
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 』

9／252022.
（日）

開場 14：15  開演 15：00
エスパスホール
サロン風空間 【全席自由】

エスパスホール
９月11日㈰
2022年

開 場 13時30分  開 演 14時00分　
全席自由

エ ス パ ス セ ン タ ー 開 館 2 5 周 年 記 念

（共催）
HAYAKAWA-TAIKO　LIVE No.60
早川太鼓爆音演奏会2022
LUNATIC
●令和４年９月18日（日）

今年も和の爆音を響かせます！早川太鼓爆音演奏会2022をエスパススタ
ジオで開催します。スタジオで聴く和太鼓の音は正に爆音というにふさわし
い迫力があります。ホールではなくスタジオでのコンサートは間近で早川太
鼓のメンバーの力強く、一心不乱に楽しみながら演奏する姿を観ることがで
きます。観ている方も楽しくなってきますよ♪ぜひ皆様もご一緒に和太鼓の
雰囲気を体感して楽しんでください。      　　　　　　　　　　    Pen.岡村

たにぞうの親子で
歌って・踊って・笑ってコンサート！
●令和４年10月９日（日）
　たにぞうさん、リカさんによる歌や体操、
絵本コーナーなどがある毎年大人気の楽しい
コンサートです。たにぞうさんは、「ブン
バ・ボーン！」「しゅりけんにんじゃ」など
の他、NHKの「おかあさんといっしょ」でお
なじみの曲を多数作詞されており、振り付け
も担当されています。チケットは全席指定と
なっておりますので、よいお席はお早めにお
買い求めください。大人も子どもも楽しめる
コンサートですのでぜひご家族でのご来場を
お待ちしております。                     Pen.竹林

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）
（エスパスセンター休館時）
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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。

８月の休館日 ３日（水）、 10日（水）、 17日（水）、 24日（水）、 31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

　去る6月５日㈰、鼓童ワン・アース・ツアー「童」を開催しました。エスパスセンター開館前のエスパス
シリーズVol.0の公演として鼓童の皆さんをお迎えしたことからエスパスの歴史が始まりました。今ま
でに何度かお招きさせていただいていますが今回は11年ぶりとなり、久しぶりに真庭市民の皆様はもち
ろん、市内外からのお客様に鼓童の演奏をご堪能いただきました。今回
の公演は鼓童にとっても創立40周年ツアーであり、この「童」は身体と音
のシンプルな表現がテーマとなった内容で鼓童の伝統的な演目や今の若
い世代の皆さんが作曲した曲も盛り込まれた構成で、お客様から大変ご
好評をいただきました。
　今年はおかげさまで開館25周年を迎えることができ、改めて市民の皆
様に支えられてきた25年だと感じています。今後も初心を忘れることな
く、時代の変化に対応しながらお客様のニーズにお応えし、皆様にとって
必要な施設を目指してまいりたいと思っております。             Pen.井尾

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

喫茶
花水木 今月のおすすめ

エスパスセンター開館25周年記念

鼓動創立40周年ツアー　鼓動ワン・アース・
ツアー「童」

400円各
（税込）

抹茶の
ロールケー

キ 抹茶の
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抹茶のロールケーキ
抹茶のチーズケーキ

8
発
行
：
令
和
４
年
８
月
１
日

 （
公
財
）真
庭
エ
ス
パ
ス
文
化
振
興
財
団

〒
７
１
９‒

３
２
１
４  

岡
山
県
真
庭
市
鍋
屋
1
7‒

１

Ｔ
Ｅ
Ｌ
．０
８
６
７‒

４
２‒

７
０
０
０  

Ｆ
Ａ
Ｘ
．０
８
６
７‒

４
２‒

７
２
０
２

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
●８月の休館日／３日㈬、10日㈬、17日㈬、24日㈬、31日㈬
●６月の新着図書／132冊 ●蔵書数／66,368冊 
●来館者／2,572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▶８月１・８・22・29日（15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▶８月６・20・27日（13日はお休み）
開催時間▶11:00～11:30
８月のテーマ▶「ボランティアさんのおすすめ♡」

■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▶８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▶８月19日㈮ 開催時間▶10:00～11:30
テーマ▶「トルストイ作品（イワンのばか）」
■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▶８月26日㈮ 開催時間▶10:00～11:30
テーマ▶「薄雲の巻その１」
■やってみよう！どうぶつしょうぎ（3歳以上対象）
開催日▶８月27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▶８月21日㈰　18:00
■縁台将棋（小学生以上対象）
開催日▶８月27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▶８月21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？

コンサート
令和４年10/16（日）
エスパス合唱団
湯原あったかコンサート

…………………………………………………………………………
会　場▶湯原ふれあいセンター
時　間▶開場13:00　開演13:30
料　金▶入場無料
　　　　※座席の数に限りがございます。
出　演▶エスパス少年少女合唱団、エスパス混声合唱団
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）／となりのトトロ（女声）瑠璃色
の地球／糸／からす／ほたるこい（男声）昴／少年時代／斎太郎節
／はるかな友に（混声）蒜山高原／混声合唱のための唱歌メドレー
『ふるさとの四季』より村祭、紅葉／混声合唱のための「ふれる、あい
のうた」（合同）True Garden

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）

竹田　歌穂
（Baritone）

戸村　愛美
（Alto）

住谷　美帆
（Soprano）

中嶋　紗也
（Tenor）

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）

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

……………………………………………………………………
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

令和４年8/7（日）
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"

…………………………………………………………………………
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）
　　　　※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：トルコ行進曲／サン＝サーンス：動物の謝
肉祭／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▶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）

コンサート

榎沢りかたにぞう

コンサート
令和４年10/9（日）
たにぞうの親子で
歌って・踊って・笑ってコンサート！

…………………………………………………………………………
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▶700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

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。
　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。令和４年9/18（日）

HAYAKAWA-TAIKO　LIVE No.60
早川太鼓爆音演奏会2022
LUNATIC

…………………………………………………………………………
和太鼓の爆音を体感してください。
会　場▶エスパススタジオ
時　間▶開場13:30　開演14:00
料　金▶入場料2,000円
主　催▶早川太鼓

共催

令和４年10/30（日）
大人も楽しめる子どものための公演
「がまくんとかえるくん」
「アナンシと５」

…………………………………………………………………………
会　場▶勝山文化センター　ポンテホール　全席自由
時　間▶１回目　開場10:30　開演11:00
　　　　２回目　開場13:30　開演14:00
料　金▶親子ペア券2,500円　一般2,000円　高校生以下700円
　　　　＜完全入替制＞
演目（あらすじ）▶
作品「がまくんとかえるくん」
晴れた日の朝。かえるくんはがまくんのお家を訪ねますが、がまくん
の部屋は散らかりっぱなし。がまくんは片付けも掃除も「明日やる
よ」と言って浮かない様子。「ぼく、憂鬱なんだ。何もかも明日やると
思うとね」せっかくの一日、がまくんとかえるくんはどう過ごすので
しょうか。
作品「アナンシと５」
いろんな動物が暮らすのどかな島に、「５」という名前の魔女がいる。
彼女はこの名前が大きらい。世界に向けて「『５』という名前を言った
者は、死んでしまえ！」という呪いをかけます。これをこっそり聞いて
いたずるがしこいアナンシが、悪だくみを思いつきます。
出　演▶鳥の劇場
※ローソンチケットでも購入できます。（Lコード：63431）

公演

令和４年10/6（木）～18（火）※水曜日休館
彩彩展（YANABI教室の作品展）

…………………………………………………………………………
油絵・水彩・デッサン・色彩構成　等の作品展です。
会　場▶旧遷喬尋常小学校　２F教室
　　　　（松田学級、実村学級）
時　間▶9:30～17:30
料　金▶入場無料
主　催▶YANABI（柳通り美術教室）
問い合わせ▶090-1180-2370（水嶋）

共催

令和４年8/26（金）
「われ弱ければ　矢嶋楫子伝」

…………………………………………………………………………
明治大正という、女性が一人の人間として尊重されることのなかっ
た時代に、女子教育に力を注ぎ、女性解放運動に生涯を捧げた矢嶋
楫子。その素晴らしい生き方を描いた作品です。
会　場▶エスパスホール　全席自由
時　間▶１回目　開場13:30　上映14:00
　　　　２回目　開場18:00　上映18:30
料　金▶前売券　一般1,000円　高校生以下500円
　　　　当日券1,500円　ほか　※製作協力券にても入場可
出　演▶常盤貴子、石黒賢、渡辺いっけい、キコ・ウィルソン 他
プレイガイド▶エスパスセンター
主催・問い合わせ▶映画「われ弱ければ」真庭実行委員会　　　　
　　　　　　　　　090-4693-3876
備　考▶各上映時に山田火砂子監督の舞台挨拶を予定しております。
　　  　（14:00は上映後、18:30回は上映前）

共催


