
ローソンチケット（Lコード：63319）

ル ミ エ

Lumie 燦然と光を放つ～東京藝術大学同窓生により結成された、今注目の若手サクソフォン四重奏団～

ジュニアシートを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。
（真庭市内の小中学生　先着50席）

〇今回のコンサートのプログラムはどんな内容（曲目や
テーマなど見どころがあれば）でしょう？また演奏会で
はプログラム（曲目）をどのように決められていますか？

住谷）数年カルテットで活動する中で、おおよそのオリジナル作品は
演奏してきました。その中で私たちの公式Youtubeで21万回再生さ
れた長生淳作曲の「トルヴェールの惑星より《彗星》」、オーケスト
ラ作品の中でもサックスが大活躍するラヴェル作曲「ボレロ」、同じ
くラヴェル「弦楽四重奏曲（サックス4重奏版）」などを演奏します。
中嶋）私たちが演奏会をするとき、いつもチャレンジング（新たな
挑戦）な作品が入ります。
住谷）今回は弦楽四重奏曲が挑戦的な作品ですよね。ルミエの活
動が第２章に差し掛かろうしている今、演奏してみたかった作品で
あり今ならできるかなという意見が４人一致しました。
竹田）私たちのデビューコンサートで「クープランの墓（ラヴェル作
曲）」を演奏し、この時に改めてラヴェルの良さを４人で再認識しま
した。今回は弦楽四重奏曲ということでさらに誤魔化しの効かな
い、非常に繊細な表現が求められる曲だと思っています。大好きな
ラヴェルに敬意を持ちつつ挑戦したいです。
中嶋）弦楽四重奏をサックスで演奏するのはとても難しくて。でも
やりたい曲だからこそ挑戦してみようと思います！
戸村）ルミエで弦楽四重奏の中でも、このような大曲を演奏するの
は初めてでそのあたりも挑戦ですね。ルミエのサウンドでこの弦楽
四重奏曲を演奏するとどんな演奏になるのかぜひ注目してください。
住谷）しかも、ラヴェルの弦楽四重奏曲は今回私たちが独自に編曲
をします。みんなで相談しながら原曲の雰囲気をそのままに、サッ
クス４本で演奏できるように楽譜を調整するのも一つの挑戦です。

〇真庭公演・三原公演を楽しみにされているお客様へ
メッセージをお願いします。

住谷）絶対にご来場いただいたことを後悔させません。サックスカ
ルテットのオリジナル作品、サックスの魅力を感じていただけるアレ
ンジなど。ステージと客席が一体感を感じられる構成を計画してい
ます。
戸村）演奏会の２時間すべてを作り上げるということを大切にして
いますので演奏以外も楽しみにしてください。
竹田）ラヴェルの弦楽四重奏曲をサックスで聴けることは珍しいの
で楽しみにしてください。また、ボレロをサックス四重奏でやるとど
うなるの？と思われる方も多いと思います。4人のエネルギー満載な
演奏をお届けします！
中嶋）今回のコンサー
トは私たちにとっても
思い入れのある公演に
なること間違いないで
す。私たちのスタート地
点と言ってもよい広島
県、そのお隣の岡山県
でコンサートができる
ことはとても嬉しく思っ
ています。この時代だ
からこそ生演奏を、ルミ
エサクソフォンカルテッ
トを聴きにお越しくだ
さい。

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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エスパスセンター
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。

９月の休館日 7日（水）、 14日（水）、 21日（水）、 28日（水）

再生紙を使用しています。

喫茶
花水木 今月のおすすめ

400円各
（税込）

チョコレー
ト

    ムースケ
ーキ

ルミエサクソフォンカルテットの皆さんに
エスパスホールでのコンサートに向けてインタビューをしました♪
ルミエサクソフォンカルテットの皆さんに
エスパスホールでのコンサートに向けてインタビューをしました♪

竹田　歌穂
（Baritone）

戸村　愛美
（Alto）

住谷　美帆
（Soprano）

中嶋　紗也
（Tenor）

ベルギー
産チョコレ

ートの

濃厚ショコ
ラ

ベルギー産チョコレートの濃厚ショコラ
チョコレートムースケーキ
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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
●９月の休館日／５日㈪～10日㈯、14日㈬、21日㈬、28日㈬
●７月の新着図書／174冊 ●蔵書数／64,714冊 
●来館者／3,083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▶９月12・19・26日（５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▶９月３・17・24日（10日はお休み)
開催時間▶11:00～11:30 ９月のテーマ▶「植物」
■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▶９月９日㈮ 開催時間▶10:00～11:30
会　　場▶エスパス1階学習室

■読書会（主催：『読書会』有志の会）（一般対象）
開 催 日▶9月16日㈮ 開催時間▶10:00～11:30
テ ー マ▶「町田そのこ作品（宙ごはん）」
■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▶９月23日㈮ 開催時間▶10:00～11:30
テ ー マ▶「薄雲の巻その２」
■やってみよう！どうぶつしょうぎ（3歳以上対象）
開 催 日▶９月24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▶９月18日㈰　18:00
■縁台将棋（小学生以上対象）
開 催 日▶９月24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▶９月18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？
■ワークショップ「親子で挑戦！廃材コレクション（廃コレ）」参加者募集！
開 催 日▶10月30日㈰
開催時間▶1回目　10:00～12:00／２回目　13:30～15:30
会　　場▶エスパス１階会議研修室
対　　象▶５歳～小学生とその保護者（各回15組）
受付開始▶10月１日㈯　９:00～
自分だけのオリジナル服を作ってみよう！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。

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

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10/10（月・祝）
雨谷麻世　チャリティーコンサート

…………………………………………………………………………
会　場▶GREENable HIRUZEN パビリオン棟　入場無料
時　間▶開場14:00　開演14:30
プログラム▶アメイジンググレイス、カッチーニ：アヴェ・マリア、故郷 ほ

か　※都合により曲目が変更になる場合があります。
主　催▶真庭市

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」

…………………………………………………………………………
子どもと一緒に楽しめる演劇公演です。
会　場▶勝山文化センター ポンテホール 全席自由＜完全入替制＞
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
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
てだらけています。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

映 画
令和４年9/23（金・祝）
シネエスパ
「劇場版 仮面ライダーリバイス バトルファミリア」
同時上映「暴太郎戦隊 ドンブラザーズ」

…………………………………………………………………………
あらすじ▶謎の組織によって引き起こされた
ハイジャック事件に巻き込まれ、捕らわれた両
親と乗客たちの救出に向かう。そんな彼らの
前に、悪魔のギフと契約し、異形のライダーベ
ルトを手にした男、アヅマが立ちふさがる。テ
レビ版レギュラーキャストのほか、ゲストキャ
ストとして、真庭市出身・JO１の豆原一成さん
が「仮面ライダー」としてふるさとに帰ってく
る！豆ちゃんの「変身！」をお見逃しなく!!
会　場▶エスパスホール　全席自由
時　間▶１回目　開場 9:30　上映10:00
　　　　２回目　開場13:00　上映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。

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。

JO1
豆原一成さん

出 演

申請締切  令和４年９月30日㈮17:00 必着
ご希望の方は、エスパスまでお問い合わせください。

　真庭市民が主体となって行う文化活動の継続や新しい文化芸
術の掘り起こしによる元気な地域を創造する事業に助成します。
●助成対象者 
　真庭市内で文化活動を行う団体・個人
・申請者及び団体は真庭市内に住所を置き、真庭市で活動し
ていること

・申請団体のメンバーのうち真庭市在住者比率が50％以上で
あること

・単なる趣味・同好の活動、営利を目的としないこと
　（分野別の文化団体、実演芸術団体、NPO法人、実行委員会 等）

●助成対象事業
・真庭市の情報発信や情報化の推進に貢献する活動
・文化の香り豊かな潤いと活力ある真庭市の創造に寄与する活動
・共生社会へ向けた取組みと一体的な活動 他

●助成対象期間
　令和４年10月１日～ 令和５年３月31日
●助成額 上限100万円（但し、対象経費の１／２以内）
・他の助成を受けている場合は、その額を申請事業費から差
し引きます。

・収入が経費の1／２を超えるときはその額を差し引きます。
●申請方法
・所定の申請書に必要事項を記入の上、事務局まで持参また
は郵送してください。

・申請書の様式は（公財）真庭エスパス文化振興財団のホー
ムページからダウンロードできます。郵送をご希望の方は
ご連絡ください。

●結果通知　採否にかかわらず、文書にてお知らせします。
●選考方法
 　当助成事業選考委員会において、厳正に選考し決定します。

エスパス文化活動助成事業再募集のお知らせ令和４年10/6（木）～18（火）※水曜日休館
彩彩展

…………………………………………………………………………
YANABI教室とまにわ絵画クラブミネルヴァの油絵・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

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」

……………………………………………………………………
プロコフィエフの初期のソナタ１番から３番が続けて聴けるのは
とっても貴重です。
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
／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」ほか
※ローソンチケットでも購入できます。（Lコード：63360）

公演
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）

オーケストラをバックにソリストになろう！
……………………………………………………………………
エスパス管弦楽団のコンサートにソリストとして出演してみませんか♪
オーディション▶令和４年10月５日㈬　18:30～
会　場▶エスパスホール
本　番▶「エスパス管弦楽団　New Year Concert 2023」
　　　　令和５年１月29日㈰
応募締切▶令和４年９月19日（月・祝）
参加費▶本番に出演していただく方は参加費6,000円が必要です。
募集楽器▶管楽器・弦楽器・ピアノ・打楽器等
演奏曲目▶自由　※5分以内の曲にしてください。
募集人数▶５名～10名程度（真庭市内・岡山県内在住の方）
　　　　　※年齢は問いません。大人の方もぜひご応募ください。
その他▶本番は、パート譜はそのままでオーケストラが加わります。
申込方法▶申込書に必要事項をご記入になり、演奏曲のパート譜及び
伴奏譜のコピーを１部ずつ添えて（製本はしないでください）エスパス
にお申し込みください。（電話、FAX、郵送可）

募集

令和４年10/9（日）
「まにわ絵画クラブ ミネルヴァ」
デッサン体験教室

…………………………………………………………………………
大人から子どもまで気軽に体験でき
るワークショップです。
会　場▶旧遷喬尋常小学校
時　間▶①午前の部　10:00～12:30
　　　　②午後の部　14:00～16:30
料　金▶500円（エンピツ、消しゴム
　　　　画用紙代を含みます）
対　象▶小学校３年生～一般
　　　（小学３・４年生は保護者同伴でご参加ください）
募集人数▶先着各10名
　　　　　※事前の申し込みが必要です。９月１日㈭以降受付開始
内　容▶Aコース：モチーフを描く　Bコース：教室を描く（素描）
※材料は全てこちらで準備しますので、手ぶらでおこしください。
主催・講師▶まにわ絵画クラブ ミネルヴァ
申込み・問い合わせ先▶090-7138-3720（瀬島）

助成

令和４年10/9（日）・10（月・祝）
影絵音楽劇
「たそがれもののけハウス」公演

…………………………………………………………………………
■ワークショップ
日　時▶令和４年10月９日㈰　14:00
参加者▶中学生以下20名 参加費▶無料
会　場▶勝山文化往来館ひしお２階渡り廊下・ギャラリー２階
内　容▶公演の前日に厚紙で子ども対象の影絵人形制作をし、人
形の影と懐中電灯を使って、音楽に合わせて遊ぶワークショップを
開催します。
■影絵音楽劇公演
日　時▶令和４年10月10日（月・祝） 14:00～
入場料▶大人2,000円　小学生～高校生1,000円
会　場▶勝山文化往来館ひしお ホール
内　容▶かつて少年とお爺さんが暮らしていた古い家が取り壊さ
れることになった。がらんとした家に足を踏み入れるとそこにはお
爺さんの思い出が詰まったモノたちがたくさん残されていて…。
ちょっぴり切なくもワクワクする、少年の成長の物語。
主　催▶特定非営利活動法人 勝山・町並み委員会

助成

令和４年10/9（日）
旧遷喬尋常小学校　なつかしの学校給食

…………………………………………………………………………
講堂で給食を味わいながら、学生時代を想起してください。
会　場▶旧遷喬尋常小学校 講堂
時　間▶10:30～11:30　受付　
 11:30～　社会の授業（旧遷喬小学校の歴史を学びます）
 12:00～　給食（皆さんで一緒に召し上がっていただきます）
 13:00～　音楽の授業（みんなでふるさとを合唱します）
 13:15　　解散予定
料　金▶１,500円
※当日集金いたします。
※学生服レンタル代込み
　サイズは旧遷喬尋常小学校ホーム
ページをご参照ください。

定　員▶40名
※定員になり次第、受付を終了します。
応　援▶まにワッショイ　協　力▶株式会社トンボ
申込み▶右記のQRコードからお申込みください。

募集


