
榎沢りかたにぞう

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
●２月の休館日／２日㈬、９日㈬、16日㈬、24日㈭
●12月の新着図書／171冊 ●蔵書数／67,666冊 
●来館者／2,491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▶２月７・14・21・28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▶２月５・12・19・26日
開催時間▶11:00 ～ 11:30
２月のテーマ▶「とんだりはねたり」
■読んで楽しむ伊勢物語（主催：「伊勢物語」有志の会）（一般対象）
開催日▶２月11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▶2月18日㈮
開催時間▶10:00 ～ 11:30
テーマ▶「森鴎外作品(雁)」
■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▶２月25日㈮
開催時間▶10:00 ～ 11:30
テーマ▶「蓬生の巻その２」
■やってみよう！どうぶつしょうぎ（3歳以上対象）
開催日▶２月26日㈯
開催時間▶11:30 ～ 12:30
■縁台将棋（小学生以上対象）
開催日▶２月26日㈯
開催時間▶13:00 ～ 15:00
初心者大歓迎！大人も子どもも体験してみませんか？
■くるくる図書便
開催期間▶２月１日㈫～７月31日㈰
市内７館のおすすめ本が１ヶ月ごとにやってくる！初見の本がいっ
ぱいですよ。

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

令和４年3/13（日）
エスパス合唱団 20周年記念定期演奏会

……………………………………………………………………………
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
指　揮▶鈴木英子
ピアノ▶橋本美由紀／寺尾明子
スペシャルゲスト▶山中千佳子
　　　　　　　　　（エスパス合唱団20周年記念曲を作詞・作曲）
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／地球の歌／True Garden 
トゥルー・ガーデン～真庭愛唱歌～（エスパス合唱団20周年記念委嘱作
品）（女声）からす／ほたるこい（男声）少年時代／昴（混声）蒜山高原／
Soseki Natsume Memorial／混声合唱のための「大地と海と人のう
た」／ふれる、あいのうた（エスパス合
唱団20周年記念委嘱作品）
※都合により曲目が変更になる場合が
ございます。

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　令和４年２月19日㈯　17:30～20:00
　　　　２回目　令和４年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！

……………………………………………………………………………
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

令和４年3/20（日）
HAYAKAWA-TAIKO LIVE No.59
早川太鼓35周年エスパスの陣・弐拾四
合縁奇縁

……………………………………………………………………………
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
　　　　高校生以下1,000円
出　演▶早川太鼓／エスパス和太鼓
　　　　クラブ
構成・演出▶Mr.K
ジュニアシート（真庭市内の小中学生） 無料（先着20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。　

令和４年4/3（日）
Dance Club VIVO 第４回発表会
The Moment　

……………………………………………………………………………
今回で４回目となる Dance Club 
VIVO の発表会です。ぜひご来場くだ
さい！
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▶入場無料
出　演▶Dance Club VIVO

令和４年4/29（金・祝）
スタインウェイピアノ・リレーコンサート

……………………………………………………………………………
世界三大ピアノのひとつ、スタインウェ
イの音色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8:45　開演9:00
料　金▶観覧無料
出演費▶お一人につき、
　　　　５分以内1,200円、
　　　　または10分以内1,700円

※連弾は、お一人ずつ出演費をいただきます。
※納入された出演費は、原則としてお返しいたしません。

募集要項▶演奏は1人（１組）5分以内、または10分以内のどちら
かです。時間内であれば何曲演奏してもかまいません。②曲目は自
由で、連弾も可能です。③未就学児は保護者同伴でお願いします。
申込方法▶申込書に出演費を添えて、エスパスセンターへお申込みく
ださい。郵送、またはFAXの場合は、出演費を下記の口座にお振込
みいただくか、または現金書留でお送りください。お振込みの際は、
郵便局に備え付けの青色の「払込取扱票」をご利用ください。

※振込手数料はお客様負担でお願いいたします。
締　切▶令和４年４月１日㈮必着
後　援▶ピアノ工房アムズ

郵便口座番号 ０１３４０－９－４５０５１
加 入 者 名 （公財）真庭エスパス文化振興財団

共催

SKY-HIのライブが決定!!
エスパスセンター開館25周年記念！

【会場】 勝山ポンテホール 全席指定
【時間】 開場15：00 開演15：30
【料金】 6,800円（会員6,500円）
　　　（満席販売約700席）
エスパスホール倶楽部会員発売日：令和4年1月29日㈯　10:00～
一般発売日：令和4年2月6日㈰　10:00～
出　演▶SKY-HI　　制　作▶株式会社オフィス星野
※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。
プレイガイド▶エスパスセンター、ローソンチケット（Lコード：61800）、
　　　　　　 チケットぴあ（Pコード：210-871）

3月26日㈯
令和4年

３層チョコの
濃厚ドームケーキ

チョコレート
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各
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募集

募集

コンサート

公演

公演

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。

　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♪

コンサート

コンサート

山中千佳子

今、日本の音楽シーンで躍進し続けているSKY-HIのライブを
勝山ポンテホールでお楽しみください！

ラッパー、トラックメイカー、プロ
デューサーなど幅広く活動を行うアー
ティスト。
2005年にAAAのメンバーとしてデ
ビューし、同時期からSKY-HIとして
東京都内のクラブで活動をスタートさ
せる。
2017年５月には東京・日本武道館で
単独公演を開催。
2020年９月に初のベストアルバム
「SKY-HI's THE BEST」をリリース。
同年９月末には「才能を殺さないため
に。」をスローガンに自身の新会社・
BMSG（ビーエムエスジー）を設立し、
CEOとしても活躍の場を広げている。

＜プロフィール＞　SKY-HI（スカイハイ）


