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2006年11月27日　グレン・ミラー オーケストラ

any（エニー）とは、ラテン語の「新芸術（=ars nova）」と「山口（yamaguchi）」の頭文字を組み合わせた言葉です。
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◎アーティストボイス 秦 博志 （資料修復家）
◎お先に試写しました 「ガーンジー島の読書会の秘密」（監督：マイク・ニューウェル）
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◎MY TOOL  「愛用の自転車」 川上 淸（山口市民会館 職員）
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10  山口情報芸術センター
contact Gonzo＋YCAMバイオ・リサーチ
「wow, see you in the next life. 
過去と未来、不確かな情報についての考察」展
身体の行方─過去・現在・未来への継承

sound tectonics #23「Experience“IIII”」
YCAMが誇る高音質な音環境でのスペシャルライブ !!

 中原中也記念館
第17回テーマ展示
「教科書で読んだ中也の詩─思い出の一篇」
教科書に載った中也の代表作

山口市民会館
NHK「民謡魂 ふるさとの唄」番組公開収録
暮らしの中に息づくふるさとの民謡・伝統芸能

斉藤和義 KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2020 
“202020”
4年ぶりの山口ライブ

13  あの夏を振り返る!

1 4  イベントカレンダー　1～3月
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発行：公益財団法人山口市文化振興財団
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1983年11月1日　劇団四季　ミュージカル「アプローズ」

1975年6月29日　
アンドレ・ワッツ　
ピアノリサイタル

1999年1月26日　由紀さおり・安田祥子　童謡コンサート

2012年2月10日　日本フィルハーモニー交響楽団　山口公演
（指揮：大友直人、ピアノ：小川典子）

1999年9月8日　松竹新派「恋桜」

1975年1月23日　劇団民藝「赤ひげ」

2006年11月27日　グレン・ミラー オーケストラ

特集　

山口市民会館 
開館50周年に向けて

1971年8月25日、山口市民会館は華々しく産声をあげました。
開館50周年に向けてあと1年。どんな思いで建設され、またどのような道を歩んできたのか。
開館当初に企画スタッフとして、あるいは技術スタッフとして関わられていた國吉武志さん、福田祥介さん、三輪裕将さん、
そして現・山口市民会館の館長でもある西村平さんの4名の方にお集まりいただき、お話を伺いました。

2000年8月25日　 
市原悦子「ロードショー2000夏」

1975年6月29日　
アンドレ・ワッツ　
ピアノリサイタル

1980年1月31日　ソ連国立　ボリショイ・バレエ
1979年6月30日　
新日本フィルハーモニー交響楽団（指揮：小澤征爾）

1993年3月20日　第20回市民コンサート 2002年2月15日　高嶋ちさ子&加羽沢美濃　カジュアルクラシックス

1975年1月23日　劇団民藝「赤ひげ」 2002年11月22日　二十一世紀歌舞伎組「義経千本桜・忠信篇」



1971の寄付が集まったんだと思う」。そう語る
のは、自身ずっと演劇に関わってこられ
た関係で、まさに開館したその日に山口
市民会館への配属となった福田祥介さ
ん。建設中の山口市民会館の様子を当時
の山口市役所（現在の山口中央郵便局が
建つ場所）の窓からじっとみつめていたと
いう。「なんて大きな施設ができるんだ」
と驚くと同時に、新しい施設への期待に
胸をふくらませていた一人だった。
「実際に開館に向けてものすごくたくさん
の寄付が集まったんです」。そう教えてく
れたのは、山口市民会館館長・西村平さ
ん。開館3年後の山口市民会館に技術ス
タッフとして配属される。寄付
として集まった総額はなんと
7000万円。さらに、いまも山口
市民会館で愛用されているスタ
インウェイ・ピアノ、また緞帳や
ロビーに飾られた絵画なども寄
付していただいたもの。そこか
らも山口市民の山口市民会館に
寄せる期待がいかに大きかった
かが伺えるだろう。
昭和44年「山口市報」1月1日
号には当時の市長・兼行恵雄

氏の言葉がこう記されている。「山口市民
会館の建設は、文化都市を自認する市に
とっては画期的なもので、名実ともに完
備したものを、近く具体化し着工に移す
べく、鋭意作業を進めています」。その言
葉が実を結び、夢と期待の山口市民会館
はついに開館するのである。

オーケストラの 
コンサートができることの喜び 

こけら落としの開館記念事業は京都市交
響楽団のコンサートで華々しく幕を明け
た。開館する年の4月から技術スタッフと

して採用になった三輪裕将さ
んは、働いていた当時を思い出
しながら「最初のころは貸館で
も毎週のようにテレビ番組の公
開収録があったし、興業で郷ひ
ろみや沢田研二、美空ひばりと
いった大物歌手がコンサートで
次々来ていた」と語る。「マッチ
（近藤真彦）やピンクレディのと
きはファンがすごかった。楽屋
口も裏の大道具搬入口も黒山
のひとだかり。だから『こっちか

1971（昭和46）年8月25日。いまから約
50年前、まだ残暑が残る夏の日に山口市
民会館は開館する。「それは市民が待ち
望んだ施設のオープンだった。それまで
こんな立派な文化施設は山口市にはな
かったからね」と語るのは、ご自身が音楽
活動をされていたことがきっかけで山口
市民会館に勤務することになり、開館当
初の企画を担っていた國吉武志さん。さ
らにその期待は文化関係者だけではなく
様々な方面からもあったという。「いわゆ
るコンベンション機能の観点から経済界
からも期待されていた。だからあれだけ
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【やまぐち市民文化の会】　1973年に発足。山口市民会館に事務局を設置し、国内外で活躍する一流の音楽家による演奏会や、歌舞伎・新劇などの舞台公演、文化
講演会を中心に、幅広い文化事業を企画・実施する。2012年に解散となる。

わかる！
キーワード
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1971年開館当初の山口市民会館。写真左奥には焼失前の山口サビエル記念聖堂の2つの塔がみえる。

1971 2021

ら出るぞー』と言ってファンを集めておい
て、実際は地下通路を抜けて、最後に事
務所をとおって出たことがあるね」「矢沢
永吉も来たよね。あのときも大騒ぎで、観
客があまりに騒いでステージにあがって
きたりしたから、途中で矢沢永吉は帰っ
ちゃった」「テレビや舞台で活躍していた
大川橋蔵はオーラがあったね。ここの舞
台をすごく気に入ってくれて褒
めてくれた時は嬉しかったな」
「近寄りがたいと思っていた著
名な役者や演奏家も、話しかけ
てみると意外に気さくに応じて
くれたね」、4人が集まればどん
どん裏話が出てくる。
そのなかでも思い入れが強かっ
たのがオーケストラのコンサー

トだった。「これでやっとオーケ
ストラのコンサートが山口でで
きる」。音楽関係者にとっても山
口市民会館開館の喜びは大きかった。山
口市民会館で初めてオーケストラのコン
サートを招聘したときは、関係者一堂感
動に震えたという。普段オーケストラの演
奏会では幕や緞帳は開けっ放しで使わな
いところを、開館記念事業のときにはわざ
わざ緞帳を使った。幕を開けたときにはお
客さまからも「おーっ」という感嘆の声が
あがったという。

時代とともに 
変わっていく施設の姿 

「昔は企画するだけではなく、職員が舞台
セットを作ったり、照明・音響の操作もす
べて自分たちでしていたんだ」、4人とも
懐かしそうに振り返る。あの当時県内に
は、まだ本格的な文化ホールは少なく、山
口市民会館の後に多くが建設された。そ
のため、後続の施設からわざわざ技術研
修を受けに山口市民会館にやってくる職
員もいたという。
山口市民会館が県内のなかでも先陣を
切って格調ある様々な催しを行ってき
た。それゆえ、ほかのホールにとってはよ

い先例となったことだろう。そのあと県内

に次 と々ホールが建てられて、ほとんどの
都市に文化ホールがある状況に変わって
きた。福田さんはほかのホールがうらやま
しくもあったという。「周南や下関など後
にできた施設がだんだんと豪華になって
きたんだよ」。
とはいえ最初は1800人もの収容数を誇っ
た大ホール。催し物の規模によって通路

にも補助席を並べて増やし、多
くの観客でにぎわった。その後、
消防法が変わるたびに見直さ
れ、現在の1500人の固定席に
なる。三輪さんは振り返る。「昔、
大ホールの入口は2階にあり、
そこからお客さんを入れてい
た」のだそうだ。広い階段をのぼ
り、2階のアプローチから会場内
へ入る。「一般的に美術館でも
劇場でも施設に入るまでのアプ
ローチが大切だ。いまから展覧

会を観ます、お芝居を観ますという気分に
なるからね」と言うのは國吉さん。ただし、
雨が降っても、夏の暑い時期にも、冬の寒
い時期にも、外に並んで開場を待たなけ
ればならなかった。開館当時から外で待
つことに批判があったため、2004年の大
規模改修の際に考慮され、現在のように
１階からの入退場が可能となった。
車椅子で来られる観客への対応も変わっ
た。以前は、職員が車椅子ごと抱えて階段
をあがって席まで案内していたという。い
まは客席に入る手前にスロープがつけら
れ案内もスムーズになった。ほかにもお客

さまのニーズにあわせて、楽屋の増設や
展示ホールの新設など、利便性を求め、時
代とともに変化していく。山口市民会館も
そうした時代の流れを経ていまの姿があ
るのだ。

山口市民会館建設を 
契機に誕生した 

「やまぐち市民文化の会」と 
「山口文化協会」 

いまも昔も多くの市民に愛され、文化活
動の発表の場であり、また一流の文化に
触れる場となってきた山口市民会館。自
主企画では多種多様な催しを行ってき
た。最初は市の直営で運営していたが、
より柔軟性を持たせるため、開館2年目
に市が認める文化団体を作り、そこに市
から委託を受ける形で企画を実施してい
く動きがでてくる。これは当時全国的に
みられた傾向だった。そうして立ち上がっ
たのが「やまぐち市民文化の会」である。
そこに市内の音楽や演劇等を専門にした
人たちを巻き込み、彼らの意見を交えな
がら企画を考えていくようになる。世界
の名門バレエ団であるボリショイ・バレエ
をはじめ、国内外の超一流の音楽家、舞踊
家、演劇人を山口に呼んできた。日本が世
界に誇る小澤征爾も山口市民会館でその
タクトを振った。ほかにも数えられないほ
どの企画がここ山口市民会館で行われて
きた（P7参照）。
また別に、山口市民会館の開館2年前に
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山口市民会館の大ホール。客席からステージをみた風景。開館当初から変わらない赤色の座席が次の観客の来場を静かに待ちわびる。



「山口文化協会」が発足する。
詩や短歌・俳句などの文芸、
日舞や洋舞といった芸能、書
や絵画、写真などの美術工
芸、演劇、音楽など山口市内
で活動する各方面の文化団
体が加盟（発足当初は33団
体）。部門や流派を超え、市
民の文化を深め、広めるため
設置され、毎秋開催される山
口市民文化祭はその活動の
発表の場となっていく。西村館長曰く、「山
口市民会館ができるということで、市内の
実演団体がひとつにまとまろうという動
きが起こった。場があるからこそ、活動に
集中することができたのだと思います。そ
ういう意味ではここ山口市民会館は文化
を育てていく役割も担っていた」。2019年
に「山口文化協会」は活動50周年を迎え、
11月の文化祭では山口市民会館を会場
に50周年記念事業が盛大に行われた。

みんなの思いが詰まった 
「市民コンサート」 

山口市民会館が開館して2年後。「やまぐ
ち市民文化の会」発足と同時に、市民参
加型のイベントとして始まったのが「市民
コンサート」だ。いまも山口市民会館の恒
例行事として続く山口市民会館主催の手
作りの音楽会である。特色ある音楽活動

や各種コンクールで優秀な
成績をおさめた個人や団体
をお招きして開かれてきたこ
のコンサートは、開始当初か
ら注目度の高い企画であり、
また音楽活動をする人たち
にとっての交流の場ともなっ
た。そのなかで、中学生・高校
生によって構成された「ジュ
ニア・オーケストラ」が誕生す
る。管楽器の発表の場は多く

あるが、弦楽器は発表の場が少ないとい
う声を聞き、ではその発表の場を作ろうと
20回目の市民コンサートのときに結成さ
れたのだという。以後、ジュニア・オーケス
トラの演奏は市民コンサートの目玉の演
目となっていく。オーケストラを指導する
のは市内の音楽教諭たち。先生たちの献
身的な指導のおかげで、いま
もジュニア・オーケストラの活
動は続いている。

山口市民会館の 
これからを思う 

山口市民会館は2021年に50

周年を迎える。50年の歩みの
なかで変わってきたのは施設
の設備だけではない。時代の
流れに応じて、1996年には山口市文化振
興財団が設立され、山口市民会館の催し

の中心は、山口市文化振興財団と「やまぐ
ち市民文化の会」とが担うことに。だが、
1973年から39年間続いた「やまぐち市
民文化の会」の活動は様々な背景のなか
2012年3月に区切りを迎え、解散となる。
そして、観客の需要や価値観もどんどん
と変わっていく。「昔は景気も良かったし、
商店街も元気だった」と言う國吉さん。だ
が、いまは企画したイベントにたくさんの
観客を呼ぶのはなかなか難しい。そんな
状況のなか、これからどうやって文化事
業を担っていけばよいのか。そのために
必要なことは何だろう?

「私は市民の文化に対する意識の高まり
の中で、その環境をもっと整えないといけ
ないと思う。そのために関係者がもっと盛
り上げていく必要がある」と言うのは國吉
さん。「50年という年数はものすごく重み

がある。半世紀だからね。そ
れをみなさんが意識しても
らって、それだけの役割を果
たしてきた施設がここにある
のだと考えてもらいたいです
ね」と言う福田さん。
西村館長は「いまも多くの市
民が望むものは、伝統芸能
にしろ、クラシックにしろ、一
流のものを鑑賞したいという
ことだと思います。それがな

かなかできていない。多くの市民が望む
ところにもっと目を向けていかなくては」
と言う。
三輪さんからはこんな言葉がでてきた。
「どんどん新しい施設ができているけど、
やはり山口市内で一番利用されている施
設は山口市民会館だと思う。新しい施設
を作るのも大切だけど、これからも色んな
企画がここで催されて、山口市民会館が
これまで以上に市民に利用される施設に
なってほしい」。
山口市民会館の立ち上げ時を担った4人
の思いは深い。山口市民会館がこの先の
50年も、ずっと山口市民に愛され続ける
施設であってほしいと切に願う。

写真左より ： 國吉武志、福田祥介、三輪裕将、西村平（山口市民会館応接間にて）
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◎全身に浴びるような音を体験でき、いっそう作品が好きになりました。 （20代女性　YCAM爆音映画祭2019「バジュランギおじさんと、小さな迷子」より）

◎プログラミング教育を始めるにあたり有意義な事柄をきけた。 （40代男性　SFPC関連企画「詩的なコンピュテーションとは何か?」より）

◎コミカルで、でもどこか少しせつないようなところもあったりして、とても楽しかったです。 （30代女性　パントマイムプラネット「リトルピーシーズ」より）

◎冬は特に寒い寒いばかり言っているのが人間味を感じられた。 （20代女性　テーマ展「四季詩集─中也とめぐる四季詩集」より）
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 6月17日 やまぐち市民文化の会発会記念
   小林仁・海野義雄　ジョイントリサイタル
10月23日 文化講演会「わたしの放任主義」（映画監督 羽仁進）
11月14日 松竹大歌舞伎
 1月20日 第1回市民コンサート─あの名演奏をもういちど
 2月 9日 厳本真理　弦楽四重奏団演奏会

 5月26日 イングリット・ヘブラー　ピアノリサイタル
 7月14日 劇団文化座「越後瞽女日記」
11月16日 ヴィクトル・エレシコ　ピアノリサイタル
 1月15日 第2回市民コンサート
 1月23日 劇団民藝「赤ひげ」

 5月18日 中村紘子・海野義雄・堤剛　トリオリサイタル
 6月29日 アンドレ・ワッツ　ピアノリサイタル
11月 9日 新日本フィルハーモニー交響楽団演奏会
12月21日 劇団民藝「セールスマンの死」
 3月21日 第3回市民コンサート
   ─東京ヴィヴァルディ合奏団とともに─

 6月28日 リューボフ・チモフェーエワ　ピアノリサイタル
 8月10日 サマーコンサート（1）
   金昌国・荘村清志　デュオリサイタル
 9月14日 サマーコンサート（2）　桐五重奏団演奏会
10月16日 フィリップ・ジョーンズ　ブラス・アンサンブル
 3月21日 第4回市民コンサート

 5月22日 グリゴリー・ソコロフ　ピアノリサイタル
 6月30日 劇団民藝「わが家は楽園」
 9月14日 文化講演会「暮らしの再発見」
　　　　　 （NHKチーフ・アナウンサー 鈴木健二）
 2月 1日 レオニード・コーガン　バイオリンリサイタル
 2月21日 前進座「花神」
 3月21日 第5回市民コンサート

 6月19日 音楽の贈りもの ’78─バロック音楽への誘い─
 3月21日 第6回市民コンサート

 6月30日 新日本フィルハーモニー交響楽団（指揮：小澤征爾）
11月26日 アンネローゼ・シュミット　ピアノリサイタル
 1月31日 ソ連国立　ボリショイ・バレエ
 3月20日 第7回市民コンサート

10月20日 落語（三遊亭圓楽、柳家小三治、三遊亭楽太郎）
11月24日 劇団俳優座「コーカサスの白墨の輪」
 3月21日 第8回市民コンサート

 6月 6日 NHKテレビ公開録画「ふるさと歌謡道場」
 9月 4日 松竹「瀧の白糸」
10月20日 KRYテレビ公開録画「それは秘密です」
 2月20日 前橋汀子・弘中孝　ジョイントコンサート
 3月21日 第9回市民コンサート

 9月21日 ミッシェル・ベロフ　ピアノリサイタル
 3月21日 第10回市民コンサート

 6月 2日 ケルン放送交響楽団
11月 1日 劇団四季　ミュージカル「アプローズ」
11月16日 文化講演会「くらしとことば」
　　　　　 （NHKアナウンサー 金子辰雄）
 3月20日 第11回市民コンサート
 3月22日、23日　劇団四季　アートセミナー

 6月21日 宮沢明子　ピアノリサイタル
 3月21日 第12回市民コンサート

10月17日 中村紘子　ピアノリサイタル
 3月21日 第13回市民コンサート

 9月15日 劇団四季　ミュージカル「コーラスライン」
 3月21日 第14回市民コンサート

 7月13日 劇団俳優座「背信」
10月 9日 日本フィルハーモニー交響楽団　山口演奏会

 4月11日 文化講演会「転機に立つ日本」
　　　　　 （NHK解説委員 小浜維人）
 4月22日 文化講演会「子どもたちにやさしさを」
　　　　　 （絵本作家 やなせたかし）
 5月 3日 第15回市民コンサート
 7月29日 フランス・ユース　ブラス・オーケストラ
 8月 1日 ウィーン・モーツァルト少年合唱団
 8月12日 田中雅弘・漆原啓子　ジョイントコンサート
 3月21日 第16回市民コンサート◎全身に浴びるような音を体験でき、いっそう作品が好きになりました。 （20代女性　YCAM爆音映画祭2019「バジュランギおじさんと、小さな迷子」より）

◎プログラミング教育を始めるにあたり有意義な事柄をきけた。 （40代男性　SFPC関連企画「詩的なコンピュテーションとは何か?」より）

◎コミカルで、でもどこか少しせつないようなところもあったりして、とても楽しかったです。 （30代女性　パントマイムプラネット「リトルピーシーズ」より）

◎冬は特に寒い寒いばかり言っているのが人間味を感じられた。 （20代女性　テーマ展「四季詩集─中也とめぐる四季詩集」より）

 5月 7日 第2回おかあさんコーラス演奏会
 5月31日 読売日本交響楽団演奏会
 7月28日 チェコ少年少女合唱団　演奏会
11月20日 神谷郁代　ピアノリサイタル
 3月21日 第17回市民コンサート

 6月22日 狂言「花子」による歌舞伎オペラ 「身替わり座禅」
   モダンバレエ 山頭火句集より～しぐれてゆくか～他
 7月 8日 第3回おかあさんコーラス演奏会
10月20日 ライン・ブラスクインテット
 2月 9日 日本フィルハーモ二―交響楽団　山口演奏会
 3月21日 第18回市民コンサート

 6月30日 第4回おかあさんコーラス演奏会
 9月 6日 NHKラジオ公開録音「はつらつスタジオ505」
 9月23日 松竹大歌舞伎
10月24日～12月4日　第1回山口市民大学講座
11月14日 岡村喬生　名曲コンサート
 3月20日 第19回市民コンサート

 8月16日 市民ミュージカル「いち日だけの霊界旅行」
 9月28日 文化庁移動芸術劇場　現代舞踊公演
 9月30日～11月16日　第2回山口市民大学講座
11月22日 第5回おかあさんコーラス演奏会
 1月 8日 ウィーン・リング・アンサンブル　ニューイヤーコンサート
 3月20日 第20回市民コンサート

 5月14日 ロンドン・BBC交響楽団
 9月14日～10月22日　第3回山口市民大学講座
10月28日 日本フィルハーモニー交響楽団　山口演奏会
11月28日 第6回おかあさんコーラス演奏会
 3月21日 第21回市民コンサート

 9月 6日～10月18日　第4回山口市民大学講座
 9月11日～15日
   西洋音楽発祥の地　山口世界音楽祭─日本─
10月25日 チェコ・フィルハーモニー室内合奏団
10月31日 日本フィルハーモニー交響楽団　山口演奏会
11月27日 第7回おかあさんコーラス演奏会
 3月21日 第22回市民コンサート

 7月 2日 ビリー・ヴォーン楽団
 8月30日～10月6日　第5回山口市民大学講座
10月12日～22日
   西洋音楽発祥の地　山口世界音楽祭─ドイツ─
10月30日 日本フィルハーモニー交響楽団　山口演奏会
11月 6日 中村紘子　ピアノコンサート
12月10日 第8回おかあさんコーラス演奏会
 1月17日 音楽寄席　しょぱん一代記
 3月20日 第23回市民コンサート

 5月23日 パーシー・フェイスオーケストラ
 7月26日～9月28日　第6回山口市民大学講座
 8月 2日 水戸黄門　山口公演
10月19日 日本フィルハーモニー交響楽団　山口定期演奏会
10月20日～11月3日
   西洋音楽発祥の地　山口世界音楽祭─イタリア─
11月25日 スーパーミュージカル「源氏物語」
12月 8日 第9回おかあさんコーラス演奏会
 1月12日 New Year School Band Concert’97
 3月20日 第24回市民コンサート

 7月28日～10月8日　第7回山口市民大学講座
 9月 7日 ネオ・リアル・カブキ「酔いざめお園」
10月24日～11月17日
   西洋音楽発祥の地　山口世界音楽祭─フランス─
10月26日 日本フィルハーモニー交響楽団　山口定期演奏会
11月17日 花房晴美・真美　ピアノ・デュオ・コンサート
12月 6日 第10回おかあさんコーラス記念演奏会
 1月11日 ジュニア・オリジナルコンサート in 山口
 1月18日 New Year School Band Concert’98
 3月21日 第25回市民コンサート

 7月10日～9月29日　第8回山口市民大学講座
 7月19日 東京佼成ウインドオーケストラ演奏会
10月27日 日本フィルハーモニー交響楽団　山口定期演奏会
12月 6日 第11回おかあさんコーラス演奏会
 1月17日 New Year School Band Concert’99
 1月26日 由紀さおり・安田祥子　童謡コンサート
 3月2１日 第26回市民コンサート

 7月 2日～8月30日　第9回山口市民大学講座
 9月 8日 松竹新派「恋桜」
12月 5日 第12回おかあさんコーラス演奏会
 2月12日 ニューイヤーバンドフェスティバル2000

「 や ま ぐ ち 市 民 文 化 の 会 」 年 表
 2月13日 須川展也　シネマ・サクソフォン・パラダイス
 3月20日 第27回市民コンサート
 3月28日 日本フィルハーモニー交響楽団　山口定期演奏会

 8月25日 市原悦子「ロードショー2000夏」
 8月28日～10月7日　第10回山口市民大学講座
10月 5日 日本フィルハーモニー交響楽団　山口定期演奏会
12月 3日 第13回山口市おかあさんコーラス演奏会
 1月21日 ニューイヤーバンドフェスティバル ’01
 2月 9日 和泉元彌　狂言の世界
 3月20日 第28回市民コンサート

 7月28日 露の五郎「納涼怪談噺」
 9月25日 陽気な歌姫　森公美子　おしゃれコンサート
11月28日 日本フィルハーモニー交響楽団　山口定期演奏会
12月 2日 第14回山口市おかあさんコーラス演奏会
 2月 9日 ニューイヤーバンドフェスティバル in 2002
 2月15日 高嶋ちさ子＆加羽沢美濃　カジュアルクラシックス
 3月21日 第29回市民コンサート

10月18日 日本フィルハーモニー交響楽団　山口定期演奏会
11月22日 二十一世紀歌舞伎組「義経千本桜・忠信篇」
12月 1日 第15回山口市おかあさんコーラス演奏会
 2月 9日 ニューイヤーバンドフェスティバル in 2003
 3月21日 第30回市民コンサート

10月 2日 日本フィルハーモニー交響楽団　山口定期演奏会
11月13日 「ハネケンの愉快な音楽会」～室内楽は楽しい～
   高木綾子＆ストリング・カルテット
12月13日 第16回山口市おかあさんコーラス演奏会
 1月17日 ニューイヤーバンドフェスティバル in 2004
 3月20日 第31回市民コンサート

 6月 1日 アルフレッド・ハウゼ タンゴ・オーケストラ 
   in yamaguchi
10月26日 日本フィルハーモニー交響楽団　山口定期演奏会
11月15日 東京ギンガ堂「KAZUKI～ここが私の地球」
11月28日 第17回山口市おかあさんコーラス演奏会
 1月10日 第9回ニューイヤーバンドフェスティバル 2005
 3月21日 第32回市民コンサート

 8月 4日 ナバーラ州立音楽院交響オーケストラ
   ならびに第九を歌う会「アン ディ フロイデ」
   親善友好ジョイントコンサート
10月 4日 グラン・デュオ　リサイタル
11月15日 松竹大歌舞伎
12月17日 第18回山口市おかあさんコーラス演奏会
 1月22日 ニューイヤーバンドフェスティバル 2006
 2月24日 日本フィルハーモニー交響楽団　山口定期演奏会
 3月21日 第33回市民コンサート

11月27日 グレン・ミラー オーケストラ
12月 3日 第19回山口市おかあさんコーラス演奏会
 1月20日 第11回ニューイヤーバンドフェスティバル 2007
 2月10日 日本フィルハーモニー交響楽団　山口定期演奏会
 3月21日 第34回市民コンサート

 6月19日 松竹「怪談 牡丹燈籠」
12月 2日 第20回山口市おかあさんコーラス演奏会
 1月26日 第12回ニューイヤーバンドフェスティバル 2008
 3月20日 第35回市民コンサート

 9月12日 山本晋也が誘う 懐かしの映画音楽の夕べ
11月 4日 朗読劇 白石加代子の「源氏物語～宇治十帖」
12月 7日 第21回山口市おかあさんコーラス演奏会
 1月18日 第13回ニューイヤーバンドフェスティバル 2009
 2月14日 日本フィルハーモニー交響楽団　山口定期演奏会
 3月20日 第36回市民コンサート

 7月15日 松竹新派名作劇場「女の一生」
10月22日 森麻季＆横山幸雄デュオリサイタル
12月12日 第22回山口市おかあさんコーラス演奏会
 1月23日 第14回ニューイヤーバンドフェスティバル 2010
 3月21日 第37回市民コンサート

 6月21日 ペレス・プラード楽団
 8月20日 子どものための楽しい音楽会
12月11日 第23回山口市おかあさんコーラス演奏会
 1月22日 第15回ニューイヤーバンドフェスティバル 2011
 3月21日 第38回市民コンサート

 6月24日 ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団
　　　　　 （東日本大震災の影響により中止）
 2月10日 日本フィルハーモニー交響楽団　山口公演
 3月20日 第39回市民コンサート
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◎島田歌穂さんのレ・ミゼラブルはオケの迫力と歌唱力に大感動しました。 （50代女性　「宝くじおしゃべり音楽館」より）

◎こんな風なおばあちゃんになれたらいいですね。年をとるのも悪くないですね!  （50代女性　人形劇団クラルテ「あぶないふたり」より）

◎音・会場内の光の演出が素晴らしかったです。瞑想や寝転がるともっと演奏や演出を楽しめたかも! （新作コンサートピース「Sound Mine」より）

◎経験の蓄積と伝承というコンセプトがおもしろかった。 （20代男性　「contact Gonzo＋YCAMバイオ・リサーチ展」より）

YCAMの情報を詰めこんだ 
「YCAM BOOK」を販売中。
YCAMの取り組みを紹介している冊子

「YCAM BOOK」を現在、YCAMの窓口で

販売中です。

YCAMの多岐に渡る活動のほか、山口県の

観光地・宿泊・飲食店の情報もあわせて紹介

中也の詩が載った教科書 
お持ちじゃないですか？
中原中也記念館では、テーマ展示「教科書で

読んだ中也の詩─思い出の一篇」の開催

（本誌P11参照）にあたり、中原中也の詩が

掲載された教科書を、2021年1月30日まで

募集しています。押し入れの奥にしまい込んで

いる教科書はありませんか? 年代や保存状態

の良し悪しは問いません。ご寄贈いただいた教

科書は、中原中也記念館での展示や調査に

使わせていただきます。もし中也の詩が載って

いる教科書をお持ちでしたら、ぜひ中原中也

記念館にお送りくださいませ!! ご協力をどうぞよ

ろしくお願いいたします。

なお、寄贈後の取扱いについては中原中也

記念館に一任いただくことになります。また、寄

贈にかかる送料等は寄贈者の負担となります

ことは、あしからずご了承ください。

2020年
オリンピックイヤーの
幕が開けました!

トーク＆ワークショップ
「紙資料を未来へ─文学館のシゴト」
2019年8月17日・18日

中原中也記念館の
開館25周年を記念し
てのトーク＆ワーク
ショップ。講師に、中
原家の火災の被害に
よって焼け焦げた中
也の日記や原稿と

いった紙資料の修復などを数多く担当されている修復
家の秦博志を迎えて2日間にわたって開催した。1日目
のトークでは、修復の醍醐味や、普段何気なく手に取っ
ている本やノートの仕組みのおもしろさを紹介。また2日
目のワークショップでは、糸で綴るノート作りを行い、両
日とも盛況のうちに終わった。

秦 博志
（資料修復家）

初めてなのに懐かしい街

秦 博志　HATA　HIROSHI

1965年鳥取県生まれ。武蔵野美術大学卒業。（有）東京修
復保存センター勤務を経て2005年鳥取県に修復工房HATA 
Studio開設。文化財保存修復学会会員。近世古文書、近現
代酸性紙資料などの修復を手掛ける。主な仕事に「中原中也
関係資料」「宮沢賢治関係資料」「鳥取藩政資料」「刀剣関
係資料」など。

中也の日記や原稿の修復などをこれまで数多く担当してこられた紙資料修復のエキスパートである秦
博志さん。2019年の夏には、中原中也記念館の開館25周年企画で講師としてお招きし、修復にま
つわる興味深いお話と、糸で綴るノート作りのワークショップをしていただきました。常に中也の資料と
向き合ってきた秦さんが、中也を生んだ町・山口で何を感じられたのでしょう。

東京の修復工

房に勤務してい

た頃、中原中也

の晩年の日記

である「ボン・マ

ルシェ日記」の

修復事業に関

わり、2004年に

初めて湯田温

泉を訪れました。

街の中に足湯がある‼ そこでは学校帰りの

高校生と近所のおばあさんが並んで座って

いたりして、初めてなのに懐かしい街、それが

第一印象でした。

その後、20年住んだ東京を引き払い、故

郷の鳥取に小さな修復工房を構えました。

中也の『在りし日の歌』の後記に書かれて

いた“さらば東京 !”に我が身を重ね合わせ

て一人つぶやいていたのを思い出します。

鳥取に移ってからも中也関係の紙の資料

修復に関わらせていただくことになり、もう

10回以上山口に来ています。

昨年は記念館開館25周年事業として裏

方の仕事にもスポットを当てていただき、

修復作業の様子などを紹介させていただき

ました。地味な仕事ですが、歴史資料など

を次の世代に引き継ぐためには欠かせな

い仕事だと思います。

する黄色の表紙の「YCAM GUIDEBOOK 

2019–2020」と、2018年度のYCAMの

活動を振り返るピンク色の表紙の「YCAM 

ANNUAL REPORT 2018–2019」の2冊で

構成されており、両者合わせて200ページを超

える大ボリュームです。これを読めばYCAMの

ことが丸わかり!?アートディレクションは三迫太

郎さん。価格は2,000円（税込）。お見かけの

際はぜひ手に取ってご覧ください。
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◎アートとサイエンスで、アート寄りの話を聞けたことは、とても意義深かったです。と同時に、アートとは何かを考える必要性もあると思いました。
　（40代男性　YCAMオープンラボ2019「ナマモノのあつかいかた」より）

◎俳句を作るコツが分かりとっても嬉しくなりました。 （70代以上女性　「夏井いつき 句会ライブ」より）

◎中也や朔太郎の詩の世界を小さなからくりの舞台に詰め込んで上手く表現されていると感じました。 （60代女性　「ムットーニからくり文学館」より）

◎島田歌穂さんのレ・ミゼラブルはオケの迫力と歌唱力に大感動しました。 （50代女性　「宝くじおしゃべり音楽館」より）

◎こんな風なおばあちゃんになれたらいいですね。年をとるのも悪くないですね!  （50代女性　人形劇団クラルテ「あぶないふたり」より）

◎音・会場内の光の演出が素晴らしかったです。瞑想や寝転がるともっと演奏や演出を楽しめたかも! （新作コンサートピース「Sound Mine」より）

◎経験の蓄積と伝承というコンセプトがおもしろかった。 （20代男性　「contact Gonzo＋YCAMバイオ・リサーチ展」より）

 「ガーンジー島の読書会の秘密」
（2018年／フランス・イギリス／124分／カラー）
［監督］マイク・ニューウェル　［出演］リリー・ジェームズ、ミキール・ハースマン、グレン・パウエル、ジェシカ・ブラウン・フィンドレイ、
キャサリン・パーキンソン、マシュー・グード、ペネロープ・ウィルトン

とのなかった素直な自分の気持ちにも近づ

いていきます。素直さは、謎を解き、人間関係

と未来への扉を開く大切な鍵となるのです !

その他、当時のインテリア、ファッションに加

え、英国の人気TV「ダウントン・アビー」の実

力派キャストの出演も見どころです。

前原美織（YCAMシネマ担当）

心が豊かになるために必要なのは…お金? 

娯楽? 名誉? いえ、結局最後は人と人との

つながりであると、改めて感じる作品に出会

いました。今回ご紹介する作品は第2次世

界大戦直後のイギリスの島を舞台にした、読

書会をめぐるミステリー映画です。

作家のジュリエットは、イギリスで唯一ナチスド

イツに占領されていたガーンジー島で、エリザ

ベスという女性が創設した読書会の存在を

知り、島を訪れます。しかし、そこにはエリザベ

スの姿はありません。村人と交流するうちに、

ジュリエットは読書会のメンバーが隠している

重大な秘密に気づきます。エリザベス不在の

真相を探るなか、ジュリエットはいままで知るこ
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「台湾、街かどの人形劇」

（2018年／99分／台湾／カラー）　［監督］ヤン・リージョウ

上映日時 2月上映予定

台湾の伝統芸能・布袋戲の人形師である人間国宝チェン・シー
ホァンを10年にわたって取材したドキュメンタリー。布袋戲の大
家リ・ティエンルーを父に持つチェン・シーホァン。13歳から布袋
戲の人形師として芸を磨き続け、偉大な父の背中を追いかけて
きたが、母の姓を継いだことで父との間に深い葛藤が生まれ、自
身が80歳を超えた現在も、そのわだかまりが消えることはない。
親子でありながら師弟でもあるがゆえの複雑な思いと、天命を知
る者ゆえの闘いの記録を描き出す。

ようこそ、幻想博物館へ。当館では夢と現
が交錯する13の“物語”を展示しておりま
す。薔薇の根を偏愛する男、ある大望を抱
くバスの乗客、宇宙人の信号を見破った
女、詩人の蘇りを希うケンタウロス…。全
ては束の間の夢想かそれとも…いえ、解
説など不要でしょう。ここから先はみなさま
が感じるままにお楽しみください…。
久保田恭子（山口市立中央図書館　職員）

『新装版 とらんぷ譚Ⅰ

幻想博物館』
作者名：中井英夫　発行年：2009年

出版社名：講談社

2020年1月4日（土）、9日（木）～13日（月・祝）、
16日（木）、17日（金）
※上映開始時間はお問い合わせください。

会場：山口情報芸術センター　スタジオC
［料金］一般1,300円
any会員・25歳以下・特別割引800円

©Backstage Studio 
Co., Ltd.

any編集長の

 おススメ
1本

YCAMシネマで
上映される作品の中から

any編集長の
お気に入りをご紹介。

通勤のツールとして活用している自転車を紹介しま
す。とはいっても、スポーツタイプではなく、6段変
速付きの普通の自転車ですが。2018年4月の現
職場勤務のスタートを機に、巷で話題の肉体改造
や体質改善に一丁挑戦と意気込み、涼しい季節
を利用し職場までの片道16kmを愛用の自転車
で走ったのを皮切りに、山口市以外の隣接する防
府・阿知須・秋穂地区にも休日挑戦しました。そこ
で新しい発見（癒しの風景・情緒ある建物・見知ら
ぬ道なき道等）を幾度となく経験。いつもと同じ交
通機関や経路では目新しい発見はほとんど得られ
ません。読者のみなさまもぜひ騙されたと思ってお
勧めします。見聞が広まり精神的にも良い変化が
もたらされることを祈っています。

川上 淸（山口市民会館 職員）

特集：チェンバロ連続コンサート8　
バロック21「やすらぎの響」
2020年がオリンピックイヤーということで、過去の
オリンピックイヤーのany誌をセレクトしてご紹介し
ます。2000年はシドニーオリンピック開催の年。
日本では田村亮子選手をはじめとした柔道の活躍
と、高橋尚子選手のマラソンの金メダルにわきまし
た。そんな年の始まりとなった2000年1月1日号
のany誌は、どのページにも音楽事業の紹介であ
ふれており、現在も継続して行われている「ニュー
イヤーバンドフェスティバル」の記事も発見。20年
前から変わらず山口市内の様々な場所で、多種多
様な文化事業が活発に行われてきたことが分かり
ます。音楽家へのインタビューや、特別寄稿など読
み物として充実した内容となっています。

any vol.19
発行日：2000年1月1日

「愛用の自転車」
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◎衣ずれの音、食器の音、ラストのオムレツの咀嚼音など、大事な音・劇中人物の感覚を爆音で強く感じることができ、たまらない体験となりました。
　（YCAM爆音映画祭2019「ファントム・スレッド」より）

◎自分なりの句を作ることも、他の人の句を見ることもとても楽しい経験でした。 （30代女性　「夏井いつき 句会ライブ」より）

◎演劇を観ているようだった。小さな舞台なのにとても大きな世界を感じました。 （60代女性　「ムットーニからくり文学館」より）
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◎中也さんの秋に対する哀しみが、凄く伝わってきました。 （20代女性　テーマ展「四季詩集――中也とめぐる四季詩集」より）

◎オーケストラ、ピアノ、トーク、歌とバラエティに富んでいて、テンポよくコンサートが進み、とても満足しました。 （50代女性　「宝くじおしゃべり音楽館」より）

◎久々につげさんの七色変化の声、お二人のかけ合い、楽しかった。 （60代女性　人形劇団クラルテ「あぶないふたり」より）

◎“聴く”ということにとても意識を集中して考えさせられる時間、経験でした。 （40代男性　新作コンサートピース「Sound Mine」より）




