
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
●11月の休館日／４日㈭、10日㈬、17日㈬、24日㈬
●９月の新着図書／133冊 ●蔵書数／67,240冊 ●来館者／1,763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▶11月1・8・15・22・29日 開催時間▶11:00 ～ 11:30
■なぞとき図書館
開催日▶11月３日㈬～ 18日㈭
図書館内に潜む謎に答えて景品をもらおう！
■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▶11月６・13・20・27日 開催時間▶11:00 ～ 11:30
11月のテーマ▶「のりもの」

■マイライフノート書き方講座参加者募集中！（一般対象）
開催日▶11月6日㈯ 会　場▶エスパス１階学習室
開催時間▶13:30 ～ 15:00 募集人数▶10名
真庭版終活ノート「マイライフノート」の記入を通してこれから先も
自分らしく生きていきましょう！
■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▶11月12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▶11月19日㈮ 開催時間▶10:00 ～ 11:30
テーマ▶「小川糸作品（ライオンのおやつ）」
■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▶11月26日㈮ 開催時間▶10:00 ～ 11:30
テーマ▶「澪標の巻その６」
■やってみよう！どうぶつしょうぎ（３歳以上対象）
開催日▶11月27日㈯ 開催時間▶11:30 ～ 12:30
■縁台将棋（小学生以上対象）
開催日▶11月27日㈯ 開催時間▶13:00 ～ 15:00
■ワークショップ「つくってあそぼう！ダンボルミュージック」参加
者募集中！（小学生対象）
開催日▶11月28日㈰ 会　場▶エスパス１階会議研修室
開催時間▶13:30 ～ 15:30 募集人数▶15名（先着順）
自分だけのオリジナルの楽器をダンボールで作ってみよう！真庭市
内外で活躍する「アートグループmo」のメンバーがやさしくサポー
トしてくれます。

NAOTO＆清塚信也 
アコースティック・デュオコンサート

■このお二人がエスパスホールに！！
　今をときめく大人気のお二人が、
　エスパスホールで行うデュオコンサート！
テレビやYoutubeでは感じられない生の演奏をぜひエス
パスホールでご体感ください。チケットの一般発売は11月
７日㈰午前10時からで、エスパスセンターの窓口のみの販
売になります。皆様、ご来館お待ちしております♪

会　場▶エスパスホール　全席指定
時　間▶開場17:30　開演18:30
料　金▶一般6,000円　※未就学児入場不可
演奏予定曲▶
NAOTO：HIRUKAZE～NHK「スタジオパークからこんにちは」テーマ曲～
清塚信也：Baby You ～TBS系 金曜ドラマ「コウノドリ」（2015）メインテーマ～
／アストル・ピアソラ：リベルタンゴ他
※曲目は変更になる場合がございます。
協　力▶ユニバーサル ミュージック
企画制作▶トライストーン・エンタテイメント、キョードーファクトリー

公　演
令和４年
2/4（金）
令和４年
2/4（金）

ジュニアシートのご案内ジュニアシートのご案内
　一流の演奏者の音色に、気迫あふれる和太鼓の響きや、壮大な
オーケストラのコンサートまで無料、もしくは１コインで楽しめるか
もしれませんよ♪たくさんのお申込みをお待ちしております。

【 内 容 】
　対象の事業では、真庭市内の小中学生が無料もしくは高校
生以下料金の半額程度でコンサート等をご覧いただけます。
なお、ジュニアシートには財団が指定する事業ごとに定める
定員と座席指定がありますのでご了承ください。
（保護者と一緒に鑑賞される場合は、保護者の隣の席をお使いい
ただくこともできます。）
　また、ご希望のお子様には、チケット購入時に真庭市コミュ
ニティバスまにわくんの往復乗車券がもらえます！
　エスパスセンターで事前にお申込みいただき、
お受け取りください。
　ご希望の方は、事前にエスパス窓口でお買い求
めください。
※ジュニアシート対象の事業には右記のマーク
がついています。

各種
390円
（税込）

喫茶花水木　今月のおすすめ
秋の新商品 第３弾が登場！

渋皮栗のモンブラン渋皮栗のモンブラン
珈琲と栗のモンブラン珈琲と栗のモンブラン

珈琲と栗の

　モンブラ
ン

渋皮栗の
　モンブラ

ン

募集
令和３年11/13（土） 午前10時～
エスパスのど自慢2022
募集開始！

……………………………………………………………………………
今年もこのイベントが近づいてまいり
ました！明るく、楽しく、元気よく、
会場を盛り上げてくれる皆様をお待ち
しております！
開催日▶令和４年１月16日㈰
会　場▶エスパスホール　全席自由
　　　（鑑賞無料）
時　間▶開演13:00
参加費▶お一人3,000円
　　　　※参加費はお申込みの際にいただきます。
募集人数▶先着50名　※定員になり次第締め切ります。
申込方法▶申込書に必要事項をご記入のうえ、エスパスへお申込み

ください。
注　意▶
※窓口受付を最優先とします。遠方の方の場合、電話での受付も可
能です。但し、当日までに参加費の納入をお願いします。

※ソロは、２コーラス歌っていただきます。デュエット（グループ）は、
フルコーラスとします。

※出演順は、受付時にくじ引きで決定します。
※真庭いきいきテレビの収録はありません。
※出演はお一人１回です。複数回の出演はできませんのであらかじ
めご了承ください。

ジュニア枠募集のお知らせ
…………………………………………………………………………
参加費▶お一人800円
募　集▶先着５組（１組５人まで）
※代表者の保護者の方がお申込みください。
※お申込みは窓口が最優先となりますが、お電話でも受け付け
ます。

※フルコーラスを歌っていただきます。

令和４年3/6（日）
舞踊集団宮坂流　エスパス公演

…………………………………………………………………………
会　場▶エスパスホール　全席自由
時　間▶１回目　開場11:00　開演11:45
　　　　２回目　開場14:45　開演15:30
料　金▶一般　各2,000円　高校生以下　各1,000円
　　　　＜完全入替制＞
会　主▶宗家 宮坂身志　二代目 宮坂一樹
出　演▶舞踊集団宮坂流
特別出演▶坂田偉八、宝扇都寿駒　近藤美江子、宮園ゆり子
友情出演▶中原敏男、池田和輝、田金一恵、坪井昌子、
　　　　　村上道子、藤田みちえ、福光壽昭、宝扇流社中、
　　　　　石丸孝人

振り替え
公演

清塚信也（きよづかしんや）
５歳よりクラシックピアノの英才教育を受け、中村紘子、加藤伸佳、
セルゲイ・ドレンスキーに師事。桐朋女子高等学校音楽科（共学）
を首席で卒業後、モスクワ音楽院に留学。国内外のコンクールで
数々の賞を受賞。人気ドラマ『のだめカンタービレ』にて玉木宏演
じる「千秋真一」、映画『神童』では松山ケンイチ演じる「ワオ」の吹
き替え演奏を担当し脚光を浴び、映画『さよならドビュッシー』で
俳優デビュー。TV出演をはじめ、オーケストラとの協演やアー
ティストとのコラボ、そしてドラマ・映画・舞台のサウンドト
ラックを手掛けるなど、 マルチピアニストとして次々と新しい
フィールドへの挑戦を続け、常に話題と注目を集めている。

NAOTO（ナオト）
東京藝術大学附属音楽高校、同大学
音楽学部器楽科卒業。クラシックか
らポップスまでジャンルにとらわれ
ない音楽センス、ブリッジをしなが
らの演奏など華麗なパフォーマンス
で人気を博す。
人気ドラマ「のだめカンタービレ」で
は、オーケストラの選考から携わり、
吹替演奏、楽曲提供、ゲスト出演も
果たし一躍注目を集めた。

令和３年11/1（月） 午前10時～
はじめてのドラム教室３
募集開始！

……………………………………………………………………………
「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回目：２月19日㈯　17:30～20:00
　　　　２回目：２月20日㈰　13:00～16:00

※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
参加規約▶２回とも参加していただきます。
参加費▶お一人1,000円（先着10名）
※マイスティックをお持ちの方は
ご持参ください。お持ちでない
方は参加費とは別に1,500円を
ドラムスティック代としていた
だきます。購入希望の方は事前
にエスパスへお申し出ください。
講　師▶石原浩治、谷本吉照
内　容▶２日間でドラムの基礎的な奏法から簡単なリズムを覚えても

らい、実際のバンドで課題曲を演奏してライブの体験まで楽
しめます。

令和３年11/21（日）
ハートフルコンサート2021
ピアノ、ヴァイオリン、チェロによる室内楽コンサート

……………………………………………………………………………
子どもたちとプロのすばらしい演奏にご注目ください。
会　場▶エスパスホール　全席自由

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に配慮した客席
のため、座席に限りがございます。

時　間▶開場13:00　開演13:30
料　金▶900円
出　演▶地域の子どもたち（P）、田中郁也（Vｎ）、谷口賢記（Vc）、
　　　　鳥越由美（P）
主　催▶津山バスティン研究会

共催

募集
令和３年11/23（火・祝）
茂山狂言会　真庭公演

……………………………………………………………………………
演目は附子（ぶす）と濯ぎ川（すすぎがわ）です。エ
スパスジュニアシート対象公演ですのでぜひご
利用ください。
会　場▶エスパスホール　全席自由
時　間▶開場12:45　開演13:30～15:00　
料　金▶一般2,200円　高校生以下1,100円　

※ジュニアシート（真庭市内の小中学生）
　500円
※ジュニアシートご希望の
方は事前にエスパスセン
ターにお申込みください。

出　演▶田賀屋　夙生（解説）
＜附子（ぶす）＞
茂山宗彦（太郎冠者）
茂山千之丞（次郎冠者）
山下守之（主人）
＜濯ぎ川（すすぎがわ）＞
島田洋海（聟）
田賀屋夙生（姑）
山下守之（女）

ローソンチケット▶【Lコード：62691】

令和３年12/19（日）
構成劇 第九
（エスパス第九演奏会指揮者・萩原勇一先生オリジナル作品）

……………………………………………………………………………
今年はピアノ４手連弾版で、１～3楽章まではオリジナ
ル台本に基づく構成劇と併せた抜粋での演奏、４楽章
は合唱を加えた全曲の演奏となります。是非、今まで
にない「第九」をお楽しみください。
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▶一般1,500円（会員1,300円）
　　　　高校生以下1,000円（会員900円）
プログラム▶L.Vベートーヴェン：交響曲第９番　ニ短調作品125
　　　　　「合唱」（ピアノ４手連弾版）
出　演▶エスパス第九合唱団、米田佳子・湯浅　彩（ピアノ）、
　　　　今井　勉（演者）、鈴木英子（合唱指揮・指導）、
　　　　橋本美由紀・寺尾明子（合唱指導）、萩原勇一（構成・指揮）

茂山宗彦
（しげやまもとひこ）

島田洋海
（しまだひろみ）

山下守之
（やましたもりゆき）

構成・指揮  萩原勇一

茂山 千之丞
（しげやませんのじょう）

田賀屋夙生
（たがやはやお）

公演

コンサート

※11月に行う催しは、工事のため、ホール空調が動かな
い可能性がありますので、各自服装で調整していただ
きますようお願いいたします。


