっかけに、舞台芸術に興味を持っ
てくださる方が増えてくれるといいなと思っています。
（菅田）
天神山周辺の樹々は鮮やかに色づき秋満開。それ
にあわせるかのように天プラの催しもますます充実の
一途。秋の好日、天プラや天神山界隈をのんびりご遊
賞ください。
（花田）
早いもので、今号が今年最後の天神山だよりとなり
ました。今年も皆様方には何かとお世話になりました。
来年もよろしくお願いいたします。
（藤原）

̶編集・発行̶
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