
K U S E L I B R A R Y

久 世 図 書 館
〒719‒3214　岡山県真庭市鍋屋17‒１　エスパスセンター２階
TEL.0867 - 42 - 7203　FAX.0867 - 42 - 7204
開館時間９:00 ～ 18:00
●１月の休館日／ １日（金）～３日（日）、6日（水）、13日（水）、
 20 日（水）、27日（水）
●11月の新着図書／153冊●蔵書数／66,409冊●来館者／2,570名
■おはなし会 ぽかぽかえほんばこ（乳幼児対象／毎週月曜日）
開催日▶1月11・18・25日（４日はお休み）
開催時間▶11:00 ～ 11:30
■おはなし会 おはなし列車（園児・小学生対象／毎週土曜日）
開催日▶1月９・16・23・30日（２日はお休み）
開催時間▶11:00 ～ 11:30 　1月のテーマ▶「どうぶつ」
■令和万葉の会（主催：『令和万葉の会』有志の会）（一般対象）
開催日▶1月8日㈮  開催時間▶10:00 ～ 11:30
■読書会（主催：『読書会』有志の会）（一般対象）
開催日▶1月15日㈮ 　開催時間▶10:00 ～ 11:30
テーマ▶「柳美里作品（JR上野駅公園口）」

■音読して楽しむ『源氏物語』（主催：『源氏物語』有志の会）（一般対象）
開催日▶1月22日㈮ 開催時間▶10:00 ～ 11:30
テーマ▶「明石の巻その3」
■やってみよう！どうぶつしょうぎ（3歳以上対象）
開催日▶1月23日㈯ 開催時間▶11:30 ～ 12:30
■縁台将棋（小学生以上対象）
開催日▶1月23日㈯ 開催時間▶13:00 ～ 15:00
■冬の名画鑑賞会
開催日▶1月24日㈰
開催時間▶10:00 ～『ざんねんないきもの事典2』（アニメ）
　　　　　13:30 ～『カルメン』（1948年アメリカ）
会　場▶エスパス1階会議研修室
午前中は爆発的人気本のアニメ化第2弾、午後はカルメンに翻弄さ
れるホセの悲恋物語です。
■Happy Valentine♡野村昌子さんとバルーンアート体験！
Part3参加者募集！
開催日▶2月6日㈯ 
開催時間▶１回目13:30 ～ 14:30 ／２回目15:00～16:00
会　場▶エスパス1階　会議研修室 参加費▶無料
募集人数▶各15組（１組２名以内）
対　象▶小学生～一般（小学生は保護者同伴）
募集開始▶1月16日㈯　9:00 ～
バルーンアート世界チャンピオンの野村さんに楽しく教わりながら
かわいい作品を作りましょう！

募集

施設ご利用の
お客様への
お願い
※館内では職員の指示に従って
　いただきますよう、ご理解と
　ご協力をお願いします。

マスクを着用して
ください

手指の消毒を
してください

他の人と間隔を
開けてください

近距離での会話は
控えてください

換気にご協力
ください

● エスパス管弦楽団 New Year Concert 2021中 止

エスパス主催事業の中止についてのお知らせ

エスパスからのお知らせ
　新型コロナウイルス感染症拡大のリスクを低減する観点から、
財団では開催を予定しておりました下記の主催事業を中止とさ
せていただきました。状況によっては今後の主催・共催公演も変
更になる場合がございますので、ホームページ等で最新の情報
をご確認くださいますようお願いいたします。

令和３年3/7（日）
エスパス合唱団第19回定期演奏会

……………………………………………………………………………
年に１回の定期演奏会♪練習の成果を発表します。
会　場▶エスパスホール　（全席自由）
時　間▶開場13:15　開演14:00
料　金▶700円
　　　　※会員割引はございません。
出　演▶エスパス混声合唱団
　　　　エスパス少年少女合唱団
　　　　鈴木英子（指揮）
　　　　橋本美由紀・寺尾明子（ピアノ）
曲　目▶＜少年少女＞児童のための合唱組曲「虫の絵本」（テントウ
ムシ／チョウチョウ／ガガンボ／セミ）／おおひばり／ BELIEVE＜女
声＞糸、ホームソングメドレー≪イギリス編≫（アニーローリー／グ
リーンスリーブス／ロンドンデリーの歌）＜男声＞男声合唱組曲「柳河
風俗詩」（Ⅰ柳河 Ⅱ紺屋のおろく Ⅲかきつばた Ⅳ梅雨の晴れ間）＜
混声＞蒜山高原、混声合唱組曲「海の詩」より（海の匂い／航海）、
混声合唱のための「大地と海と人のうた」、くちびるに歌を＜合同＞
ぜんぶ、地球星歌～笑顔のために～
※都合により曲目が変更になる場合がございます。
ローソンチケット▶（Ｌコード：62403）

令和３年3/14（日）
早川太鼓エスパスの陣・弐拾参－いにしえの彩虹－
HAYAKAWA-TAIKO LIVE No.58

……………………………………………………………………………
和太鼓の音が観客の心を躍らせます♪
会　場▶エスパスホール　（全席自由）
時　間▶開場13:30　開演14:00
料　金▶一般2,000円
 （一般会員1,800円）　
　　　　高校生以下1,000円
 （高校生以下会員900円）
出　演▶早川太鼓、エスパス和太鼓クラブ
構成・演出▶Mr.K

東京混声合唱団
真庭エスパス特別公演

募集 令和３年2/13（土）・14（日）
はじめてのドラム教室２　参加者募集！

……………………………………………………………………………
「ドラムに興味がある、叩いてみたいけど楽器もないし叩く機会が
ない！」という方、このワークショップをきっかけに未来のドラ
マーを目指しましょう！
日　時▶１日目　基本編 ２月13日㈯　17:30 ～ 20:00
　　　　２日目　バンド演奏編 ２月14日㈰　14:30 ～ 16:30

※多少時間が前後する場合があります。
対象年齢▶小学４年生以上
参加費▶お一人1,000円
　　　　（先着10名）
参加規約▶２日とも参加していた

だきます。
講　師▶石原浩治、谷本吉照
内　容▶１日目は、講師の先生方にドラムの基本的な叩き方を教え

てもらいながら、実際に叩いてみます。２日目ではバンド
の一員として1コーラスを演奏します。はじめてドラムを
叩くところからバンドメンバーとして演奏できるまでを目
指します！ぜひご参加ください♪

　　　　※マイスティックをお持ちの方はご持参ください。

令和３年2/14（日）
Espace Fun Space Festival 
～音楽とダンスの祭典～

……………………………………………………………………………
魅力的なダンスとカッコイイバン
ドが出演する音楽の祭典です！入
場無料ですので、ぜひ足をお運び
ください。
会　場▶エスパスホール（入場無料）
時　間▶開演11:45
出　演▶〈バンド〉Acoustic Band

勇次【長渕剛カバー】／ ワインライト【Rock】／ホスピタル
ズ【Pops】／アンバーライト【Rock】／ＳＯＢＥＲＰＬＡＮ【Ｒｏｃｋ】
〈ダンス〉SS.Crest☆Crew

コンサート

コンサート

コンサート コンサート

令和３年1/12（火）
北海道歌旅座　昭和の歌コンサート

……………………………………………………………………………
札幌市を拠点に、歌の種を直接手渡
しする旅を続ける北海道歌旅座のコ
ンサートです！ぜひ足をお運びくだ
さい。
会　場▶エスパスホール　（全席自由）
時　間▶開場13:00　開演14:00
料　金▶2,000円
出　演▶吉田淳子（うた・ピアノ）、高杉奈梨子（ヴァ
　　　　イオリン）、ザ・サーモンズ（コーラス・伴奏）
曲　目▶イヨマンテの夜／お久しぶりね／また逢

う日まで／真赤な太陽／青い山脈／学生
時代…　※都合により曲目が変更になる
場合がございます。

お問い合わせ▶㈱ディーエムジェイ TEL 011-623-6680

令和３年1/17（日）
旧遷喬尋常小学校・大掃除の時間

……………………………………………………………………………
木造校舎を保持していくため、お掃
除のお手伝いをしてくださる方を募
集しています。
時　間▶9:00～10:00
※掃除道具につきましては、各自
お持ちください。

令和３年1/17（日）
エスパスのど自慢2021

……………………………………………………………………………
約50組の歌声が皆さんの心を躍らせ
ます♪明るく、楽しく、元気よく！エ
スパスのど自慢が始まりますよー！！
会　場▶エスパスホール
　　　　全席自由　（観覧無料）
時　間▶開演13:00

ヤ」より／＜合同演奏＞信
長貴富：くちびるに歌を／
ミマス：COSMOS／＜エ
ンジョイコーラス＞平吉毅
州：気球に乗ってどこまで
も／アンジェラ・アキ：手
紙／武満徹：小さな空／村
井邦彦：翼をください／
ベートーヴェン「第九」よ
りジョイフル・ジョイフル
　他　※都合により曲目が変更になる場合があります。
出　演▶東京混声合唱団（合唱）、水戸博之（指揮）、鈴木慎崇（ピアノ）
共　演▶エスパス混声合唱団、
　　　　エスパス少年少女合唱団
主　催▶（公財）真庭エスパス文化振興財団・真庭市
助　成▶（一財）自治総合センター

　東京混声合唱団は国内外のオーケストラとの共演やオペ
ラへの出演、青少年を対象とした観賞音楽教室、海外公演を
含む年間150回の公演のほか、数多くのレコーディングやテ
レビ、ラジオへの出演を行っています。文化庁芸術祭大賞、音
楽ノ友社賞、毎日芸術賞、京都音楽賞、レコード・アカデミー
賞、サントリー音楽賞、中島健蔵音楽賞など、数々の賞を受
賞している日本を代表するプロ合唱団です。プログラムも世
界の合唱曲から、馴染みのある曲まで様々です。プロが歌う
合唱曲は圧巻です！ぜひエスパスホールへお越しください。
会　場▶エスパスホール　（全席指定）
時　間▶開場13:30　開演14:00　
料　金▶一般2,000円　高校生以下1,000円
　　　　※未就学児入場不可　※会員割引はありません。

※この公演の入場料は、宝くじの助成金により特別
料金になっています。

曲　目▶＜名作合唱組曲＞髙田三郎：「水のいのち」／＜世
界の合唱曲＞メンデルスゾーン：おおひばり「6つの歌」より
／メンデルスゾーン：歌の翼に／ヘンデル：ハレルヤ「メサイ

コンサート
令和３年
3/20（土）
令和３年
3/20（土）

共催

吉田淳子

■メール会員 espace-mail@kuse-espace.jp
■公式Facebook https://www.facebook.com/maniwaespace
■公式Instagram espace1997
■公式LINE ID：@tiz5879w

メール会員 Facebook QRコード Instagram QRコード LINE QRコード

　エスパスで開催されるさまざまなイベントや、コ
ンサートの情報をメールやLINE、Facebook、イ
ンスタグラムで定期的に発信しています。どれも
登録は無料ですので、ぜひご活用くださいね♪

エスパスの公演情報を
SNSでゲットしよう！


