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望月めぐみ展覧会「生誕600年 透かし見る雪舟 Layer of SESSHU」  2020.10.16 (fri)-18 (sun)

STAGE 「山口県立劇場 ルネッサながと」公演展示情報ARTIST IN RESIDENCE フェローシップ・プログラム2020

芸術村からのお知らせINFORMATION 芸術村からのお知らせ

※芸術村でのチケットの取り扱いはありません。

HOW TO RESERVE コンサートチケットの予約＆ワークショップのお申し込み方法

0837-63-0020TEL 

info@aiav.jpE-mai l  0837-63-0021FAX 

https://aiav.jpWEB申込フォーム　
該当のイベントページより「お申込フォーム」へ

感染症拡大防止対策について

ピュアなお花と出会って
心
ゆ
た
か
に…

ピュアなお花と出会って

華道家元池坊美祢長門支部
〒754-0603 美祢市秋芳町別府2935-1

TEL.（0837）64-0533

華道家元池坊美祢長門支部
〒754-0603 美祢市秋芳町別府2935-1

TEL.（0837）64-0533 TEL.（083）922-1963

心
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美祢市秋芳町秋吉4945-6
TEL.0837-62-0033
FAX.0837-62-1578

踊りたい人の集いの館
現代舞踊　ジュニアバレエ　スペイン舞踊　フラダンス　

　　　　　　　　　エアロビック　バーレッスン

満3才児〜熟年向フラダンスまで、幅広い年齢層の皆様に、

さまざまな動きを体験していただきたいと…

〒753-0083 山口市後河原247の1（翠明ガレリア2F）

安全・迅速・親切
安らぎの空間をお客様にご提供！

●公演当日は、検温を実施いたします。検温の結果、
37.5度以上の場合ご入場をお断りいたします。

●感染予防のため、ご来場の皆様には
咳エチケット、マスク着用、
手洗い/手指の消毒をお願いいたします。

●ご入場いただいた全ての皆様に
氏名及び緊急連絡先をお伺いいたします。
お預かりした個人情報は、
当該公演の来場者から感染者が
発生した場合など必要に応じて
保健所等の公的機関へ
提供される場合があります。 https://aiav.jp/14401/

FOR SAFETY 秋吉台国際芸術村では感染症拡大防止対策として、下記に例示する
対策を行っております。チケットご予約にあたっては、「感染症拡大防
止対策について」（https://aiav.jp/14401/）をご一読いただき、内
容についてご理解いただいた上でお申込みください。

参加アーティスト（10月～12月）紹介
望月めぐみ

滞在期間

日本／きり絵、ペーパーアート

10/3      -19土 月

ポール・オマージュ、タケウチ・ユミ、ブレーズ・オマージュ

滞在期間

フランス、日本／ビジュアルアート、音楽パフォーマンス

11/24      -12/24火 木

ドーラ・エコノモウ

滞在期間

ギリシャ／ビジュアルアート

11/24      -12/24火 木

ヨウ・ルー・チン

滞在期間

台湾／パフォーマンス

11/30      -12/24月 木

秋吉台
フレンズネット
会員募集中

会員特典

「秋吉台フレンズネット」は、秋吉台国際芸術村において、
会員の皆さまに新たな芸術作品との出会いを提供し、芸術
村の活動を応援・サポートしていただくための友の会制度
です。音楽、美術、ダンスや演劇ファンはもちろん、ご家族、
ご夫婦あるいはお友達同士で入会して、芸術鑑賞やワーク
ショップなどに皆様で出かけてみてはいかがでしょうか？

●芸術村主催イベントでの先行予約
●芸術村主催イベントでのチケット割引
●芸術村情報誌の定期送付

●芸術村イベントの案内送付（随時）
　　　　　  賛助会員のみ
　 芸術村情報誌への広告無料掲載

芸術村
サポーター
募集中

活動内容

　芸術村の多彩なイベントをサポートしていただ
けるボランティアを募集しています。
　芸術村の運営に積極的にご支援いただける方
の応募をお待ちしています。

●コンサートや展覧会などのイベントのサポート
●レジデンスアーティストのリサーチ協力

●広報宣伝活動
●情報誌、イベント案内発送

新型コロナウイルスの影響により、滞在期間が変更される可能性があります。

一般会員／1,000円　賛助会員／10,000円年会費 有効期限：2021年3月31日

Photo：HAL KUZUYA

9 / 19 土

9 / 20 日
❶10：00 ❷13：00 ❸16：00
「フジコ・ヘミングの時間」

11 / 21 土
14：00

11 / 23 月 祝
［第1部］10：00
［第2部］13：00
［第3部］14：30

11 / 28    ・29土 日
両日共
❶12：00 ❷16：00

［全席自由・税込］
前売一般（1枚）：1,200円
前売一般（2枚セット券）：2,000円
当日一般：1,500円
当日学生（当日販売のみ）：800円
※映画1本につきチケット1枚お買い求めください。

[全席指定・税込]
一律：5,000円

[全席自由・税込] 
2,000円（全3部共通券、当日500円増）
※中学生以下の入場不可（出場者の関係者を除く）

発売中

発売中

9月8日（火）
10：00～

9月5日（土）
10：00～
電話受付開始

公演
TAO 2020 THE BEST LIVE
祭響 -Saikyo-

公演
白石加代子「百物語」

公演
〈大津あきら顕彰〉
歌謡フェスティバル

[全席指定・税込]
1階席5,800円、2階席5,300円

日時（期間）　　　 　　　　                   タイトル（公演 /展示）                                                       料金案内　                             チケット発売日

※以下のイベントは、新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、開催延期となりました。
《開催延期》 「精華女子高等学校吹奏楽部コンサート」令和3年1月24日（日）開催予定
　　　　    「中村雅俊コンサートツアー2020」開催日時未定

ルネッサ映画まつり
上映



9月
FN フレンズネット会員割引あり 「子育て家庭応援割」対象公演 無料託児あり（要予約）

水谷明仁バリトンリサイタル
～愉快な仲間たちとともに～
バリトン水谷明仁と、大きな信頼を寄せる仲間たちによるコンサート
CONCERT コンサート バリトン声楽 ギター ドイツリート 山口県出身アーティスト

■日時／2020年9月27日(日)開場14：00、開演14：30　■会場／秋吉台国際芸術村コンサートホール
■料金／一般2,000円、ユース（25歳以下）1,000円
■出演／水谷 明仁（バリトン）、上垣内 寿光（ギター）、内山 望美（ソプラノ）、鹿取 裕美子（ピアノ）
■プログラム／F.シューベルト：歌曲集《美しき水車小屋の娘》（ギター伴奏版全曲）、F.レハール：喜歌劇《メリーウィドウ》より《おお、祖国よ》・
　《ヴィリアの歌》・《唇は語らずとも》、F.タレガ：アルハンブラの思い出、中田喜直：木兎、山田耕筰：鐘がなります 他

チケット発売中

FN3月
名曲たちの秘密をアキラさん独自の解釈で解きあかす、
歌と笑いのお話つきコンサート

「宮川彬良 & ダイナマイトしゃかりきサ～カス」

ピアノ トーク歌

■日時／2021年3月28日（日）開場13：30、開演14：00
■会場／秋吉台国際芸術村コンサートホール
■料金／未定　■発売日／未定

©PACO

撮影：黑田菜月

消しゴムはんこワークショップ
トートバッグに描く「じぶんらんど」

trans_2013-2014参加アーティスト
吉開菜央 パフォーマンス公演

1月

2月 コロナ禍で中止となった
「trans_2019-2020」展覧会を、新作を交えて公開

彫って、押して、自分だけのトートバッグを作ろう

映像作品の上映と音を取り入れた即興パフォーマンスの体験

trans_2019-2020展覧会

参加
無料

入場
無料

■日時／2021年2月21日（日）開場13：30、開演14：00
■会場／秋吉台国際芸術村コンサートホール
■料金／一般2,000円、学生1,000円
■発売日／未定

FN

11月
あーと・ルーム ワークショップ 消しゴムはんこ オリジナルトートバッグ

■日時／2021年1月17日（日） ①10：00～ ②14：00～
■会場／秋吉台国際芸術村 研修室2
■対象／小学4年生以上
■定員／各回15名（予定）
■講師／藤嶋 みやび
■申込開始日／11月中旬予定

WORKSHOP

ポストカード島 第７弾
オリジナルのポストカードを作ろう！

■日時／2020年11月14日（土）・15日（日）①10：00～ ②13：30～
■会場／秋吉台国際芸術村ギャラリー、研修室1　■対象／どなたでも　■定員／各島8名
■講師／【14日】酒迎 則和（水彩画）、阿部 文枝（絵てがみ）、【15日】村上 真実（筆あそび）、藤井 元康（パステル画）
■申込開始／10月中旬予定

WORKSHOP あーと・ルーム ワークショプ 水彩画 絵てがみ ポスコン ?!2021パステル画筆あそび

参加
無料

参加
無料

入場
無料

芸術村ギャラリー パフォーマンス 映像 山口県出身アーティスト

EXHIBITION

CONCERT

PERFORMANCE

■日時／2021年2月14日（日）～2月23日（火・祝）10：00～17：00
■会場／秋吉台国際芸術村ギャラリー ほか
■参加アーティスト／ステフ・フェルトハイス、上野 友幸、パン・イーシュアン、ウン・ホイシェン
※混雑時は入場制限をかける場合がありますので、あらかじめご了承ください。

芸術村ギャラリー 現代美術 現代音楽展覧会 trans_2019-2020 インスタレーション

12月 ハガキサイズにきみの「伝えたい」をヒョウゲンしてね！
ポスコン?! 2021

■募集期間／2020年11月1日（日）～11月27日（金）
■応募方法／作品の裏に、住所、氏名（希望者はペンネームを併記）、ふりがな、年齢、電話番号またはEメールアド
　レスを記入の上、芸術村まで郵送またはご持参ください。個人応募は、1人3作品まで、団体応募は1人1作品まで
　応募できます。
■展示期間／2020年12月5日（土）～2021年1月31日（日）10：00～17：00
■表彰式／2021年1月24日（日）（予定）

コンテスト ポストカード 絵画 写真 コラージュ 書 詩あーと・ルーム 展覧会CONCERT EXHIBITION

FN
コンサート 現代音楽ピアノ子ども芸術体験 山口県出身アーティスト

山口県出身･在住のピアノ奏者 磯部俊哉による演奏会
さうんどすけーぷ

■日時／2020年12月27日（日）開場13：30、開演14：00（予定）
■会場／秋吉台国際芸術村コンサートホール
■料金／一般2,000円、学生無料
■プログラム／西村 朗：ペンギン組曲、武満 徹：こどものためのピアノ小品 1.微風 2.雲、細川 俊夫：舞い 他
■発売日／9月下旬予定

CONCERT

FN

FN

入場
無料

10月 ふるさと音楽会 室内楽コンサート
芸術村が支援する、山口県出身の若手アーティストによるコンサート

■日時／2020年10月3日（土）開場17：30、開演18：00　■会場／秋吉台国際芸術村コンサートホール
■料金／一般 1,500円、学生・フレンズネット会員1,000円
■出演／渡部 真菜、貞賴 惠、山野井 大輝、小山 祐貴、松田 知大、石丸 青空、藤本 港、河野 友紀、山本 茜、中村 大也、山村 漱、西村 麻衣、梅沢 洋
■プログラム／J.イベール：木管5重奏のための3つの小品、J.S.バッハ：トッカータとフーガニ短調、高橋宏樹（編曲）：ウォルタイム・トラベル

山口県出身アーティスト

CONCERT コンサート 室内楽 山口県出身アーティスト若手芸術家育成プロジェクト

チケット発売中

望月めぐみ展覧会

生誕600年 透かし見る雪舟 Layer of SESSHU

■日時／2020年10月16日（金）～18日（日）10：00～17：00
■会場／雲谷庵跡（山口市天花1丁目12-10）

関連イベント「山水長巻鑑賞交流会」（望月めぐみ氏によるトークあり）
■日時／2020年10月16日（金）18：30～20：00　■会場／菜香亭 大広間（山口市天花1丁目2-7）
■定員／10名程度　［参加無料］［要事前申込］

フェローシップ・プログラム2020滞在アーティストによる展覧会
EXHIBITION 展覧会 山口市切り絵 雪舟生誕600年おでかけアート 2018年度台湾派遣アーティスト

▶

FN

秋吉台テューバ＆ユーフォニアム・ミーティング
集まれユーフォ・テューバ吹き！一線で活躍する豪華ゲストとともにみんなで合奏しよう！

■日時／2020年11月１日（日）10：00～16：30　■会場／秋吉台国際芸術村コンサートホール、中庭
■参加料／一般3,000円、学生1,500円（ゲストコンサート入場と昼食含む）　■対象／中学生以上　■定員／30名程度
■申込方法／①秋吉台国際芸術村ウェブサイトの申込フォームから ②郵便・FAX・Emailによる申込書送付
■申込期間／2020年9月23日（水）～ ※定員に達し次第受付終了

SEMINAR 音楽セミナー テューバ ユーフォニアム

ゲスト・コンサート
■日時／2020年11月１日（日）13：00～15：30　■会場／秋吉台国際芸術村コンサートホール　■料金／一般2,000円、学生1,000円
■出演／鈴木 浩二（九州交響楽団テューバ奏者）、安東 京平（ユーフォニアム奏者）、Tubamanshow、橋本 礼奈（ピアニスト）他

CONCERT ピアノテューバ ユーフォニアム

11月

■日時／2020年11月22日（日） 13：00～17：00［12：30ホールホワイエ集合］
■会場／秋吉台国際芸術村コンサートホール
■対象／中学生以上のアンサンブルグループ、音楽専攻を志望する高校生または専攻学生
■定員／4名（組）
■受講料／8,000円（1名［組］）　■聴講料／500円 ※コンサートチケットをお持ちの方は無料で聴講可
■募集期間／10月5日（月）～11月6日（金） ※先着順・定員になり次第締切
■申込方法／秋吉台国際芸術村ウェブサイトから

Mono-sax × 雲井雅人

■日時／2020年11月23日（月・祝） 開場13：30、開演14：00　■会場／秋吉台国際芸術村コンサートホール
■料金／一般2,000円／ユース（25歳以下）1,000円
■プログラム／ラヴェル：三羽の極楽鳥、ランティエ：アンダンテとスケルツォ、カバレフスキー：組曲「道化師」より、カントルーブ：オーベルニュの歌
　［対談：雲井雅人×佐坂貴之～インスピレーションの入口と出口～］、ドビュッシー：オーケストラとアルトサクソフォンのためのラプソディ
■発売日／2020年9月23日（水）10：00～

FN

コンサート

音楽セミナー

サクソフォーン アンサンブル 山口県出身アーティストクラシックCONCERT

雲井雅人サクソフォーン特別講座 SEMINAR

10本のサクソフォーンによる珠玉のフランス音楽
クラシカルサクソフォーンコンサート


