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【南海電鉄／橋本市～高野町】
心と体を蘇らせる日本人のパワースポット高野山へは、南海電鉄の展望デッ
キ付き列車「天空」で。世界遺産にも登録される天空都市までの奥深い自然
と精神世界を車窓から楽しみます。

【南海電鉄／橋本市～高野町】
心と体を蘇らせる日本人のパワースポット高野山へは、南海電鉄の展
キ付き列車「天空」で。世界遺産にも登録される天空都市までの奥深
と精神世界を車窓から楽しみます。

【和歌山癒しの電車紀行】
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【和歌山癒しの電車紀行】
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【発行日】平成24年9月

和歌山県民文化会館「展示室」  
平成２５年度分一括受付抽選会のご案内

和歌山市生まれ。明治末から大正初期にかけ木
版画・ペン画・油彩画・詩作でその才能を発揮。
竹久夢二や萩原朔太郎らと親交を結び、互いに大
きな影響を及ぼしあいながらも23歳の若さでこ
の世を去った田中恭吉は、近代日本美術史に重要
な足跡を残しました。今回は12年ぶりの回顧展
で、代表作をはじめ、近年の調査に基づいた初公
開資料も含め、約300点を展示します。

N073（483）1777
魚の耳石を調べよう

和歌山県立近代美術館 N073（436）8690

万葉館 N073（446）5553

お茶を楽しみながらお月見を
し、その後はコンサート鑑賞を
お楽しみください。

奈良平城京跡・興福寺・東大寺(大仏殿入館）・春日大社等を
巡るバスツアーです。

高さ1ｍを超える巨大な銅鐸をは
じめ、東京・兵庫・県内各地から和
歌山発見の銅鐸が大集合！この他、
鏡、土器、石器など県内の遺跡から
見つかった300点以上の展示品を
通して、2000年前の和歌山の暮
らしを紹介します。

■募集対象：小学5年生以上一般
■定員：15名
■費用：入館料および傷害保険料86円
■参加申し込方法：往復はがきに行事名・参加希望者全員の住所・氏
名(要ふりがな）・年齢・性別・電話番号を記入の上応募　または　和
歌山県電子申請システムにて
■締切：10月7日(日)必着　応募者多数の場合は抽選

■参加費：500円（抹茶、月見団子付き）、
　コンサートは無料、定員なし。　　
■定員：先着50名
　（要予約・定員になり次第締め切り）

■集合：7時45分（7時50分出発）　
■集合場所：片男波公園（万葉館）駐車場　
■講師：馬場吉久（紀伊万葉ネットワーク役員）　
■参加費：7000円（昼食付）当日集金　
■定員：先着30名（要申込み・定員になり次第締め切り）　

「万葉観月の会＋わかふるコンサート」

「第4回万葉バスツアー」参加者募集！

特別展 
「紀伊弥生文化の至宝」

和歌山県立博物館
特別展「よみがえる軍艦・エルトゥールル号の記憶」

特別展「高野山麓　祈りのかたち」

和歌山県立紀伊風土記の丘 N073（471）6123

N073（436）8670

和歌山県立自然博物館

魚の頭の中にある耳石は種類に
よっていろいろな形をしていま
す。いろんな魚の耳石を取出し
顕微鏡を使って観察します。ま
た、耳石からわかる様々なことに
ついてわかりやすく説明します。

1890年(明治23年)に串本町大島沖
でトルコの軍艦・エルトゥールル号
は台風により遭難しました。近年の
水中発掘調査により引き揚げられた
遺物を展示するとともに、水中考古学
にかかわる様々な活動を紹介します。

高野山の宗教活動を支えた高野山麓の人々の信仰のあり方は、仏像
や神像、仮面など、様々な祈りのかたちとして今日に伝わっていま
す。そうした祈りの心を文化財を通じて浮かび上がらせ、世界遺産・
高野山とその文化圏の知られざる新たな魅力に迫ります。

カルチャーインフォメーション

■10月21日(日)　13：00～15：30

■9月30日（日）　17：00～20：00　雨天決行、荒天中止 ■9月8日(土)～10月11日(木)

■10月20日(土)～12月2日(日)

■10月21日（日）　荒天中止

■9月29日(土)～12月2日(日)

『生誕120年記念　田中恭吉展』
■9月1日(土)～10月14日(日)

このたびの耐震リニューアル工事において、展示室が４室となり、
一部設備も一新しました。つきましては、標記抽選会を下記のと
おり行うことになりましたので、ご案内いたします。
❶一括受付抽選会の日程                                                       
　利用受付期間	 抽選会日時/	会場
　平成２５年４月２日（火）から	 平成２４年９月２８日（金）
　平成２６年３月３１日（月）まで	 ホテルアバローム紀の国４階「羽衣の間」
　※詳細な利用可能日程につきましては		 ※例年とは会場が異なります。	
　　下記までお問い合わせください。	 　ご注意ください。	

❷抽選会の時間
展示室が4室になりますので、下記のとおり、抽選会は４回にわけて行います。	抽選会開始時
間区分をご確認いただき、ご参加ください。
　抽選会開始時間	 利用受付対象者
　第1回抽選会午後1時～	 全フロア4室（①②③④）を同時に利用される方	

　第２回抽選会午後2時～	 （①②③④）のいずれか3室を利用される方					

　第３回抽選会午後3時～	 （①②③④）のいずれか２室を利用される方				

　第４回抽選会午後3時30分～	 上記以外で利用される方																					
　※①大展示室、②中展示室、③小展示室、④特設展示室

❸受付方法
その他、注意事項等、詳細につきましては、お問い合わせ下さい。

【お問い合わせ】
 　（財）和歌山県文化振興財団 和歌山県民文化会館　管理業務課                     　　
　TEL073-436-1331　FAX073-436-1335

田中恭吉　五月の呪  
私輯『月映』IV うつそみ　　
1914年　  木版・紙 

トルコ軍艦遭難慰霊碑

和歌山県指定文化財鐘巻銅鐸（道成寺蔵）

A海南市船尾370-1 cJRきのくに線海南駅からバス「琴の浦」下車すぐ P午前9時30
分～午後5時（入館は午後4時30分まで） C月曜（祝日の場合は次の平日）  Z一般460
円　※高校生以下、65歳以上、障害者手帳をお持ちの方、県内在学中の留学生は無料

（証明書提示）  r

A和歌山市岩橋1411 cJR 和歌山駅東口から和歌山バス「紀伊風土記の丘」行き終
点下車徒歩約5分 P午前9時～午後4時30分（入館は午後4時まで） C月曜（祝日の
場合は次の平日） Z一般350円、大学生210円 ※高校生以下、65歳以上、障害者手帳
をお持ちの方、県内在学中の留学生は無料（証明書提示） r

A和歌山市吹上1-4-14 cJR和歌山駅または南海和歌山市駅からバス「県庁前」下
車徒歩約2分 P午前9時30分～午後5時（入館は午後4時30分まで） C月曜（祝日・
振替休日の場合は次の平日）、年末年始（12/29～1/3） Z特別展「よみがえる軍艦・
エルトゥールル号の記憶」一般500円、大学生300円特別展「高野山麓　祈りのかた
ち」一般800円、大学生500円※高校生以下、65歳以上、障害者手帳をお持ちの方、県
内在学中の留学生は無料（証明書提示）  r

A和歌山市吹上1-4-14 cJR和歌山駅または南海和歌山市駅からバス「県庁前」下車
徒歩約2分 P午前9時30分～午後5時（入館は午後4時30分まで） C月曜（祝日の場
合はその翌日） Z一般500円（団体400円）、大学生300円（団体250円） ※高校生以下、
65 歳以上、障害者手帳をお持ちの方、県内在学中の留学生は無料（証明書提示）  r

A和歌山市和歌浦南3丁目1700 cJR和歌山駅または南海和歌山市駅からバス「不
老橋」下車徒歩約10分 P午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで） C無＊但し
年末年始12/29～1/3及び設備機器等の点検日を除く Z入館無料　r
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設 立 は 平 成8年。「和 歌
山県きらめく女性支援
事業」の助成を受け、「き
らめく那賀町女性の集
い実行委員会」の演劇部
門として発足。紀の川市
が生んだ偉人・華岡青洲
の業績とその人間性を
広く知ってもらうため、県内外で活動を開始。演出、大道具から着
物などの小道具まですべてが地元協力の手作り。総勢20名で多い
時には年間10回以上の公演をこなす。

昭和56年7月和歌山市で生まれ、自
然豊かな美里町（現紀美野町）で育
つ。大学でマンガ学科に進み、卒
業後、平成18年に発表した「帰って
下さい。」が第71回手塚賞に入選
し、「月刊少年ジャンプ」に掲載さ
れる。代表作は「ジャンプスクエ
ア」で好評連載中の「貧乏神が！」。
現在MBS（木曜／深夜）でアニメも
放映中。ほか読み切り漫画にも積
極的に取り組む。

劇団 華岡青洲（げきだん はなおかせいしゅう）

　

助野嘉昭（すけのよしあき）さん

漫画家

千住真理子 ヴァイオリン・リサイタル10 日

21

新鮮な感動が生まれる音楽を
皆様と一緒に分かち合いたい
10月21日（日）に御坊市民文化会館で千住真理子さんのリサイタル
が開催されます。チャリティコンサートなど、社会活動にも関心を寄
せるなど幅広い演奏活動を行っている千住さんにリサイタルの意気
込みをお聞きしました。　 

「もとは地域の“お母ちゃん”の繋がりを大切にするため
の集まりで、公演も1回限りのつもりでした」と話すのは、
代表の北谷人美さんと事務局の平井侑子さん。もちろん
二人とも紀の川市の元気なお母さん。16年前、地域の
絆を形にしたくて「劇団 華岡青洲」を発足。当初は演劇
初心者8人。縫い直した着物と紙のカツラで、有吉佐和
子オリジナル脚本の「華岡青洲の妻」を熱演。青洲の人
間性や家族愛が好評を博し、地元の小・中学校や福祉
施設、文化祭など再公演のお呼びが県内外からかかっ
て今に至ります。

公演回数は約100回。実際に青洲が活躍した医塾「春
林軒」に通い、当時の時代背景や言葉遣い、医療に関
する考え方などをみっちりと研究。舞台道具には地域の
古民家から借りた本物を使うなど工夫してリアリティー
を演出。地元ならではの結束と支えが、オンリーワンの
舞台を創り上げました。
「青洲の偉業も家族の支えがあってこそ。私たちも家

族に日々支えられていることに感謝し、舞台上ではぜひ、
家族愛と地域愛を感じ取ってもらえればと思います」。

「漫画家を目指したのは高校3年生の進学の時。京都
精華大学にマンガ学科が設立されると知ったからです」。
制作が佳境の中、丁寧にインタビューに答えてくれる和
歌山県出身の漫画家・助野嘉昭さん。もともと絵を描く
ことが大好きで、小学1年生の時には絵画教室に通い、
コマ漫画もこの頃から描き始めていたそうです。平成18
年、大学卒業後に発表した「帰って下さい。」が第71回
手塚賞に入選し、「月刊少年ジャンプ」に掲載。平成20
年に「ジャンプスクエア」の「ハイド博士の実験ノート」で
漫画家デビュー。同年、代表作「貧乏神が！」の連載が
スタートし単行本はすでに13巻に達しています。
「大変なのは納得できるアイデアがなかなか出てこない

とき。喜びはやっぱり読者からの“面白い”“好き”の一言。
漫画家としては、日常にある小さいけれど大切なものに
目を向ける感性を持ち続けていたいですね」と助野さん。

最 近 で は「魁 ☆ 魔
女っ娘学園！」「ラド＆
リンプ」と、連載に加
えて読み切りも意欲的
に発表。一人でも多く
の読者の目に触れたい
と、コンスタントに作
品を描いています。

平成23年度 和歌山県文化表彰受賞者
2歳半よりヴァイオ
リンを始める。全日
本学生音楽コンクー
ル小学生の部全国
1位。NHK交響楽団
と共演し12歳でデ
ビュー。1993年文
化庁「芸術作品賞」、1994年度松村賞、1995年モービ
ル音楽賞奨励賞各賞受賞。1999年2月、ニューヨーク・
カーネギーホールのウェイル・リサイタルホールにて、ソ
ロ・リサイタルを開き、大成功を収める。2002年秋、スト
ラディヴァリウス「デュランティ」との運命的な出会いを果
たし、話題となる。　2010年にはデビュー35周年を迎え
た。2012年は、全国でワルシャワ国立フィルハーモニー
管弦楽団、ミラノ・クラシカ合奏団とツアーを行う。日本画
家の千住博と作曲家の千住明は実兄。

今回のプログラムの中には３人の作
曲家のアヴェ・マリアが入っていま
すが、どのような思いからですか？

去年3月11日に私たち日本人は痛烈
な痛みを味わい、今もなお、傷は癒え
てませんし、解決されてないことばか
りです。クラシック業界では、ヨーロッ
パから多くの励ましの音楽が日本に
向けて奏でられました。その主たる
曲がアヴェ・マリアです。今回私は
3人の名作曲家によるアヴェ・マリア
を演奏します。復興への祈りを込め
て演奏しながら、集まってくださった
皆様の想いがアヴェ･マリアにのせて
被災された方々の心へととどくように
と願ってやみません。

 
2年前にデビュー35周年を迎えられ
ましたが、今後はどのような演奏活
動を考えれておられますか？

 
最近特に感じるのが、クラシックとい
うジャンルは最近様々な年代の方に

興味を持たれてる、ということです。
クラシック音楽が、こんなにも慰めに
満ちた音楽であり、何回聴いても新
鮮な感動が生まれる味わい深い音
楽であるということを、今後、いっそ
う多くの皆様と一緒に分かち合って
いきたいです。

 
ステージでいつも心がけていること
をお話しください。

 
ステージの上では、まず、聴きにいら
してくださる方とは一期一会の想い
で望んでます。かけがえのない「こ
の一瞬」のために、全身全霊を一音
にかけて、無になって音楽に没頭す
ることを心がけています。それがで
きたとき、私自身、演奏家としての醍
醐味とも感じられる思いに到達でき
ます。

 
最近、興味をもたれていることは何
ですか？

 
なんといっても我が愛器であるスト
ラディヴァリウス"デュランティ"に興
味深く接しています。こんな不思議
な存在は他になく、私にとって、知れ
ば知るほど不思議な存在がデュラン

■開演/ 午後２時
■場所/御坊市民文化会館大ホール
■入場料金/3,000円（全席指定）
※学生（高校生以下）は1,000円の割引あり。
※未就学児のご入場はできません。

ピアノ：丸山　滋
■プログラム（予定）
　Ｊ.Ｓ.バッハ/グノー アヴェ・マリア
　シューベルト アヴェ・マリア
　カッチーニ アヴェ・マリア
　アダージョ アルビノーニ
　山田耕筰/渡辺俊幸　編 赤とんぼ
　草川　信/千住　明　編 夕焼け小焼け
　岡野貞一/朝川朋之　編 故郷
　 ほか

ティです。この楽器の魅力をいっそ
う掘り下げて、いかにしてそれを音へ
と表現していくか、永久に飽きること
のない深い課題です。

 
和歌山県にはどのような印象があり
ますか？

 
12歳でプロデビューして以来何回も
和歌山には演奏に参りました。その
たび昔から、和歌山の多面的な魅力
が、私の年代と重なり、私にとって底
知れない魅力にあふれた土地になり
ました。今回、また改めて訪れること
で新たな発見ができることを楽しみ
にしています。

 
コンサートに来てくださる方へのメッ
セージをお願いいたします。

 
今年は、ストラディヴァリウス"デュラ
ンティ"が私のところにきて10年にな
ります。まだまだ変化を遂げる不思
議な楽器の音色を、じかに体で感じ
ていただきたいです。是非、みなさま
で、ご家族で、お友達と、恋人と、そし
て、お一人でもコンサートへいらして
下さい！様々な名曲を準備して、お待
ちしています！！ 

Prof ile

TV放送中の「貧乏神が！」は
ジャンプスクエアで連載中の
痛快ハイテンションコメディ。
９月21日には早くもブルーレ
イ１巻の発売が決定！
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写真：富田眞光（Vale.）

千
せ ん じ ゅ ま り こ
住真理子

ヴァイオリニスト

（Ｃ）助野嘉昭／集英社・「貧乏神が！」製作委員会
写真：富田眞光（Vale.）
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万葉観月の会（要予約・茶菓子付き）十お月見コンサート

わかふるアートワークショップ2012  〜秋の１日体験教室〜　

風土記  古民家コンサート

親子でコンサートに行こう！
０歳児から入れる音楽会

平成24年度優秀映画鑑賞推進事業
名作シネマシアター

動物愛護センターコンサート

わかふるコンサート　　　
9 日

30

10 土

27
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1 月 火

28・29

11 日

18
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■開　演／ 午後5時　
■場所/片男波公園＜万葉館＞
■参加費／500円（抹茶・菓子付き） 
　要予約先着50名（定員になり次第締め切り）
■お問い合わせ／和歌公園管理事務所TEL073-446-5553 

■時　間／午前10時〜（各教室により異なります）
■場　所／和歌山市北コミュニティセンター 
■参加料／材料費など各教室により異なります
■主催・お問い合わせ／ 和歌山県、(財)和歌山県文化振興財団 
 TEL073-436-1331

■開　演／午後2時
■場　所／和歌山県立紀伊風土記の丘　旧柳川家住宅（重要文化財）
■入場料／無料
■出　演／ ・藤林和代（フルート）、芝滝順子（クラリネット）
 ・みかんサブレ[魚谷尚代（声楽）、松下香菜（ピアノ）]
 ・小谷允城（クラシックギター）

■開　演／2回公演　㈰午後1時30分　㈪午後4時
■場　所／海南市民交流センター（ふれあいホール）
■入場料／大人1,000円、子ども500円、親子ペア1,200円
 ※子ども料金は高校生まで。３歳以上無料(ただし、お膝の上)
 ※当日券は、各300円増し。全席自由席。
■チケット発売／9月14日（金）から
■出　演／大阪交響楽団メンバーによる四重奏＋ピアノ演奏
 楽しいおしゃべり(新井宗平、山本かずみ)
■主催・お問い合わせ／和歌山県、(財)和歌山県文化振興財団 
 　　　　　 TEL073-436-1331

■上映日時／ 1月28日（月） 愛の讃歌 10:00〜11:34　　　
  稲妻 12：00〜13：27　
  華岡青洲の妻 13：35〜15：14
  浪華悲歌 15：25〜16：37
 1月29日（火） 華岡青洲の妻 10：00〜11：39
  浪華悲歌 12：10〜13：22
  愛の讃歌 13：30〜15：04
  稲妻 15：15〜16：42
■場　所／紀南文化会館(大ホール)
■入場料／前売券400円、当日券450円
※チケット1枚で、2日間ご覧になれます。※全席自由席、未就学児入場不可
■チケット発売日／9月21日(金)から
■主催・お問い合わせ／和歌山県、(財)和歌山県文化振興財団
　　　　　　　　　　 TEL073-436-1331

■開　演／午後1時30分
■場　所／和歌山県動物愛護センター　オリエンテーションホール
■入場料／無料
■出　演／ ・二胡来堂[（二胡）石上妙子、柏木洋子、木村匡一、貴志起久子、
   神徳佳子、田中弘子、辻 賀代子、直江万里子、森 昌子]
 ・Peche[新宅一家（サクソフォン）、松本有里（ピアノ）]
 ・マリンバエミール[（マリンバ）新井貞子、崎本実希、大利宏美] 

■開　演／ 午後７時
■場　所／片男波公園＜万葉館＞　■入場料／無料
■出　演／ ・粉川百合子（声楽）、土橋喜子（ピアノ）
 ・Mare[森田扶美子（声楽）、平松葉子（声楽）、信貴久子（ピアノ）]   
 ・スノー・ドロップ[大野憲子（声楽）、畑中真実（ヴァイオリン）、前山奈美（ピアノ)]

■万葉観月の会 ■お月見コンサート

※わかふる…「和歌山」の“わか”と「たくさん」の
 “ful”を併せた造語です。※出演順未定

■開演/午後1時                                         
■場所/粉河ふるさとセンター大ホール
　（紀の川市粉河580）                                              
■入場料金/1,000円（全席自由）         
※未就学児童入場不可

  音楽を学んでいる優秀な若人を広く県民に紹介するとともに、和歌山県の音楽文
化の振興を図るため、全国に先駆けて企画した事業です。昭和48年（1973年）以
来、40回を数え、現在までに733人の方々が出演しています。今回は、7月1日（日）に
実施したオーディションで選ばれた13人が出演します。

  身近に文化に触れ、体験するイベント「わかふるアート・ワークショップ」。参加ご希
望の方は事前にお申し込みが必要です。定員に余裕があれば当日参加も可能です。
❶楽しく易しい日本舞踊　❷素敵な声の作り方　❸ギター・ウクレレ教室　
❹エンターテイメント小説創作教室　❺いけばな嵯峨御流　❻たわしで作るリス　
❼キラキラ☆デコ教室　❽バルーンクラフト教室　❾ラファエルアート教室　
❿虹色☆コラボ  パステル和アート　⓫子ども絵画教室

　子どもも大人も赤ちゃんも、一緒に聴きたいコンサート！
大阪交響楽団のメンバーによる弦楽四重奏でお楽しみください。

新人演奏会の舞台に立てて光栄です。
皆様に箏の魅力をお伝えできるよう、精一
杯演奏させていただきます。

　今までの努力が報われた、この舞台へ
の切符。当日は私と一緒に「ミニヨン」をど
うぞお楽しみください。

 ショパンの持つ多彩な響きの変化を自分
なりに表現できるよう心を込めて演奏した
いと思います。            

新人演奏会に出演することができ大変嬉
しく思います。いつも支えて下さる皆様に
感謝し、心を込めて歌います。

この作品は、演奏者による個性や主張が
より表現できる曲だと思います。実現でき
るように頑張ります。

両親、恩師をはじめ、日頃私を支えて下
さっている方々に感謝し、心を込めて演奏
します。

故郷の和歌山でこのような演奏会に出演
でき、とても嬉しいです。精一杯、感謝の
気持ちを込めて演奏したいです。

今日までに支えて頂いた沢山の方々に感
謝し、精一杯演奏いたします。  

この度は、このような素晴らしい演奏会に
出演させて頂き大変光栄に思います。

いつも私を支えて下さっている方々に感
謝の気持ちを届けられるよう、心を込めて
演奏します。      

新人演奏会に出演させて頂ける事を光栄
に思います。支えて下さっている皆様に感
謝し、演奏させて頂きます。    

支えて下さった両親や恩師、演奏を聴い
て下さる方々に感謝の気持ちを込めて演
奏したいと思います。

私の大好きなサン＝サーンスのピアノ作
品です。この曲の素敵さが伝わるように弾
きたいと思っています。 

演奏曲目★沢井忠夫/鳥のように
演奏曲目★P・タファネル/「ミニヨン」の主題に
よるグランドファンタジー

演奏曲目★ショパン/ピアノソナタ第２番
変ロ短調Op.３５  第一楽章・第二楽章

演奏曲目★H.ヴォルフ/″お澄まし娘"（ゲーテの詩による歌曲
集よりNo２６）   R.シュトラウス/「輝け!」（ヘンケル作詞　５
つの歌　Op.４８よりNo.3）　ウェーバー/オペラ「魔弾の射
手」より"亡き叔母が見た夢...悲しそうな眼差しは

演奏曲目★リスト/ハンガリー狂詩曲第12番
嬰ハ短調      

演奏曲目★ショパン/スケルツォ第３番嬰ハ短調
Op.３９

演奏曲目★リスト/バッハの名による幻想曲と
フーガ         

演奏曲目★H.トマジ/トランペット協奏曲

演奏曲目★M.エレビ—/チューバ協奏曲 

演奏曲目★ラヴェル/「鏡」より II.悲しい鳥たち
　IV.道化師の朝の歌 

演奏曲目★ショパン/スケルツォ第２番変ロ短
調Op.３１  

演奏曲目★ブラームス/ピアノソナタ第3番へ
短調Op.５第一楽章  

演奏曲目★サン＝サーンス/
　　　　　アレグロアパッショナートOp.７０      

和歌山県 新人演奏会

■第一部
中西裕子	【箏】（和歌山市出身） 辻　直子	【フルート】（和歌山市出身）

小泉友衣子	【ピアノ】（湯浅町出身）

杉原　藍	【声楽】（海南市出身）

浅田陽子	【ピアノ】（和歌山市在住）

船本真依子	【ピアノ】
（海南市出身）

鳴神綾香	【ピアノ】（和歌山市出身）

片山　晃	【トランペット】
（和歌山市出身）

坂本健斗	【チューバ】（橋本市出身）

菊澤瑛子	【ピアノ】（紀の川市出身）

福尾拓哉		【ピアノ】（新宮市出身）

寺本　翔	【ピアノ】（紀の川市出身）

渡部文馨【ピアノ】
	（和歌山市出身）

■第二部

第40回

'

華岡青洲の妻 稲妻
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　出初式にはじまり成人式、保育園
や学校の行事、夏祭り、文化祭まで、
地元田辺市のさまざまな場所で活
躍する「田辺シティブラス」。発足は
昭和51年（1976）、当時の消防団長
が私財を投じて「田辺市消防団音楽
隊」を結成したのが始まり。それか
ら22年後の平成10年（1998）、より
一層の親しみをもって地元の皆さん
に愛されるようにと、田辺シティブラ
スの名を併用しながら、紀南エリアを
中心に動き回っています。
　理事の前川ひとみさんは「現在メ
ンバーは約20名で、下は高校生から
上は50代まで音楽好きの人間が集
まり、幅広い顔ぶれで活動していま
す。平均年齢は30代前半。音楽隊
自体は私たちが生まれる前から存在
していますが、コンセプトは発足当初
から全く変わっていません」と。代々

受け継がれるのは“音楽を通じて社
会に奉仕せよ”という言葉。お呼び
が掛かればどこにでも赴き、誰にでも
楽しんでもらえる吹奏楽を各地に届
けています。
　「中でも定期演奏会は、特別に面
白いと思いますよ。演奏者だけでな
く観客の皆さんにも音楽がいっぱい
のステージを体感してもらいたくて、
毎年趣向を凝らしています」。

 演奏会は、オーソドックスな吹奏
楽からアンサンブル、創作ステージと
3部構成で行われ、毎年注目を集め
るのは創作もの。吹奏楽に、歌や語
り、時には映像や演技も加えて、舞台
全体をコーディネート。タイトルに
合わせたストーリー展開で、音楽を
見て聴いて感じて、ハラハラドキドキ
の新しい感動を与えてくれます。　
　「昨年の“オペラ座の怪人”では、メ

ンバー全員が衣装を着込み、仮面を
かぶって演奏。映像とナレーション
で分かりやすく場面を解説し、物語
を全く知らない人たちにも喜んでも
らえたと思います」。
　近年では期待に応えるカタチで創
作ステージが定番化。今年も11月
24日（土）に予定している「秋の演奏
会」に向け、猛練習がスタートしてい
ます。

“音楽を通じて社会に奉仕せよ”
36 年間変わらぬ思いで地域に貢献
田辺シティブラス

第66回和歌山県美術展覧会 県民の美術作品に対する創作意欲を盛んにして、県内における美術文化の
向上と発展に資するために開催します。部門は、洋画、日本画、書、写真、工
芸、彫塑、華道の7部門です。

■本展 ■地方展　※華道の展示は行いません。
　和歌山県国際交流センターでは春と秋の年
に二回、新規の国際交流ボランティアを募集し
ています。活動内容は、通訳・翻訳、ホームステ
イ、日本語、文化紹介（日本文化・外国文化）、情
報収集提供（資料閲覧室の運営、情報誌作成）
があります。ボランティアとして活動していただ
けるのは、和歌山県内に在住、又は通勤、通学
中の18歳以上の方です。国際交流センターで、
私たちと一緒に活動しませんか？　希望される
方は登録説明会に必ずご参加ください。なお、
新規登録期間は10月31日まで。

ボランティア登録説明会
●日時：9月30日（日）
　13：30～15：00
●場所：国際交流センター　交流ラウンジ
詳細は、国際交流センターまでお気軽にお問い

合わせください。

毎週金曜日は午後９時まで、
国際交流センターを開館しています！
　平成２３年４月より、毎週金曜日のみ国際交
流センターの開館時間を午後9時まで延長して
います。開館時間を延長することにより、県民の
皆様にはますます便利にセンターを利用してい
ただくことが出来ます。語学学習に、お仕事帰り
の息抜きに、どうぞお立ち寄りください。
〒640-8319　和歌山市手平2-1-2　
県民交流プラザ 和歌山ビッグ愛 8F
和歌山県国際交流センター
TEL:073-435-5240　FAX:073-435-5243 
 ■開館時間／午前10時〜午後 6時30分（金曜は午
後 9 時まで）   ■休館日／水曜日・祝日、年末年始
http://www.wak-kokusai.jp/ 

田辺シティブラス　秋からの出演イベント
■救急体験イベント
　日時／9月9日（日）13:00〜16:00
　田辺シティブラス出演時間（12：30〜13：00、14：30〜15：00）
　場所／パビリオンシティ田辺
■第40回吹奏楽祭
　日時／9月16日（日）13:30開演
　場所／紀南文化会館
■秋の演奏会
　日時／11月24日（土）18:30開演
　場所／紀南文化会館
※お問い合わせ／田辺シティブラス
　　　　　　　　（090-5668-3811前川）まで

日本画・書・工芸
10月24日（水）～10月28日（日）午前9時30分～午後5時
和歌山県立近代美術館（和歌山市吹上１−４−４）

上富田展
11月14日（水）～11月18日（日）午前9時～午後5時
上富田文化会館館（上富田町朝来758-1）

洋画・写真・彫塑
10月31日（水）～11月4日（日）午前9時30分～午後5時
和歌山県立近代美術館（和歌山市吹上１−４−４）

橋本展
11月28日（水）～12月2日（日）午前10時～午後5時
和歌山県立橋本体育館（橋本市北馬場455）

華道
マスターズ展（洋画・日本画・書・写真・工芸・彫塑・華道）
10月24日（水）～11月4日（日）午前9時30分～午後5時
和歌山ビッグ愛（和歌山市手平2−1−2）
※華道の展示は、10月24日（水）～10月28日（日）の５日間

新宮展
12月5日（水）～12月9日（日）午前10時～午後5時
新宮市職業訓練センター（新宮市春日1-35）

お問い合わせ先/和歌山県文化国際課　県展担当　TEL.073-441-2050

国際交流ボランティアとして活動しませんか？

御坊市

橋本市
和歌山市

海南市

有田市

和歌山県

南海電鉄「天空
」

田辺シティブラスの練習は毎週土曜。演
奏会が近づくと週3回に。「ゴールデンウ
イークから年始まではイベントがひっきり
なしで、週のうち半分は楽器をいじってい
ます（笑）」と前川さん。団員は随時募集中
です。

野山および周辺地域の魅力向
上を目指した、南海電鉄の一大

プロジェクト「こうや花鉄道」。そのシ
ンボル的な存在が、2009年にデビュー
した展望デッキ付き列車「天空」で
す。区間は橋本駅から極楽橋駅まで
の19.8km。急勾配の緑の中を斜面
に張り付くように蛇行しながら、標高差
443mの山岳区間を約50分かけて進
みます。

　鉄道ファンのみならず、大人から子ど
も、カップルまで県内外の幅広い層に
愛される理由は、日常の喧噪から精神
世界へとモードを切り替えることができ
る車窓からの眺めと車両の趣。天に
向かって峰を貫く24のトンネルを抜ける
と、森の冷気が濃さを増し、緑のすき間
から集落や田んぼなどを眼下にします。
それは見たことのない天上人の風景。
コンセプトは「Change of mode」。

2200系を大改造した車両には、山
間の絶景を見渡すワンビュー座席の
ほか、外気がそのまま吹き抜ける展望
デッキスペースなどが設けられ、聖地へ
の期待感を膨らませてくれます。

行楽シーズンの3月～11月は水・木
曜を除く毎日運行。12月～2月は土
曜・休日のみ（年末年始は運行）。座
席指定料金は大人500円、小児250
円（運賃は別途必要）

「天空」で聖地・高野山へ

南海電鉄「天空」
●天空予約センター／TEL.0120-151519
　（9:00〜17:00）
●運行区間／南海橋本駅〜極楽橋駅
※極楽橋駅〜高野山駅間はケーブルカー

標高900mの天空に佇む聖地・高野山。南海電鉄の展望デッキ付き

列車「天空」が、開創1200年を迎える人類の世界遺産へと導きます。

運行は1日2往復、いずれも座
席指定券が必要です。希望者
は乗車日の10日前から前日ま
でに、天空予約センターへ電話
予 約（♯0120-151519／9：00
〜17：00）

高

和歌山県内を走るのんびり電車を
めぐる物語をシリーズで紹介します。

和歌山癒しの
電車紀行
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【南海電鉄／橋本市～高野町】
心と体を蘇らせる日本人のパワースポット高野山へは、南海電鉄の展望デッ
キ付き列車「天空」で。世界遺産にも登録される天空都市までの奥深い自然
と精神世界を車窓から楽しみます。

【南海電鉄／橋本市～高野町】
心と体を蘇らせる日本人のパワースポット高野山へは、南海電鉄の展
キ付き列車「天空」で。世界遺産にも登録される天空都市までの奥深
と精神世界を車窓から楽しみます。
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車紀行】

【発行日】平成24年9月

和歌山県民文化会館「展示室」  
平成２５年度分一括受付抽選会のご案内

和歌山市生まれ。明治末から大正初期にかけ木
版画・ペン画・油彩画・詩作でその才能を発揮。
竹久夢二や萩原朔太郎らと親交を結び、互いに大
きな影響を及ぼしあいながらも23歳の若さでこ
の世を去った田中恭吉は、近代日本美術史に重要
な足跡を残しました。今回は12年ぶりの回顧展
で、代表作をはじめ、近年の調査に基づいた初公
開資料も含め、約300点を展示します。

N073（483）1777
魚の耳石を調べよう

和歌山県立近代美術館 N073（436）8690

万葉館 N073（446）5553

お茶を楽しみながらお月見を
し、その後はコンサート鑑賞を
お楽しみください。

奈良平城京跡・興福寺・東大寺(大仏殿入館）・春日大社等を
巡るバスツアーです。

高さ1ｍを超える巨大な銅鐸をは
じめ、東京・兵庫・県内各地から和
歌山発見の銅鐸が大集合！この他、
鏡、土器、石器など県内の遺跡から
見つかった300点以上の展示品を
通して、2000年前の和歌山の暮
らしを紹介します。

■募集対象：小学5年生以上一般
■定員：15名
■費用：入館料および傷害保険料86円
■参加申し込方法：往復はがきに行事名・参加希望者全員の住所・氏
名(要ふりがな）・年齢・性別・電話番号を記入の上応募　または　和
歌山県電子申請システムにて
■締切：10月7日(日)必着　応募者多数の場合は抽選

■参加費：500円（抹茶、月見団子付き）、
　コンサートは無料、定員なし。　　
■定員：先着50名
　（要予約・定員になり次第締め切り）

■集合：7時45分（7時50分出発）　
■集合場所：片男波公園（万葉館）駐車場　
■講師：馬場吉久（紀伊万葉ネットワーク役員）　
■参加費：7000円（昼食付）当日集金　
■定員：先着30名（要申込み・定員になり次第締め切り）　

「万葉観月の会＋わかふるコンサート」

「第4回万葉バスツアー」参加者募集！

特別展 
「紀伊弥生文化の至宝」

和歌山県立博物館
特別展「よみがえる軍艦・エルトゥールル号の記憶」

特別展「高野山麓　祈りのかたち」

和歌山県立紀伊風土記の丘 N073（471）6123

N073（436）8670

和歌山県立自然博物館

魚の頭の中にある耳石は種類に
よっていろいろな形をしていま
す。いろんな魚の耳石を取出し
顕微鏡を使って観察します。ま
た、耳石からわかる様々なことに
ついてわかりやすく説明します。

1890年(明治23年)に串本町大島沖
でトルコの軍艦・エルトゥールル号
は台風により遭難しました。近年の
水中発掘調査により引き揚げられた
遺物を展示するとともに、水中考古学
にかかわる様々な活動を紹介します。

高野山の宗教活動を支えた高野山麓の人々の信仰のあり方は、仏像
や神像、仮面など、様々な祈りのかたちとして今日に伝わっていま
す。そうした祈りの心を文化財を通じて浮かび上がらせ、世界遺産・
高野山とその文化圏の知られざる新たな魅力に迫ります。

カルチャーインフォメーション

■10月21日(日)　13：00～15：30

■9月30日（日）　17：00～20：00　雨天決行、荒天中止 ■9月8日(土)～10月11日(木)

■10月20日(土)～12月2日(日)

■10月21日（日）　荒天中止

■9月29日(土)～12月2日(日)

『生誕120年記念　田中恭吉展』
■9月1日(土)～10月14日(日)

このたびの耐震リニューアル工事において、展示室が４室となり、
一部設備も一新しました。つきましては、標記抽選会を下記のと
おり行うことになりましたので、ご案内いたします。
❶一括受付抽選会の日程                                                       
　利用受付期間	 抽選会日時/	会場
　平成２５年４月２日（火）から	 平成２４年９月２８日（金）
　平成２６年３月３１日（月）まで	 ホテルアバローム紀の国４階「羽衣の間」
　※詳細な利用可能日程につきましては		 ※例年とは会場が異なります。	
　　下記までお問い合わせください。	 　ご注意ください。	

❷抽選会の時間
展示室が4室になりますので、下記のとおり、抽選会は４回にわけて行います。	抽選会開始時
間区分をご確認いただき、ご参加ください。
　抽選会開始時間	 利用受付対象者
　第1回抽選会午後1時～	 全フロア4室（①②③④）を同時に利用される方	

　第２回抽選会午後2時～	 （①②③④）のいずれか3室を利用される方					

　第３回抽選会午後3時～	 （①②③④）のいずれか２室を利用される方				

　第４回抽選会午後3時30分～	 上記以外で利用される方																					
　※①大展示室、②中展示室、③小展示室、④特設展示室

❸受付方法
その他、注意事項等、詳細につきましては、お問い合わせ下さい。

【お問い合わせ】
 　（財）和歌山県文化振興財団 和歌山県民文化会館　管理業務課                     　　
　TEL073-436-1331　FAX073-436-1335

田中恭吉　五月の呪  
私輯『月映』IV うつそみ　　
1914年　  木版・紙 

トルコ軍艦遭難慰霊碑

和歌山県指定文化財鐘巻銅鐸（道成寺蔵）

A海南市船尾370-1 cJRきのくに線海南駅からバス「琴の浦」下車すぐ P午前9時30
分～午後5時（入館は午後4時30分まで） C月曜（祝日の場合は次の平日）  Z一般460
円　※高校生以下、65歳以上、障害者手帳をお持ちの方、県内在学中の留学生は無料

（証明書提示）  r

A和歌山市岩橋1411 cJR 和歌山駅東口から和歌山バス「紀伊風土記の丘」行き終
点下車徒歩約5分 P午前9時～午後4時30分（入館は午後4時まで） C月曜（祝日の
場合は次の平日） Z一般350円、大学生210円 ※高校生以下、65歳以上、障害者手帳
をお持ちの方、県内在学中の留学生は無料（証明書提示） r

A和歌山市吹上1-4-14 cJR和歌山駅または南海和歌山市駅からバス「県庁前」下
車徒歩約2分 P午前9時30分～午後5時（入館は午後4時30分まで） C月曜（祝日・
振替休日の場合は次の平日）、年末年始（12/29～1/3） Z特別展「よみがえる軍艦・
エルトゥールル号の記憶」一般500円、大学生300円特別展「高野山麓　祈りのかた
ち」一般800円、大学生500円※高校生以下、65歳以上、障害者手帳をお持ちの方、県
内在学中の留学生は無料（証明書提示）  r

A和歌山市吹上1-4-14 cJR和歌山駅または南海和歌山市駅からバス「県庁前」下車
徒歩約2分 P午前9時30分～午後5時（入館は午後4時30分まで） C月曜（祝日の場
合はその翌日） Z一般500円（団体400円）、大学生300円（団体250円） ※高校生以下、
65 歳以上、障害者手帳をお持ちの方、県内在学中の留学生は無料（証明書提示）  r

A和歌山市和歌浦南3丁目1700 cJR和歌山駅または南海和歌山市駅からバス「不
老橋」下車徒歩約10分 P午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで） C無＊但し
年末年始12/29～1/3及び設備機器等の点検日を除く Z入館無料　r




