
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
●12月の休館日／
１日㈬、８日㈬、15日㈬、22日㈬、29日㈬～31日㈮
●10月の新着図書／133冊 ●蔵書数／67,371冊 
●来館者／2,856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▶12月６・13・20・27日
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▶12月４・11・18・25日
開催時間▶11:00 ～ 11:30
12月のテーマ▶「ほかほか」
■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▶12月10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▶12月17日㈮ 開催時間▶10:00 ～ 11:30
テーマ▶「小川洋子作品（小箱）」
■クリスマスカードを作ろう！（小学生以上対象）参加者募集！
開催日▶12月19日㈰ 開催時間▶13:30 ～ 15:00
募集人数▶10名（先着順） 受付開始▶12月４日㈯　9:00 ～
大切な人に手作りカードを贈ってみませんか♡
■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▶12月24日㈮ 開催時間▶10:00 ～ 11:30
テーマ▶「澪標の巻その７」
■やってみよう！どうぶつしょうぎ（3歳以上対象）
開催日▶12月25日㈯ 開催時間▶11:30 ～ 12:30
■縁台将棋（小学生以上対象）
開催日▶12月25日㈯ 開催時間▶13:00 ～ 15:00
■百人一首大会（小学生以上対象）参加者募集！
開催日▶1月16日㈰ 開催時間▶13:30 ～ 15:00
会　場▶ミーティングルーム
募集人数▶小学生12名、中学生～一般６名（先着順）
受付開始▶12月18日㈯　9:00 ～
初心者大歓迎！大人も子どもも体験してみませんか？

スタンプ

※当日券の割引について
シネエスパ当日にチケットを購入される方
は、この情報紙を持参してください。持参し
ていただいた方には、当日券を3枚まで前
売券と同じ金額でご購入いただけます。

映画
ポンテで

構成劇 第九

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。ぜひ、今までにない「第
九」をお楽しみください。
場　所▶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）

コンサート
令和３年

12/19（日）
令和３年

12/19（日）
令和４年2/20（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〉ラブ・フロッグズ【Pops】／
ホスピタルズ【Pops】／アンバーライ
ト【Rock】／ Acoustic Band勇次【長
渕剛カバー】／ SOBERPLAN【Rock】
〈ダンス〉Crest☆

令和４年2/23（水・祝）
たにぞうの親子で歌って・踊って・
笑ってコンサート！

……………………………………………………………………………
帰ってきた!!たにぞうさんのステージで元気に楽しんじゃおう♪
会　場▶エスパスホール　全席指定
時　間▶開場10:00　開演10:30
料　金▶600円　
※３歳以上の方は入場料が必要です。
２歳以下の方はひざに抱くと無料
ですが、お席が必要な方は有料と
なります。

※会員割引はございません。
出　演▶たにぞう、榎沢りか

初心者のための音楽ワークショップ
弾いてみよう！ヴァイオリン 参加者募集中！

……………………………………………………………………………
中学生以上を対象にしたヴァイオリンの初心者体験ワークショップ
です。
日　時▶令和４年１月23日㈰  会　場▶エスパスホール 
参加費▶800円 時　間▶14:00～15:30 
対象年齢▶一般（中学生以上） 募集定員▶先着６名
体験内容▶ヴァイオリンのお話を聞いて、触って弾いてみましょう。
講　師▶中野　了
プロフィール▶くらしき作陽大学卒業。現在、アン
サンブル早島の講師兼アシスタントコンダクター、笠
岡弦楽合奏団「アニマート」音楽監督、真庭ジュニア
オーケストラ講師、倉敷ジュニアフィルハーモニー
オーケストラの講師兼アシスタントコンダクター、エ
スパス弦楽教室講師、中野音楽教室主宰。くらしき
作陽大学特別非常勤講師。

令和３年12/26（日）
ポンテホールでシネエスパ「竜とそばかすの姫」

……………………………………………………………………………
あらすじ▶女子高生のすずは、あ
る日、友人に誘われ仮想世界「U
（ユー）」の世界に足を踏み入れる。
仮想世界では自然と歌うことがで
き、自作の歌を披露するうちにベル
は世界中から注目される存在と
なっていく。
会　場▶勝山ポンテホール（全席自由）
時　間▶１回目 開場9:30 開演10:00
　　　　２回目 開場13:00 開演13:30
料　金▶一般1,300円　高校生以下800円  当日200円増〈完全入替制〉

３歳以上はチケットが必要です。
２歳以下は膝上鑑賞無料ですが、席に座る場合はチケット
が必要です。

募集

募集

募集

募集 初心者のための音楽ワークショップ
弾いてみよう！コントラバス 参加者募集中！

……………………………………………………………………………
中学生以上を対象にしたコントラバスの初心者体験ワークショップです。
日　時▶令和４年２月６日㈰  会　場▶エスパスホール 
参加費▶800円 時　間▶14:00～15:30 
対象年齢▶一般（中学生以上） 募集定員▶先着４名
体験内容▶・コントラバスのお話を聞いて、触ってみましょう。
　　　　　・第九の1フレーズを弾いてみましょう。
講　師▶嶋田真志
プロフィール▶東京藝術大学音楽学部器楽科卒業、
ドイツ ヴュルツブルク音楽大学大学院留学。現在、
岡山フィルハーモニック管弦楽団団員、岡山市ジュニ
アオーケストラ指導員、エスパス弦楽教室講師。

はじめてのドラム教室３
参加者募集中！

……………………………………………………………………………
「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。

構成・指揮  萩原勇一

榎沢りかたにぞう

コンサート

コンサート
令和４年1/23（日） 
第１回 くるま de フリマ 出店者募集中!!

……………………………………………………………………………
恒例のエスパス館内フリーマーケットを新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、屋外で開催します。出品する商品は車の中に陳列
し、販売をします。
不用品、雑貨、手作り品、野菜、飲食物などの
出店ができ、新しいスタイルで誰でも気軽に参
加できるフリーマーケットです。
会　場▶エスパス土広場
時　間▶10:00～13:00
イベントの詳細は特設サイトのQRコードを読
み込み、アクセスしてください。

令和４年1/30（日） 
エスパス管弦楽団
New Year Concert 2022

……………………………………………………………………………
定期演奏会とはガラッと雰囲気が変わって、皆様に耳馴染みのある
曲をたくさん集めました！約1時間の楽しいコンサートですので、
お気軽にお越しください♪
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1,200円（会員1,100円）
　　　　小学生～高校生600円　
　　　　キッズ（未就学児）300円
　　　　※キッズと高校生以下の会員
　　　　　割引はございません。
ジュニアシート（真庭市内の小中学生） 無料（先着50名様）
※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▶エスパス管弦楽団
コンサートマスター▶中野　了
指　揮▶萩原勇一
プログラム▶ゲーム音楽／［ジュニアの子どもたちコーナー］エー
デルワイス／ヴィヴァルディ：２つのヴァイオリンのためのコン
チェルト／見上げてごらん夜の星を（いずみたく／Arr.萩原勇一）
／愛の賛歌（E.Piaf＆M.Monnot／Arr.萩原勇一）／川の流れのよ
うに（見岳章／竜崎隆路／Arr.萩原勇一）／サウンド・オブ・
ミュージック（リチャード・ロジャース）
※曲順未定　※曲目は変更になる場合がございます。
※ローソンチケットでも購入できます。（Lコード：62348）

中野　了 嶋田真志

コンサート

■今年の第九はいつもと違う!?こんな時だからこそ楽しめるエスパスの第九です♪

　「NAOTO&清塚信也　アコースティック・デュオ
コンサート」のチケットは完売いたしました。ありが
とうございました。従って、当日券の発売はありませ
んので、ご了承ください。

令和４年2/4（金） 
NAOTO＆清塚信也
アコースティック・デュオコンサート

完売
御礼

ジュニアシートのご案内ジュニアシートのご案内
　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。）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。
　また、ご希望のお子様は、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。

※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。

くるま de フリマ
特設サイト


