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今年の定期演奏会は本格的なクラシックだけど、聴きやすい曲を集めました。
動物の謝肉祭は、お子様にも楽しんでいただける曲です♪

今回も約１時間のコンサートですので、夏休みのお子様もご一緒にお気軽にお越しください♪
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指 　 揮　萩原　勇一

エスパス管弦楽団
コンサートマスター 中野　　了

エスパスセンター開館25周年記念

全席自由全席自由全席自由全席自由

サン＝サーンス：動物の謝肉祭
モーツァルト：トルコ行進曲
モーツァルト：交響曲第35番 ニ長調 K.385「ハフナー」

※曲目が変更になる場合があります。※曲目が変更になる場合があります。

久世図書館　
夏の名画鑑賞会
●令和４年７月24日（日）

　夏といえば怖い話…でもちょっぴり苦手という
人も。ならばと今回は午前に人を驚かすのが嫌いな
可愛いオバケのお話「キャスパー」を上映します。

「羊さん救出大作戦」など８つのお話をお送りします。そして午
後はクラシック名作映画シリーズより「地上（ここ）より永遠に」。
戦争の空しさや戦時下で苦悩する男女の愛を名匠フレッド・ジ
ンネマンが反骨の気概をもって描ききった秀作です。アカデミー
賞８部門を受賞した力作をお楽しみください。           Pen.森元

久世図書館
体験！夏休み図書館ボランティア募集中！
●令和４年７月29日（金）、
　　　　　８月 ５日（金）・12日（金）・19日（金）
今年も、夏休み恒例の「図書館ボランティア」の受付が始
まりました。夏休み期間中毎週金曜日の午前10時から２
時間、書棚の本の整理をしていただきます。小学３年生以
上で２回参加できそうな方、ぜひお申込ください。決まっ
たルールに沿って本を並べていく作業はとても地道なもの
ですが、はまると熱中できて楽しいものです。読みたい！
と思う本にも出会えますしね。ぜひご参加いただき体験し
てください！　　　　　　　　　　　　　　　　Pen.中尾

有森博ピアノリサイタル
ロシアピアニズムの系譜Vol.17「記憶の渦」
●令和４年９月25日（日）
岡山県出身のピアニスト有森博さんのピアノリサイタルは今年17回目の
開催となります。有森さんの演奏テクニックと美しい音は聴いていても時間
を忘れるほど引き込まれる魅力があります。そして、毎回なかなか聴くこと
ができない曲が聴けるのもこのリサイタルのお薦めのひとつです。今年の
注目は、プロコフィエフの初期のソナタの演奏があることです。このピアノ
ソナタの１番から３番までが続けて聴けることはとても貴重だそうです。ぜ
ひエスパスホールでその演奏をご堪能ください。　　　　　 　　Pen.野村

舞踊集団宮坂流エスパス公演
●令和４年９月11日（日）
華やかに、艶やかに唄い舞う舞踊集団宮坂流を観

れば楽しく元気になれること間違いなし！みんなで
ワイワイ楽しむ演目から、舞踊の魂が光る美しい演
目まで、今回も皆さんの心を魅了しますよ。毎年足
を運んでくださる宮坂ファンの皆様も、まだ見たこ
とがないという皆様も、舞踊集団宮坂流エスパス公
演をお見逃しなく!!                               Pen.岡村

施設ご利用の
お客様への
お願い

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 ※エスパスで開催するすべての公演は新型コ

ロナウイルス感染症対策を行っており、客
席も同対策に配慮した内容となります。
　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。
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真庭いきいきテレビ（MIT）
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■プレイガイドでのチケットの取扱いは、エスパスセンターまでお問い合わせください。また、残券状況は各プレイガイドにお問い合わせください。■エスパスセンターの主
催事業について、エスパスホール倶楽部会員は特記がない限り、1週間前の先行発売となります。■料金は税込価格です。■公演中止を除き、どんな事情でもチケットの払
戻しはできません。■チケットの電話予約はしておりません。（エスパスホール倶楽部は除く）■エスパスセンター窓口に限り、障がい者割引等の減免対応をしております。

７月の休館日 ６日（水）、 13日（水）、 20日（水）、 27日（水）

再生紙を使用しています。

リリリレレレーーーエエエッッッセセセイイイ
　コロナの影響で定期演奏会の中止を余儀なくされて２年、ようやく開催ができまし
た。エスパス合唱団は今年で設立20周年の節目を迎え、この演奏会で今まで支えて
くださった地域の皆様に何か恩返しができないかと考え、指導者と団員で実行委員会
を立ち上げました。岡山県出身の作曲家・山中千佳子さんに記念曲の作詞作曲を委
嘱し、「ふれる、あいのうた」という合唱曲と「True Garden トゥルー・ガーデン ～
真庭愛唱歌～」の２曲が完成、今回初披露しました。ともにふるさと・真庭をテーマに
した曲で、優しく温かいメロディーに真庭の四季や情景、触れ合いの大切さなどを乗
せた心温まる曲となっています。この初演を皮切りに今後は近隣のコーラスグループや
小中学校などに広め、曲を通じて真庭の音楽の輪が広がることを団員一同願っており
ます。「True Garden トゥルー・ガーデン ～真庭愛唱歌～」の楽譜は、エスパスセン
ター窓口で希望される方に配布していますので、お気軽にお問い合わせください。                                   

Pen.藤森

エスパス合唱団
20周年記念定期演奏会

令和４年度文化振興に
ご支援いただいている
エスパス法人会員
　（順不同・敬称略）

●株式会社平田建設 ●山下木材株式会社 ●東真産業株式会社 ●銘建工業株式会社
●株式会社 廣陽本社 ●あいでんグループ ●一般社団法人 真庭観光局 ●ふくしま歯科医院
●株式会社辻本店 ●医療法人前原医院 ●有限会社ダスキン作州 ●マニワ事務機
●松坂内科医院 ●株式会社中国銀行 ●医療法人 洗心堂 宮島医院 ●株式会社ガット
●美作防疫コンサルタント有限会社 ●ヤマハサウンドシステム株式会社大阪営業所 
●農業法人ひるぜんワイン有限会社 ●真庭バイオマス発電株式会社
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公益財団法人 真庭エスパス文化振興財団 情報紙

令和４年
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▼

公益財団法人

〒719-3214  岡山県真庭市鍋屋17-1
真庭エスパス文化振興財団

■TEL／FAX
■MAIL
■HP
■メール会員
■公式Facebook https://www.facebook.com/maniwaespace
■公式Instagram espace1997 ■公式LINE ID：@tiz5879w
■公式Twitter ID：@espace1997

0867-42-7000／0867-42-7202
espace@kuse-espace.jp
https://kuse-espace.jp
espace-mail@kuse-espace.jp

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



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
●７月の休館日／６日㈬、13日㈬、20日㈬、27日㈬
●５月の新着図書／126冊 ●蔵書数／66,244冊 
●来館者／2,816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▶７月４・11・18・25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▶７月２・９・16・23・30日
開催時間▶11:00～11:30
７月のテーマ▶「どうぶつ」
■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▶７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▶７月15日㈮
開催時間▶10:00～11:30
テーマ▶「チェーホフ作品（桜の園 他）」

■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▶７月22日㈮
開催時間▶10:00～11:30
テーマ▶「松風の巻その３」
■やってみよう！どうぶつしょうぎ（３歳以上対象）
開催日▶７月23日㈯
開催時間▶11:30～12:30
募集人数▶10名（予約が必要です）
受付締切▶７月17日㈰　18:00
■縁台将棋（小学生以上対象）
開催日▶７月23日㈯
開催時間▶13:00～15:00
募集人数▶10名（予約が必要です）
受付締切▶７月17日㈰　18:00
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。
■体験！夏休み図書館ボランティア募集中！
　（小学３年生以上・２回参加できる方）
開催日▶７月29日㈮、８月５日㈮・12日㈮・19日㈮
開催時間▶10:00～12:00
ボランティア内容▶本の整理等
募集人数▶10名（予約が必要です）
お子様たち！夏休みの自由研究にお役立てください。
■一行ブックス
開催日時▶７月23日㈯　 ９:00～　無くなり次第終了
秘密の本（図書館の本にカバーをして中を見えなくしています）を
数少ない手がかりから選んで借りてみよう！

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。）
　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
をお渡しします。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。

　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。

コンサート
令和４年10/15（土）
エスパスセンター開館25周年記念
LUMIE（ルミエサクソフォンカルテット）
SAXOPHONE　QUARTET

…………………………………………………………………………
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2,000円　高校生以下1,000円
　　　　※未就学児入場不可
　　　　ジュニアシート（真庭市内の小中学生）先着50席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▶ルミエサクソフォンカルテット
曲　目▶長生淳：トルヴェールの惑星より《彗星》／M.ラヴェ
ル：ボレロ／M.ラヴェル：弦楽四重奏曲ヘ長調　ほか
※ローソンチケットでも購入できます。（Lコード：63319）

募集
令和４年7/25（月）・26（火）
夏休みに絵の宿題をガンバリ隊 in 久世公民館
～久世公民館連携事業～

…………………………………………………………………………
会　場▶久世公民館　大ホール
参加費▶無料
対　象▶真庭市在住の小学生１～３年生　
タイムスケジュール▶
9:30～９:50 受付
9:50～ 説明
10:00～12:00 夏休みの宿題「絵」を描こう！
描きたいものを予め決めておいてください。
持ってくるもの▶画板／画用紙／絵の具セット／水入れ／クレパス
　　　　　　　　（１年生）／ぞうきん／筆記用具／水筒
後　援▶真庭市・真庭市教育委員会
募集開始▶令和４年７月１日㈮　10:00～
※先着30名ずつ
※25日、26日のいずれかをお選びください。

エスパスセンター開館25周年記念
エスパス管弦楽団第18回定期演奏会

コンサート
令和４年
8/7（日）
令和４年
8/7（日）

竹田　歌穂
（Baritone）

戸村　愛美
（Alto）

住谷　美帆
（Soprano）

中嶋　紗也
（Tenor）

2week gallery― 私の小さな個展 ―
…………………………………………………………………………
手作りの制作作品、造形物、雑貨、絵、書、油絵、ぬり絵、折り紙、プラモデ
ル、写真など出展してくださる方を大募集中です。お気軽にエスパスま
でお問い合わせください。２週間の小さな個展を開いてみましょう♪
内　容▶エスパスインフォメーション横のスペースに２週間展示で

きる作品を募集しています。
展示スペースサイズ▶
①高さ約40㎝×横幅約35㎝×
奥行50㎝のスペースが２カ所。

②作品が大きめの場合は壁掛け
展示もあります。
出展料▶１ブース500円
　　　　（花水木ドリンクチケット付）
・出展者の方にはエスパスセン
ター内の花水木でワンドリンク
サービスさせていただきます。

募集

コンサート 令和４年8/21（日）
子どもと楽しむ音楽会
～はじめてのオーケストラ体験～

…………………………………………………………………………
岡山フィルハーモニック管弦楽団が
奏でる音楽を、小さなお子様と一緒
に親子で楽しめるコンサートです。
会　場▶エスパスホール　全席指定
時　間▶開場10:30　
　　　　開演11:00
　　　　（12:00終演予定）
料　金▶500円　
出　演▶岡山フィルハーモニック管弦楽団
指　揮▶浦　優介
主　催▶真庭市・（公財）岡山文化芸術創造・
　　　（公財）真庭エスパス文化振興財団

浦　優介

有森　博

コンサート
令和４年9/25（日）
エスパスセンター開館25周年記念
有森博ピアノリサイタル
ロシアピアニズムの系譜Vol.17「記憶の渦」

…………………………………………………………………………
いつもとは違う視点で楽しめる
コンサートをお楽しみください。
会　場▶エスパスホール
　　　　サロン風空間　全席自由
時　間▶開場14:15　開演15:00　
料　金▶一般3,300円
　　　　高校生以下1,100円
　　　　※未就学児入場不可
　　　　ジュニアシート（真庭市内の小中学生）
　　　　先着20席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▶有森　博
曲　目▶スクリャービン：10のマズルカ作品３より
第1番～第6番／コセンコ：古い舞曲の様式による
11の練習曲作品19より第1番ガヴォット変ニ長調、第10番パッサ
カリアト短調／プロコフィエフ：ピアノソナタ第1番へ短調作品1
／プロコフィエフ：ピアノソナタ第2番ニ短調作品14／プロコフィ
エフ：ピアノソナタ第3番イ短調作品28「古い手帳から」
※ローソンチケットでも購入できます。（Lコード：63360）

喫茶
花水木 今月のおすすめ

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）　
　　　　６歳～高校生以下600円　キッズ３歳～５歳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）
　　　　※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。
曲　目▶モーツァルト：サン＝サーンス：動物の謝肉祭／トルコ

行進曲／モーツァルト：交響曲第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」※曲目が変更になる場合があります。

出演者▶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
※ローソンチケットでも購入できます。（Lコード：63284）

■本格的なクラシックだけど、聴きやすい曲を集めました。
プログラムの１曲はサン＝サーンスの動物の謝肉祭です。
「ライオン」「ぞう」「白鳥」などの動物たちを描写しつつ、ユーモアと風刺とが色濃く漂う動物園の幻想曲です。
きっとお子様にも楽しんでいただける1曲ですよ♪
もう１曲は、モーツァルトのトルコ行進曲です。誰でも一度は聴いたことのあるこの曲をエスパスホールで聴いてみてください。
生で聴くオーケストラのトルコ行進曲は迫力がありますよ。そして、モーツァルトの交響曲第35番ニ長調K.385「ハフナー」もパ
ワフルな主題に始まり、カノン風の展開から行進曲のような流れになったりと広い音域を楽しむことのできる曲です。夏の暑い日が
続きますが涼しいホールでゆっくりと音楽をお楽しみください。

令和４年9/11（日）
エスパスセンター開館25周年記念
舞踊集団宮坂流エスパス公演

…………………………………………………………………………
舞踊集団宮坂流がアレンジした
民謡民舞の魅力をぜひご覧ください。
会　場▶エスパスホール
時　間▶開場：13:30
　　　　開演：14:00
料　金▶一般2,200円
　　　　高校生以下1,100円
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、福光壽昭、池田和輝、坪井昌子、村上道子、
　　　　　宝扇流社中、石丸孝人
※ローソンチケットでも購入できます。（Lコード：63359）

公演

400円（税込）
リンゴと桃のケーキ

400円（税込）
オレンジのズコットケーキ


