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50 周年を祝う

ウィーンの音楽。
山口市民会館開館 50 周年記念

◎アーティストボイス
◎お先に試写しました
◎読書の窓
◎ MY TOOL
◎ふりかえりany

神田京子（講談師）
（監督：チョ・チョルヒョン）
「王の願い ハングルの始まり」
三田村信行 『オオカミの時間 今そこにある不思議集』
「肉球コースター」蛭間友里恵（山口情報芸術センター 広報担当）
any 創刊準備号 vol.1-3

ピ ックアップ イベ ント
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山口情報芸術センター
学びの新しい形を問う

浪曲 映画

昭和の二大エンタメ
「浪曲」
と
「映画」の融合

中原中也記念館
企画展Ⅱ

雑誌「詩園」─中也・山頭火と山口の文学青年たち

中也顕彰の先駆けとなった雑誌「詩園」

山口市民会館

ミュージカル「ソーホー・シンダーズ」
ロンドンのソーホーを舞台にした現代版シンデレラ

人形劇団ココン「トレテツクパレード」
人形はこわいね、おかしいね、さびしいね
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イベントレポート「YCAM Dance Crew」

14

イベントカレンダー

10 〜12 月

INFORMATION

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。
any（ エニー）

50

周年記念

セラム「クリクラボ─移動する教室」展

特集

any 通信

山口市民会館開館
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ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団による演奏会の様子

﹁ニューイヤー・コンサート2022
ウィーン・フォルクスオーパー 交響楽団﹂

「ニューイヤー・コンサート2022
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団」

50

開館当初の山口市民会館

周年を祝う
ウィーンの音楽。
山口市民会館は 1971 年に開館し、今年で 50 周年を迎えます。

一年をかけてさまざまな記念事業が実施されているなか、2022 年 1 月に開催される

ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団によるニューイヤー・コンサートは

50 周年記念事業を最も華やかに彩るメインイベントとして計画されました。

音楽の都ウィーンから届く豪華なプログラムで、新しい年の幕開けを喜ぶとともに、

山口市民会館の 50 周年とこの先の未来に向けてみなさんと一緒にお祝いしたい。

そんな思いを込めて、山口市民会館の西村館長に本コンサートの魅力を紹介してもらいました。

また、今後予定している50 周年記念事業もまだまだありますのでぜひご参加ください !!

Symphony-Orchestra der Volksoper Wien

ウィーン市民に愛され続けています。
日本では、88 年からサントリーホールを

ウィーンの香り
たっぷりの音楽が
届いてきます。

Ballett Ensemble SVO Wien
周年も
オーケストラで
迎えたい︒

として、結成以来、第二次大戦中も含めて

︿ソプラノ﹀
ベアーテ・リッター

世界最高の
ウィンナ・ワルツ︑
ポルカを
聴かせてくれる楽団

ナ・ワルツ、ポルカを聴かせてくれる楽団

Soprano
BeateRitter

優美な宮廷舞踏と、
時には
コミカルな演出も。
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山口市民会館の長い歴史を振り返ってみ
たとき、つねに上質の音楽を市民のみな
さまに届けてきた実績があります。こけら
落としの開館記念事業は京都市交響楽

中心に全国各地で演奏会を開催してい

玉として企画したのは、
ウィーン・フォルク

て、約 60 名のウィーン・フォルクスオー

スオーパー交響楽団によるニューイヤー・

パー歌劇場付きオーケストラのメンバー

山口でのコンサートで演奏される曲目は、

さらに注目していただきたいのは、音楽だ

コンサート。ウィーンを代表するオペラ、

に加え、オペラ歌手が 2 名、バレエ・ダン

定番のワルツ「美しく青きドナウ」はもち

けではありません。オーケストラの演奏を

オペレッタハウスとしてウィーン・フォル

サーが 2 組 4 名登場し、本場のウィンナ・

ろん、ヨハン・シュトラウスⅡ世やレハー

よりいっそう際立てる華やかなダンスにも

クスオーパー（国民劇場）
が 1898 年に創

ワルツ、ポルカの明るい音楽と優雅な舞

ルのオペレッタから序曲やアリア、ポル

目を奪われることでしょう。

設され、
そのオーケストラ・メンバーにより

踏を披露してくださいます。このニューイ

カ、
ワルツなど 13、4 曲を予定しています。

ウィンナ･ワルツの研究と継承、および典

なダンスに華やかな歌唱も聴ける豪華な

1917 年に結成されたのが、“ウィーン・フォ

ヤー・コンサートを聴かないと一年が始ま

ウィーンらしさでは右に出るもののない

型的なウィンナ･ダンスの保護を目的とし

プログラム。まさに山口市民会館の 50 周

ルクスオーパー交響楽団”です。彼らは

らないと言わしめるほどの熱狂的なファ

伝統と格式を誇るウィーン・フォルクス

てウィーン･フォルクスオーパーを母体に

年にふさわしい豪華な演奏会となる、そ

ウィーン・フィルと並び世界最高のウィン

ンも生み出しています。

オーパー交響楽団の演奏が、お洒落で楽

結成された「バレエ・アンサンブル SVO

しいコンサートを盛り上げてくれることと

ウィーン」
。このバレエ団から毎回選りす

期待しています。現地のウィーンっ子に長

ぐりの 2 組のペアが選出され、コンサート

く愛され続けるオペレッタの殿堂「ウィー

ホールのステージ上に登場。優美な宮廷

ン・フォルクスオーパー」から、ウィーンの

舞踏と、時にはコミカルな演出で舞台を

香りたっぷりの音楽が届くことが、いまか

盛り上げてくれます。

︿指揮﹀
アレクサンダー・ジョエル

私たちが今回、開館 50 周年記念事業の目

ら楽しみで仕方ありません。

︿テノール﹀
メルツァード・モンタゼーリ

Mehrzad
Montazeri

Tenor
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本紙掲載の企画について、今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況により、
開催が変更または中止になる場合がございます。最新情報は各施設の web サイト等にてご確認ください。

Alexander Conductor
Joel

団によるコンサートで幕が開け、その後も
国内外の様々なオーケストラのコンサー
トがここ山口市民会館で催されてきまし
た。ですので、50 周年もオーケストラで迎
えたい、という思いは強くありました。し
かも、今回は上質な音楽に加えて、優雅

う期待してメイン事業に選びました。

50 年前、山口市民会館が開館したとき、
これでやっと本格的なコンサートを山口
で聴くことができると、関係者一同が喜
びにふるえたと聞きます。その喜びをかみ
しめながら、
いよいよ50 周年を飾るウィー
ンの音楽が幕を開けます。ぜひみなさま
と、山口市民会館の 50 歳を祝福するとと
もに、山口市民会館が見守り続けてきた
山口の文化の歴史を一緒に感じていただ
ければ幸いです。

「ニューイヤー・コンサート 2022
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団」
（金） 18:30 開演（17:30 開場） 会場：山口市民会館 大ホール
2022 年 1 月7日
［チケット情報］any 会員先行予約
［料金］
全席指定

（日）
〜／一般発売 10 月 10 日
（日）
〜
10 月 3 日

※未就学児入場不可

（1 会員 4 枚まで） ※学生各半額
S 席 7,000 円／ A 席 6,000 円 ※ any 会員は各 500 円引き

◎他者を通してみることで、多角的に 中原中也 という人物がうつし出されてより興味深かった。（30 代女性 テーマ展示「君に会ひたい。─中原中也の友情」より）
◎ 2 回延期になりましたが、待った甲斐がありました。（70 代以上女性 「特撰東西落語名人会」より）
◎普段読んだことのある本の原本を見ることができて貴重な経験でした。（10 代女性 特別企画展「書物の在る処─中也詩集とブックデザイン」より）
◎こういう時期でも家族で楽しめるイベントが身近にあることがすごく嬉しいです。（30 代男性 「真夏の夜の星空上映会 2021」より）
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国内トップクラスの
演奏家が集結 !
山口県出身の元東京都交響楽団チェロ
首席奏者・田中雅弘が声がけしたことで
夢のようなコンサートが実現! 国内トップ

田 中 雅 弘さん からのコメント

た未来に向かって、皆様の心に音のメッセージをお届けしたい」という思いで、東京メ
トロポリタ
ン・ブラス・クインテットや田村響といった活躍するトップアーティストが集結します。ぜひ、多くの
方に音楽を楽しんでもらい、それが心のエネルギーになればと思います。お待ちしています。

クラスの演奏家がここ山口に集結し、心を

え、ロン・ティボー国際コンクールにおい
て弱冠 20 歳で第 1 位に輝き、一躍世界に
注目され国内外で活躍を続けるピアニス

回だけの特別編成による演奏会をどうぞ
心ゆくまでご堪能ください。

「国内オーケストラトッププレイヤーによる音楽の祭典
〜希望に満ちた未来に向かって〜」
（水・祝）14:00 開演（13:30 開場） 会場：大ホール
2021 年 11 月 3 日
［料金］
全席指定

※未就学児入場不可

一般 3,000 円

（1 会員 4 枚まで） 25 歳以下 1,500 円
any 会員 2,700 円

［出演］
田中雅弘
（チェロ）
、田村 響
（ピアノ）
、東京メ
トロポリタン・ブラス・クインテット
（金管 5 重奏）

ほかにもあります !

「山口市民会館開館 50 周年
記念式典・記念公演」
（土）10:00 〜
2021 年 10 月 9 日
会場：大ホール

ミュージカル「ソーホー・シンダーズ」
（日）16:00 開演
2021 年 11 月 7 日
会場：大ホール

山口市民会館の開館 50 周年を記念して式典
が行われます。また、市内の洋舞団体と山口大
学管弦楽団によるコラボレーション公演で開館
50 周年をお祝いします。

ロンドンのソーホーを舞台にした現代版シンデ
レラ。政治、性的スキャンダルなどの問題を織り
交 ぜながらも、
「 真 実 の 愛 」を爽やかに描く
ミュージカルを上演します。

※一般参加の申し込み受付は終了いたしました。

（本誌 p.12 参照）
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尾形大介
（ピアノ）

「第 66 回山口県交響楽団演奏会」
（日）14:00 開演
2021 年 12 月 12 日
会場：大ホール

1955 年に創設された山口県交響楽団。第 66 回
目となる本演奏会では、正統的なスタイルとダイ
ナミックな指揮で人気を誇る篠﨑靖男を指揮者
に、世界をまたにかけて活躍する山口県出身の
ピアニスト・尾形大介をソリストに迎えます。

◎ VR の各シーンと、語られるテキストの内容がよく合っていておもしろかったです。（40 代女性 ホー・ツーニェン「ヴォイス・オブ・ヴォイド̶虚無の声」展より）
◎山口でこれが観られる、体感できる。キセキです。（60 代男性 YCAM 爆音映画祭 2021「スパイの妻」より）
◎何度か対話型鑑賞を自主的にしてくうえで疑問に思っていたことが随分クリアになり、また可能性もぐんと拡がりました。
（30 代女性 「鑑賞ナビゲーターキャンプ」より）

だった。鬱病などをかかえた人たちの更生施設だということだったが、先輩の門番モオリ
は、2 人に、その認識の甘さ、呑気さを指摘。施設はただの更生施設ではない、死んだ
人間を生き返らせる研究をしているのだと言う。本当なのか…ロクとシドは混乱する。そ
して、モオリの存在が、モオリの紹介によるトンビという男の出現が、2 人の間に亀裂を
生じさせてゆく…。社会のシステムとクロスする男たちの友情を描くサスペンスを、気鋭
山口での公演は、僕にとっても初めての経験です。初めての場所での初めての公演、

とある山間にある研究所を舞台に、その

お客様の反応がどうなのか、今からとても楽しみです。
「演劇」というと、何だか構えてし

われている年配の男の交流を通して、
「い

のち」の意味と男同士の「友情」の真価を

まう方もいますが、難しく考えるより、5 人の役者による生の感情のやり取りを、空気感
を、見たまま感じてもらえれ
ば嬉しいです。ぜひ「 生の
演劇」を感じに劇場へいら
してください。

M＆Oplaysプロデュース「いのち知らず」
（木）18:30 開演（17:45 開場） 会場：大ホール
2021 年 11 月 25 日

［料金］
全席指定 ※未就学児入場不可

前売 一般 6,500 円 any 会員 6,000 円
（1 会員 4 枚まで） 25 歳以下 3,500 円

［作・演出］
岩松 了 ［出演］
勝地 涼、仲野太賀、新名基浩、岩松 了、光石 研
左上から：勝地 涼、仲野太賀／左下から：新名基浩、光石 研、岩松 了

周年記念事業

平川中学校
（2019 年の開催の様子）

篠﨑靖男
（指揮）

う夢を抱き、資金を蓄えるために、給料のいい仕事に就いた。山奥にある施設の門番

贈る緊張感溢れる人間ドラマ。

山口市民会館開館

開館当初の山口市民会館

学高校と過ごし、自他ともに認める親友。2 人は、将来ガソリンスタンドを経営するとい

の役者たちでお贈りします。

問う問題作にご期待ください。

元気やまぐち創造プロジェクト

今回は男だけの出演者たち。男たちの物語です。主人公のロクとシドは堅い友情で中

渡部孝弘
photo:

ぎやまこういち作品などを披露します。今

田村 響
（ピアノ）
© 武藤 章

岩 松 了さん からのコメント

る光石研など、男性ばかり5 名のキャストで

ている 2 人の若者と、やはりその施設で雇

田中雅弘
（チェロ）
© Rikimaru Hotta

東京メ
トロポリタン・ブラス・クインテット

バー 5 人で結成された“東京メトロポリ

鳥」
、ドラゴンクエストの曲で知られるす

躍する岩松了が書き下ろした新作舞台を

施設の目的も知らずに門番として雇われ

ト・田村響、日本屈指のトッププレイヤー

「亜麻色の髪の乙女」
、サン＝サーンス「白

ても数々の映画やドラマ・舞台に出演し活

野太賀を中心に、舞台出演は 5 年ぶりとな

出演するのはチェリスト・田中雅弘に加

タン・ブラス・クインテット”。
ドビュッシー

劇作家・演出家としてのみならず俳優とし

上演します。若手実力派俳優の勝地涼、仲

潤してくれる上質の音楽をお届けします。

が 集まる東 京 都交 響楽団の金 管メン
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11 月 3 日、山口市民会館で皆さんを元気にする夢のコンサートが開かれます。去年から新型コ

ロナウイルス感染症により誰もが大変な思いをしています。今回のコンサートは、
「希望に満ち

「いのち」
と
「友情」を
描く新作舞台

「第 25 回ニューイヤー
バンドフェスティバル 2022」
（土）10:00 開演
2022 年 1 月 22 日
会場：大ホール

山口市内で吹奏楽、管弦楽に取り組む小中高
生、大学生、社会人が山口市民会館に一堂に介
して、
日ごろの練習の成果を発表する新年恒例の
「ニューイヤーバンドフェスティバル」。今年はどん
な演奏が聴けるのでしょう?

※料金等詳細はお問い合わせください。

PRESENT
山口市民会館開館 50 周年
記念事業の中から3 公演の
チケットをプレゼントします。
【申込方法】ご希望の方は下記のプレゼント番号を明
記の上、住所・氏名・年齢・電話番号・e-mail 等の連
絡先、今号の「any」の感想をご記入の上、10 月31 日
（日）
までにハガキ
（当日消印有効）
・FAX・e-mail でご
応募ください。
A「ニューイヤー
●
・コンサート 2022
ウィーン・フォルクスオーパー
（1/7）
チケット（3 名）
交響楽団」

山口ジュニアオーケストラ
（2019 年の開催の様子）

「第 49 回市民コンサート」

（月・祝）13:00 開演
2022 年 3 月 21 日
会場：大ホール

山口市民会館の開館 2 年目から開催されてきた
「市民コンサート」は、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ました。中学・高校生に
よって構成された「山口ジュニアオーケストラ」の
演奏では、50 周年の特別ゲストとしてピアニスト
の金子三勇士をお迎えする予定です。

B M&Oplaysプロデュース
●
（11/25）
「いのち知らず」

チケット（3 名）
C 「第 66 回
●
山口県交響楽団演奏会」

（12/12）
チケット（3 名）
【あて先】〒 753-0075 山口市中園町 7-7
（公財）
山口市文化振興財団
「any vol.117 特集プレゼント」係

FAX：083-901-2216 e-mail：any@ycfcp.or.jp
※当選の発表は、発送をもってかえさせていただきます。

◎一つの詩にスポットを当てて深く読んでいくのは興味がわいてとても良かったです。（30 代女性 企画展Ⅰ「中也、この一篇─「正午」」より）
◎大笑いでした。幸せです。（70 代以上女性 「特撰東西落語名人会」より）
◎新しく、珍しい手法で哲学への関心を誘ってくれた。（ホー・ツーニェン「ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声」展より）
◎映画を待っている間もとても楽しめる雰囲気でした。（40 代男性 「真夏の夜の星空上映会 2021」より）
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夕焼け空と色づく木々に
移ろう季節を感じます。

装幀を通じて中也と向き合う

について語り合いました。詩人やアーティスト

手順をシミュレーション。時刻が 20 時を回り、
い

など異なる立場のみなさんですが、お話を通じ

よいよ搬入がスタート! 入り口に作られたツバメ

て、中也の詩との向き合い方がそれぞれの詩

の巣を傷つけないように、窓ガラスや柱に気を

集の個性になっていることが伝わってきました。

付けて…何度も向きを変え、
ときにはいったん

最後は中也の詩の朗読も交えながら、朗読の

外に出て仕切り直します。本当に入るのか !?

間合いと装幀における余白の共通点が指摘

疑心暗鬼になりながらも、
みんなで声を掛け合

されるなど、詩集の装幀ならではの発見にあふ

いながら、ついに物体が YCAM の館内へ。そ

れた時間でした。

して所定の位置となるホワイエへと到着 !! 2
時間超えの大プロジェクトとなりましたが、参加

特別コーナー
「中也の詩集をいま作るなら……」展示の様子

8 月7日、中原中也記念館特別企画展「書物

搬入完了 !!

の在る処――中也詩集とブックデザイン」の

建物内にかろうじて入る巨大な物体を人力

関連イベントとしてオンライン座談会「中也詩

で搬入する様子を一種の演劇として提示する

集を装幀して」が行われました。このイベントは

「搬入プロジェクト」
。パフォーマンス集団 悪

特別企画展内の特別コーナー「中也の詩集

魔のしるし が発案したこの演劇プロジェクトの

をいま作るなら……」
を発展させたもので、中

「搬入プロジェクト 山口・中園
YCAM 版となる

也の詩集『山羊の歌』
『 在りし日の歌』
を装幀

町計画」
が 7 月24日に行われました。

したカニエ・ナハさん、岡本啓さん、鈴木啓二

涼しい夜風が吹くなか、中央公園に集まった

自作
朗さん、
ゾエ・
シェレンバウムさんの 4 名が、

参加者たちは物体の模型を使って念入りに

者たちの表情には、達成感と充実感が滲んで
いました。

© 2019 MegaboxJoongAng PLUS M,Doodoong Pictures ALL RIGHTS RESERVED.

「王の願い ハングルの始まり」

「肉球コースター」

（2019 年／韓国／ 110 分／カラー）
［監督・脚本］
チョ・チョルヒョン
［出演］
ソン・ガンホ、パク・ヘイル、チョン・ミソン、キム・ジュンハン、チャ・レヒョン

私の仕事でいつもそばにあるのは、かぎ編みの肉

数年前、韓国・釜山映画祭で、釜山へ行った

分ながら何カ国もの言語に詳しい和尚とそ

時のことです。空港から会場に向かっている

の弟子たちを呼び寄せ、協力を仰ぐが…。

車窓から、道路沿いにずらりと並ぶ旗が目に

ちなみにハングル文字が完成した時、日本は

入りました。それは映画祭の宣伝ではなく、ハ

室町時代。ではひらがなは ? カタカナは ? 調

を祝う旗だと知り、驚
ングルの日
（10 月 9 日）

べていくうちに、先人たちの偉業に改めて敬

いたことを覚えています。今回ご紹介するの

意を払い、
いにしえに想いを馳せました。さて、

は、韓国語で使われているハングル文字がで

千年後、過去となった私たちは、一体何を残

きるまでのお話です。

しているのでしょうか。

朝鮮第 4 代国王・世宗の時代。これまで朝
鮮には自国語を書き表す文字が存在してお
らず、上流階級層だけが特権として中国の

photo: 吉見 崚

漢字を学び使用していました。世宗は、庶民
でも容易に学べて書くことができる朝鮮独

前原美織（YCAMシネマスタッフ）
（水）
〜 31日
（日）
2021 年 10 月 20 日

神田京子

（講談師）

地方発信のスバラシさを伝えたい !
「山陽道があるか
に住んでるんだって ? 」
（師匠の
ら山口を選ばれましたんかぁ? 」
神田山陽に因んで）
。出番前に楽屋挨拶
に伺った際、いろいろと話しかけられたの
が嬉しく、
「この街が気に入りまして、子育
てを機に引っ越したんです」と嬉々として答
えた。
「なるほどね〜」。マスクの下には笑
山口市に移住して 2 年目。コロナ禍に突入

みが…。芸人は旅仕事が多いから住む場

して 2 年目の夏でもあった。二度の延期を乗

所を選ばない。
「その道もありだね〜」と思

り越えて、
ついに山口市民会館大ホールにて

われれば幸せ。楽屋に出された生外郎も

「特撰東西落語名人会」が開催された。私

あっという間になくなった。私だけでなく東

はゲストで講談一席。芸界でお世話になって

西の名人も「山口」の風土がお気に入り

いる三遊亭小遊三師匠と桂文珍師匠、両

の様子。地方発信のスバラシさを伝えたい！

巨匠に挟まれて箸休め的な役割を。
「山口

さぁ、私に何が出来るのか !?
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特撰東西落語名人会
2021 年 7 月21日
会場：山口市民館大ホール
東の三遊亭小遊三、
西の桂文珍、地元山
口からは講談師・神田
京子を迎えて開催され
た「特撰東西落語名
人会」。古典落語に新
photo: 神田京子 過去公演の様子
作落語、
そして講談ま
でバラエティー豊かな語り芸が披露された。両大御所
の軽妙な中にも安定感のある語り口に心をほぐされ、
客席からは絶えず笑い声がこぼれる。
また、神田京子さ
んの山口での日常をユーモアたっぷりに切り取ったお
話や、本編の講談特有の息もつかせぬ、見事な言い
立てに聴き入った。

神田京子

1999 年二代目神田山陽に入門。山陽の他界後は神田陽子
に師事。2014 年日本講談協会・
（公社）
落語芸術協会にて真
打昇進。古典講談の他に創作、オペラ講談、クラシック講談、
糸入り怪談
（三味線と怪談）
が人気。夫は詩人・桑原滝弥。去
年 2 月より山口へ移住。tys テレビ山口の情報番組「mix」や、
KRYラジオ「お昼は ZETTAIラジ TIME」レギュラー出演中 !

◎現代作家らによる装幀の展示も、独特かつ「触れられる」という点が非常に良かった。（特別企画展「書物の在る処─中也詩集とブックデザイン」より）
◎作品の凄みが増し、
とても引き込まれた。素晴らしい環境づくりに感動しました。（30 代女性 YCAM 爆音映画祭 2021「スパイの妻」より）
◎学んだことを活かしてたくさんの視点から鑑賞して力をつけていこうと思いました。（10 代女性 「鑑賞ナビゲーターキャンプ」より）
◎コロナ禍中、近くでプロの芸事を楽しめることは嬉しいことです。（60 代女性 「特撰東西落語名人会」より）

飲み物を飲んでいる時にはとくに、気付いたら飲み
物が結露してデスクがびしょびしょになりがちで…。
毛糸で編まれたコースターがあると、水も吸うし、放
置していたら乾くので楽チンですね。私が持ってい
るものは、知り合いの猫グッズを販売しているお店
の方からいただきました。肉球の形が可愛くてにく
い…。猫は好きなので、少しバタバタしている時も、
このコースターでちょっと癒されています。いつか自
分で編んでみたい !
蛭間友里恵
（山口情報芸術センター 広報担当）

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

「椿の庭」

any 編集長の

おススメ
1本
ワイカムシネマで
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。

（2020 年／日本／ 128 分／カラー）
［監督・脚本・撮影］
上田義彦
［出演］
富司純子、
シム・ウンギョン、田辺誠一、鈴木京香
© The garden of Camellia
Film Partners

上映日程

2021 年 11月以降

サントリー、資生堂、TOYOTA など数多くの広告写真を手掛け、その卓越した美
学で人々を魅了し国内外で高い評価を得ている写真家・上田義彦が、構想から
15 年の歳月をかけた渾身の一作。長年住み続ける家を守り、今は娘の忘れ形見
である孫の渚と住む絹子。家や庭で起こる些細な出来事に想いを馳せ慈しむ日々
の中、ある日絹子へ一本の電話がかかってくる――。日常の尊さや生命の儚さを、
四季折々の草花と、それを愛するたおやかな家族を通して描き出す。

any 創刊準備号 vol.1– 3
発行：1996 年 8 月〜 12 月

特集：山口世界音楽祭「イタリア」ほか
ついに本紙発刊の礎となった創刊準備号
（1 〜 3
号）
の 3 冊に迫ります。創刊準備号 vol.1 の表紙
には、
「CULUTURE INFORMATION」というタイ
トルと、
「知りたかった情報。知らなかった情報…。
文化にこだわった情報誌を財団発足を機につくっ

あの『おとうさんがいっぱい』から45 年、

てみました」との文章が。その言葉のとおり、山口

作・三田村信行×画・佐々木マキのコンビ

の文化情報を発信する媒体として、主催事業のみ

による新作の中・短編集。今作も児童書の

ならず市内で活躍するさまざまな団体や個人の文

カテゴリーながら大人も楽しめる作品です。

KANDA Kyoko

仕事柄、長い時間パソコンを使ったり、電話をした
り、座って行う作業が多いです。そうすると、冷たい

※上映開始時間等はお問い合わせください。

自の文字を作ることを決意。そこで、低い身
梅雨明けすぐの夏空のもと、1年越しで開催された「特撰東西落語名人会」。当初から出演が決まっ
ていた三遊亭小遊三さん、桂文珍さんに加え、山口を拠点に活躍されている講談師の神田京子さん
の追加出演が決定 ! 地方に住みながらにして第一線で高座に立たれる神田京子さんの心持ちを伺い
ました。

球コースターです。

化活動を紹介するコーナーを掲載。本や CDを紹

『おとうさんがいっぱい』
をご存知の方もそ

介するコーナーもあり、読み応えたっぷりの情報誌

うでない方も、
「日常世界の裏側にぴたり
とはりついている」不思議な世界に足を
踏み入れてみませんか ?
原田しのぶ（山口市立中央図書館

職員）

『オオカミの時間
今そこにある不思議集』
三田村信行 著（佐々木マキ [ 画 ]）
2020 年発行／理論社

◎ VR で主体的に作品へ参加できたことが良かった。（ホー・ツーニェン「ヴォイス・オブ・ヴォイド̶虚無の声」展より）
◎なんだか、そりゃ鎌倉か山口に帰りたくなるかもって思った。（30 代女性 企画展Ⅰ「中也、この一篇─「正午」」より）
◎本の姿全体が内容と共に大事であり、こだわりがあり、内容のみ伝えるデジタルとの違いを痛感させられた。
（50 代男性 特別企画展「書物の在る処─中也詩集とブックデザイン」より）

に。中身の濃い誌面作りは当時からの伝統として
いまも息づいているように思います。なかの情報を
読めば当時にタイムスリップしたかのように、生き生
きとした街の情報が伝わってきます。
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◎彼女の音と、色んな音が重なり響き渡り、染み渡り…消えても消えない音。（30 代女性 YCAM 爆音映画祭 2021「デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング」より）
◎美術の授業だけではなく、様々な機会でこれからも対話型鑑賞を行っていきたいと思います。（50 代女性 「鑑賞ナビゲーターキャンプ」より）
◎この日を楽しみに待っておりました。大爆笑させていただきました。（40 代男性 「特撰東西落語名人会」より）
◎よく声を聴くことでさらに虚しさが増した気がします。空の場面、ただただ悲しかった。（50 代女性 ホー・ツーニェン「ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声」展より）
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