
大人も楽しめる子どものための公演

鳥の劇場が真庭にやってくる
演劇はむずかしいものと思っている方も多くいらっしゃると思います。

今回は、子どもから大人まで楽しめる二つの小さい作品をご覧いただきます。
鳥の劇場の俳優の自由な表現を通じて、想像力をふくらませながら

味わっていただける作品です。

「がま
くんとかえるくん」 「アナンシと５」

エスパスセンター開館25周年記念

「アナンシと５」「アナンシと５」

「がまくんと
       かえるくん」
「がまくんと
       かえるくん」

2022年
10月30日(日)
①開場10：30　開演11：00
②開場13：30　開演14：00
会 場 勝山文化センターポンテホール

（真庭市勝山319）　

料 金（税込）＜完全入替制＞
●一　般 親子ペア券 2,500円
 一般 2,000円
 高校生以下 700円
●エスパスホール倶楽部会員
 親子ペア券 2,200円
 一般 1,800円
 高校生以下 500円
●ローソンチケット（Lコード：63431）

（完全入替制）
全席自由　

今回の公演は
２つの作品を
楽しめます

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。

10月の休館日 ５日（水）、 12日（水）、 19日（水）、 26日（水）

再生紙を使用しています。

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」
●令和４年10月30日（日）
演劇って難しい…そう思っている方も少なからずいらっしゃると思います。今回の公演はそんな
方々へむけた大人から子どもまで楽しめる30分ほどの小さな作品を２つご覧いただきます。
２作品とも俳優の自由な表現を通じて、想像力を膨らませながら味わっていただける作品です。初め
ての演劇デビューにいかがでしょうか？ご来場お待ちしております。　　　　　　　　　　　 Pen.竹林

久世図書館　秋の名画鑑賞会
   ●令和４年10月22日（土）
　午前はアニメ「ポパイ」を上映します。ホウレン草を
食べてパワーアップ！のポパイです。ポパイ？と思った
お子様から懐かしい～と思った大人の方まで楽しめる作
品です。午後は1942年公開のアメリカ映画「奥様は魔
女」です。後にテレビシリーズ化されて多くの人に愛さ
れた同名ドラマはこの作品の続編的内容になっています。
午前、午後ともお楽しみください。　　　　　Pen.山谷

久世図書館
「おやこでファッションショー！
はいざいコレクション廃コレ2022」参加者募集中！
●令和４年10月30日（日）
真庭市内外で活躍中の「アートグループｍｏ（も）」さんをお招きし
てのワークショップ、今年はお子さんだけでなく親子で服をデザイ
ン＆制作しファッションショーを開催します！材料は身近な廃材な
ので廃材コレクション、略して「廃コレ2022」。想像してそれを形
にする喜びをぜひお子さんと味わってください。          Pen.中尾

来年の募集をご紹介します。

モンブラン 珈琲と栗の
　　モンブラン

これからのエスパス

各
（税込）400円

喫茶花水木
今月のおすすめ
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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

令和５年2/12（日）
Ｅspace Fun Space Festival ～音楽とダンスの祭典～
…………………………………………………………………
熱い演奏でイベントを盛り上げてくれるアマチュアバンドを
募集します。
会　場▶勝山文化センター　ポンテホール
時　間▶開演13:00
参加費▶１グループ6,000円 募集組数▶先着６組
募集開始日時▶令和４年10月２日㈰　10:00 ～
その他▶演奏形式は自由ですが、単なるカラオケはご遠慮く
ださい。基本的な機材は用意しますが、演奏上足りない機材
は各自持ち込んでください。演奏時間は１組30分以内です。
申込方法▶エスパスにある申
込書に必要事項を記入し、署
名捺印の上、エスパスにお申
し込みください。ただし、未
成年者は保護者の署名捺印が
必要です。
募集締切▶
令和４年10月30日㈰　※必着

令和５年1/15（日）
エスパスのど自慢2023
…………………………………………………………………
明るく、楽しく、元気よく、
会場を盛り上げてくれる皆様
をお待ちしております！
会　場▶エスパスホール
　　　　全席自由　【鑑賞無料】
時　間▶開演12:00
参加費▶お一人3,300円　
※参加費はお申込みの際にいただきます。
募集開始▶10月８日㈯　10:00～
募集締切▶令和４年11月29日㈫
募集人数▶先着50名　※定員になり次第締め切ります。
申込方法▶申込書に必要事項をご記入のうえ、エスパスへ
お申し込みください。
注　意▶※窓口受付を最優先とします。遠方の方の場合、電話で
の受付も可能です。ただし、当日までに参加費の納入をお願いしま
す。※今回は受付時に出演順を選んでいただきます。但し締切後に
空きがある場合は順番が早まる場合があります。フルコーラスとし
ます。※出演は、お一人１回です。複数回の出演はできません。
※真庭いきいきテレビの収録はありません。
ジュニア枠募集のお知らせ
参加費▶お一人1,100円
募　集▶先着５組（１組５人まで）
※代表者の保護者の方がお申込みください。※お申込み
は窓口が最優先となりますが、お電話でも受け付けます。
※フルコーラスを歌っていただきます。



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
●10月の休館日／５日㈬、12日㈬、19日㈬、26日㈬
●８月の新着図書／177冊 ●蔵書数／64,881冊 
●来館者／3,187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▶10月３・10・17・24・31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▶10月１・８・15・22・29日
開催時間▶11:00 ～ 11:30
10月のテーマ▶「外国の絵本」
■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▶10月14日㈮ 開催時間▶10:00 ～ 11:30
■本のリサイクルマーケット
開 催 日▶10月16日㈰ 会　　場▶エスパス１階会議研修室
開催時間▶10:00 ～ 15:00
コロナ対策と持ち帰り袋をお忘れなく！

■読書会（主催：『読書会』有志の会）（一般対象）
開 催 日▶10月21日㈮ 開催時間▶10:00 ～ 11:30
テ ー マ▶「ミッチ・アルボム作品（モリー先生との火曜日）」
■秋の名画鑑賞会
開 催 日▶10月22日㈯ 会　　場▶エスパス１階会議研修室
開催時間▶10:00 ～「ポパイ」　13:30 ～「奥様は魔女」
午前は船乗りポパイとオリーブの懐かしアニメ、午後は同名テレビ
シリーズのもととなったラブコメディ映画です。
■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▶10月28日㈮ 開催時間▶10:00 ～ 11:30
テ ー マ▶「薄雲の巻その３」
■やってみよう！どうぶつしょうぎ（3歳以上対象）
開 催 日▶10月29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▶10月23日㈰　18:00
■縁台将棋（小学生以上対象）
開 催 日▶10月29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▶10月23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)」参加者募集中！
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」のメンバーが優しくサポートしてくれます。

久しぶりとなるエスパス主催の演劇です。
観劇の魅力とは何でしょうか。それは何と
いっても画面を通すのではなく、生で観る
ことができるという点です。物語をのめり
込むように追っていると、自分が当事者の
様な感覚になれることがあるそうです。集
中して感情を理解するように努めることが
できる観劇だからこそ気が付く新しい感情
や、感性に出会えるかもしれませんよ！ぜ
ひ足をお運びください♪

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）世界の子どものマーチ／ほらね、／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／遙かな友に／（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～真庭愛
唱歌～

コンサート
令和４年10/10（月・祝）
雨谷麻世　ウクライナ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

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）

観劇を楽しむチャンスです！

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）

竹田　歌穂
（Baritone）

戸村　愛美
（Alto）

住谷　美帆
（Soprano）

中嶋　紗也
（Tenor）

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　13:30～16:00
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。
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
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

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」

公　演
令和４年

10/30（日）
令和４年

10/30（日）

令和４年11/6（日）
hitosaji no shiawaseten 2022
～年に１度の私のご褒美～

…………………………………………………………………………
hitosajiのオススメの飲食店やお花屋さんがエスパス土広場に大集
合！旧遷喬尋常小学校校舎内では素敵な作家さんの作品を展示販売
します。
今回は体験型イベントのワークショップもあります。会場で美味し
い楽しい時間を過ごしてください。
会　場▶エスパス土広場、旧遷喬尋常小学校　入場無料
時　間▶10:00～15:00
主　催▶hitosaji

助成

令和４年11/18（金）～20（日）
ジョージア（グルジア）映画祭2022 
in真庭中央図書館

…………………………………………………………………………
「日本・ジョージア外交関係開設30周年」を記念し、中央図書館
で映画祭を開催します。朝昼夜、いつでもジョージアの映画を楽し
むことができます。古い作品から新しい作品まで、いろんな珍しい
映画を上映します。まにわ発酵’ｓとのコラボイベントも開催しま
す。この機会に、どうぞジョージアの世界をお楽しみください。
会　場▶真庭市立中央図書館
料　金▶映画１作品1,000円　高校生以下無料
備　考▶映画の内容は、チラシや図書館ホームページでお知らせし
　　　　ます。
主　催▶真庭市立図書館サポーターズ

助成

令和４年11/20（日）
『真庭音楽祭』 

…………………………………………………………………………
音楽に情熱を注ぐ地域の音楽団体また、中高生吹奏楽部による演奏
など日頃の練習の成果をご堪能いただけたらと思います。どうぞお
気軽にお越しください。
会　場▶勝山文化センター　ポンテホール
時　間▶開場12:30　開演13:00　16:30終了予定
主　催▶真庭音楽祭実行委員会
協　賛▶公益社団法人　真庭法人会／新庄村
後　援▶真庭市

助成

令和４年11/20（日）
ハートフルコンサート2022
ピアノ、ヴァイオリン、ビオラ、チェロ、
そして歌によるコンサート

…………………………………………………………………………
子どもたちとプロのすばらしい演奏にご注目ください。
会　場▶エスパスホール　全席自由

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に配慮した客席
のため、座席に限りがございます。

時　間▶開場14:00　開演14:30
料　金▶900円
出　演▶田中郁也（1.Vｎ）、赤迫智奈（2.Vn）、島田 玲（Va）、谷口
賢記（Vc）、鳥越由美（P）、地域の子どもたち（P）
主　催▶津山バスティン研究会

共催

助成
令和４年11/27（日）
楢本昭充バリトンリサイタル シューベルト 冬の旅

…………………………………………………………………………
真庭をふるさととする楢本昭充（バリトン）と、橋本美由紀（ピアノ）に
よるドイツ歌曲の世界。プレ解説とともに、シューベルトの傑作「冬の
旅」をごゆっくりお楽しみください。
会　場▶エスパスホール　時　間▶開場13:30　開演14:00
料　金▶1,000円
出　演▶楢本昭充（バリトン）、橋本美由紀（ピアノ）
　　　　片山みか（プレ解説）
曲　目▶シューベルト：冬の旅（全24曲）　
後　援▶真庭市教育委員会、津山文化振興財団、くらしき作陽大学鶴声会
問い合わせ先▶080-1931-8505（楢本）、090-4650-7421（橋本）

令和４年12/3（土）・4（日）・17（土）・18（日）
映画「やまぶき」全国公開記念
山﨑樹一郎監督映画特集

…………………………………………………………………………
今年カンヌ国際映画祭ACID部門に正式招待された、山﨑監督の最
新作「やまぶき」。その全国公開を記念して、過去の山﨑監督の長
編作品を一挙に上映します。お見逃しなく！
上映日程▶【 会場 】エスパスホール　全席自由

　「ひかりのおと」日　時▶12月3日㈯
　　　　　　　　　時　間▶開場9:30　 開映10:00
　「新しき民」　　日　時▶12月4日㈰　
　　　　　　　　　時　間▶開場13:00　開映13:30　
※「新しき民」上映後、対談「豊かな社会ってどんな社
会？」を開会します。こちらは入場無料です。

　　　　　【 会場 】落合総合センター　全席自由
　「ひかりのおと」日　時▶12月17日㈯
　　　　　　　　　時　間▶開場13:00　開映13:30

　　　　　【 会場 】湯原ふれあいセンター　全席自由
　「新しき民」　　日　時▶12月18日㈰
　　　　　　　　　時　間▶開場13:00　開映13:30

料　金▶一般1,000円　高校生以下500円　 

映 画

令和４年12/4（日）
高橋源一郎（作家）×山﨑樹一郎（映画監督）対談
豊かな社会ってどんな社会？
…………………………………………………………………………
みんなが考える「豊かな社会」ってどんなもの？山﨑監督の映画
「新しき民」（2014年）を通して考えます。
会　場▶エスパスホール　全席自由・入場無料
時　間▶開場15:35　 開会15:45
主　催▶真庭市、真庭市教育委員会

令和４年12/16（金）
構成劇 第九

…………………………………………………………………………
会　場▶エスパスホール　全席自由
時　間▶開場18:30　開演19:00
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▶山中千佳子：今宵、おなじ風が（ピアノ版世界初演）／
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▶エスパス合唱団、米田佳子、湯浅　彩（ピアノ）、今井　勉（演
者）、鈴木英子（指導・合唱指揮）、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


