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和歌山県文化表彰50周年記念コンサート12 土
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「癒し」の力をもつクラシック音楽を
気負わずに楽しんでください
　12月7日（土）に和歌山県民文化会館で開催される「県文化表彰50周
年記念コンサート」に和歌山県出身で東京藝術大学副学長の澤和樹さ
んが登場します。「クラシック音楽には癒しの力がある」という澤さん。
コンサートへかける思いをお聞きしました。

1979年、東京藝術大学大
学院修了。「安宅賞」受賞。
ロン＝ティボー、ヴィエニア
フスキ、ミュンヘンなどの国
際コンクールに入賞。イザ
イ・メダル、ボルドー音楽祭
金メダル受賞などヴァイオ
リニストとして国際的に活躍。'90年には、澤クァルテッ
トを結成。'96より指揮活動を開始、永年の室内楽やコ
ンサートマスターとしての経験を生かしたオーケストラ
コントロールが注目される。九州交響楽団、東京フィル、
日本フィルにも客演し好評を博す。2004年、和歌山県
文化賞受賞。現在、東京藝術大学副学長、音楽学部教
授。英国王立音楽院名誉会員。英国北王立音楽院学
術特別研究員。響ホール室内合奏団ミュージックアド
ヴァイザー。千里フィルハーモニア・大阪常任指揮者。

12月7日（土）に開催される「県文化
表彰50周年記念コンサート」ではど
のような曲を演奏されるのですか。

フランス近代の作曲家、クロード・
ドビュッシ ー（1862〜1918）の
「ヴァイオリンとピアノのためのソナ
タ」を演奏します。ドビュッシーは、
ピアノ曲の「月の光」や「亜麻色の髪
の乙女」、また交響詩「海」などで、
音楽における「印象派」の代表とさ
れる作曲家ですが、今回演奏する
ヴァイオリンとピアノのソナタは、ド
ビュッシーが亡くなる直前に書かれ
た鬼気迫る名作です。 演奏時間は
15分程度とソナタとしては短いです
が、凝縮された世界を聴いていただ
ければ幸いです。

本年4月から東京藝術大学の副学長
に就任され大変お忙しいことと存じ
ますが、演奏活動以外ではどのよう
なことをされているのですか。

演奏活動と並んで、教育活動はこれ
までも30年近くにわたって続けてき
ていますが、今春、副学長という立場
となってからは、大学に与えられた教
育ともう一つの柱である、研究、つま

り教員側が、音楽家や芸術家として
の実績をより積み上げることのでき
る環境づくりにもかかわっています。
また、教員や学生の成果を広報、出
版する仕事なども受け持っています。

これから、音楽の道を目指す若い方
に伝えたいことは。 　

音楽や芸術を志す者にとって、世の
中の環境は、決して楽なものではあ
りませんが、音楽の持つ力は、長い
歴史の中で、人々にこころの豊かさ、
心身の安らぎを提供してきたという、
おおいなる実績があります。 特にク
ラシック音楽には、宇宙の普遍的な
リズムと、人間のバイオリズムを同
調させ、現代社会のストレスが原因
で起こるといわれる様々な体の不調
や、精神的な苦しみから解放する、
いわゆる「癒し」の力があると思い
ます。ただし、これは名曲を、正しい
解釈で演奏することによってのみ実
現する事なので、音楽の持つ力を存
分に発揮して、世のため人のためと
なるためには、大きな努力が必要で
す。 私自身も、常に自分を磨いてゆ
かねばならないと考える一番のモチ
ベーションはこのあたりにあります。

今後の、抱負や演奏予定などをお聞
かせください。

来年には１年かけて、シューマンとブ
ラームスのヴァイオリンまたはヴィオラ
とピアノのための作品を4回の演奏会
に分けて全曲、妻でピアニストの蓼沼
恵美子とともに演奏する計画です。ド
イツ・ロマン派の2大作曲家で、お互
い、敬愛しあった2人の作曲家による
作品を体系的に取り上げたいと思って
います。 

コンサートに来てくださる方へのメッ
セージをお願いします。

とかく敷居が高いと敬遠されがちなク
ラシック音楽ですが、人間の自然な呼
吸や、生理的な営みと密接なかかわり
があり、是非とも自然体で、気負わず
に楽しんでいただきたいと思います。

■開演／午後２時（開場午後１時）　
■場所／和歌山県民文化会館大ホール
■入場料／無料（整理券配布・当日は座席券と引き換え）※未就学児制限あり、一時保育設置（要事前申込）
■主催／和歌山県　■お問い合わせ／和歌山県 文化国際課  TEL.073-441-2052

■出演・プログラム／・宮下直子（ピアノ 平成10年度文化奨励賞）／ムソルグスキー：組曲『展覧会の絵』より
　　　　　　　　    ・片桐仁美（声楽 平成16年度文化奨励賞）　ピアノ伴奏：堅田京子／ワーグナー：マチルデ・ヴェーゼンドンクによる５つの歌
　　　　　　　　    ・西 陽子（箏 平成15年度文化奨励賞）／沢井忠夫：鳥のように、西 陽子：月夜の海
　　　　　　　　    ・澤 和樹（ヴァイオリン 平成16年度文化賞）　ピアノ：蓼沼恵美子／ドビュッシー：ヴァイオリンとピアノのためのソナタ

※都合により、曲目を変更する場合がありますのでご了承ください。　他の文化表彰50周年記念イベントはP5をご覧ください。 
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池下 章裕（いけしたあきひろ）さん

スペースアートクリエーター

昭和32年、和歌山市出身。三菱商事入社。航空機やロケット開発部と交
流する仕事の傍ら、幼い頃からの憧れでもある宇宙開発や探査などの情
報を、自作のイラストと共にホームページで紹介。平成13年、JAXAから
の制作依頼をきっかけに、フリーで活動。技術者や天文学者など専門家か
らも高い評価を受け、イラストを通じて宇宙の実像に迫ります。

和歌山県文化表彰とは、和歌山県の文化向上・発展に顕著な功績のある人たちに贈られる賞です。

人気のある『貸会議室』 ３時間1,500円〜  当日予約もOK！

　宇宙への憧れは、子どもの頃に読
んだ本「宇宙の不思議」が始まりだと
話す池下章裕さん。 宇宙飛行士を夢
見た少年は現在、スペースアートク
リエイターとして活躍中。コンピュー
ターグラフィックス（CG）で制作する
宇宙のイラストがメインで、 人類が
行ったことがない、見たことがない世
界を、驚くほどのリアリティーで表現
しています。
　大学を卒業し、平成3年に三菱商
事に入社。 当時は宇宙関連ではな
く、 航空機やロケット開発の部門に

出入りする仕事内容だったと言いま
す。 池下さんは「大好きな宇宙のこ
とを部門の人と一緒によく話しまし
た。 ただいろんな情報を手に入れる
のに、当時はアメリカ航空宇宙局のも
のがほとんどで、日本からの発信は皆
無。だったら自分で発信してみようと、
ホームページを立ち上げ、文章だけ
だと取っ付きにくいからイラストを描
いたのが、そもそもの始まりです」と。
平成13年、文部科学省宇宙科学研
究所（現JAXA）の「はやぶさ後継機」
研究チームからイラスト制作の依頼

があり、その作品
が研究所内で高く
評価されます。 平
成15年にフリーラ
ンスとして独立。
JAXAのイラスト
制作を中心に、図
鑑や教科書、 宇
宙関連の書籍や映
画、テレビなど各
メディアで作品を
発表。 平成22年
には、日本中が感

動の渦に包まれた「はやぶさ」の帰還
があり、 全国各地のはやぶさ関連イ
ベントで池下さんの作品を目の当たり
にした人も多いと思います。 故郷の
地球を目指して旅するはやぶさの鮮烈
なイラストは、ブームの立役者として、
はやぶさプロジェクトチームから感謝
状が贈られました。
　「決して想像上のイメージではあり
ません。 技術者や天文学者ら専門家
たちと打ち合わせを重ね、 科学的検
証と実際の数値から、未知の領域を
具体化しているのです。 制作の精密
さもありますが、実はこの打ち合わせ
が一番大変かも…（笑）」。決してアー
ティストではなく、客観性を持って忠
実に宇宙の実像を再現。 今の宇宙飛
行士では見ることができない、その先
の未来を追い求めています。「立ち止
まらず、何ができるかを考えて前に進
むこと。そうすると道が開けてきます。
作品を通して、 子どもたちに将来の
夢を育ててもらい、いつかは宇宙へも
行ってもらいたいものですね」。 池下
さんの作品は宇宙時代の幕開けを期
待させます。

平成24年度 和歌山県文化奨励賞

■お問い合わせ／和歌山県民文化会館　TEL.073-436-1331　
　　　　　　　  476台収容の県文有料駐車場あり（40分100円／24時間800円）

今年４月にリニューアルオープンした県民文化会館には、年間２０万人以上の方に利用される人気
の貸会議室があります。人気の秘密は、集客のしやすさ＆リーズナブルなお値段。 更に、無料で使
えるインターネット環境を全室に整備。大・小 ２３室ある会議室は、18名〜120名の利用が可能
で、研修や説明会、面接・試験会場として大活躍しています。是非、一度ご来館ください！県文ホー
ムページから空室状況確認＆インターネット予約OK！

小惑星探査機「はやぶさ」の感動的な帰還をC Gで忠実に再現。今後、
2014年打ち上げ予定の「はやぶさ2」も、池下さんの臨場感あふれるイラ
ストで見ることができます。

６F特別会議室B
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NEW YEAR 2014  ウィンナー・ワルツ・オーケストラ

第67回 和歌山県美術展覧会

わかふるコンサート ※わかふる・・・「和歌山」の"わか"と「たくさん」の"full"を併せた造語です。　
　　　　　　秋のひとときをコンサートでお楽しみください。

和歌山県文化表彰50周年記念事業
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■開演／①午後1時（開場午後0時30分）②午後3時30分（開場午後3時）                                  
■場所／和歌山県民文化会館大ホール
■出演者／ムテ吉、ミーニャ、メーコブ、ひなたおさむ、瀧本瞳
■入場料／2,000円（全席指定）                        
■けんぶん友の会優先電話予約／11月15日（金）午前10時から
■一般プレイガイド発売／11月25日（月）から

■開演／ 午後6時（開場午後5時30分）
■場所／和歌山県民文化会館小ホール
■入場料／500円（全席自由）        

■開演／午後6時30分 （開場午後6時） 
■場所／和歌山県民文化会館大ホール
■入場料／S席5,000円、A席4,000円（全席指定） 
　　　　　※各席とも学生は1,000円割引  

■プログラム（予定）
　ヨハン・シュトラウス２世  美しき青きドナウ
　ヨハン・シュトラウス２世  皇帝円舞曲   
　ヨハン・シュトラウス２世  トリッチ・トラッチ・ポルカ     
　ヨハン・シュトラウス１世  ラデッキー行進曲 
　ヨハン・シュトラウス２世  雷鳴と雷光　　ほか   

■お問い合わせ先／和歌山県文化国際課　県展担当
     　　　　　　　 TEL073-441-2050

日本画・書・工芸
10月31日（木）〜11月４日（月）
午前9時30分〜午後5時  ※11月4日（月）は午後3時まで
和歌山県立近代美術館（和歌山市吹上1-4-14）

上富田展
11月13日（水）〜11月17日（日） 午前9時〜午後５時
上富田文化会館（上富田町朝来758-1）

洋画・写真・彫塑
11月6日（水）〜11月10日（日）
午前9時30分〜午後5時  ※11月10日（日）は午後3時まで
和歌山県立近代美術館（和歌山市吹上1-4-14）

橋本展
11月27日（水）〜12月1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
10月31日（木）〜11月4日（月）
午前9時30分〜午後5時  ※11月4日（月）は午後3時まで
和歌山県民文化会館（和歌山市小松原通1-1）

新宮展
12月4日（水）〜12月8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）

マスターズ展（洋画・日本画・書・写真・工芸・彫塑・華道）
10月31日（木）〜11月10日（日）
午前9時30分〜午後5時  ※11月10日（日）は午後3時まで
和歌山県民文化会館（和歌山市小松原通１−１）

　子どもたちに大人気のキャラクター“ムテ吉・ミー
ニャ・メーコブ”とひなたおさむさん、瀧本瞳さんが繰
り広げる歌や踊り、そして楽しいゲームなど会場が
一体となって盛り上がる「わくわくステージ」です。

©NHK 

　ワンコインで気軽に楽しめるクラシッ
クコンサートを開催します。

　静寂な中にも力強さを感じさせる魅力的な小品か
ら古典バレエの代名詞ともいえる名作。チャイコフス
キーの「白鳥の湖」から第2幕を、また高度な技で魅了
する華やかな作品を上演します。今回、バレエの見所
だけを集めたハイライト公演。ご家族で、また、初めて
の方にもお楽しみいただけます。

  高校音楽部の先輩後輩である南部長と伊勢部員
が、その後の「かぐや姫」、「風」の結成、解散を経
て、それぞれのソロ活動の旅の途中、集結!抜群の
コンビネーションでお贈りする二人の名曲の数 と々
楽しいトークを満喫できるプレミアムLIVE。

　美術分野（洋画、日本画、彫刻、漆芸、陶芸、版画、俳画、工芸、書、写
真、漫画、イラスト、CG）の歴代個人受賞者の作品展示。

県内では様 な々ジャンルの文化団体が活動を行っていますが、一堂に集まり日頃の成果を県民の皆さんに広く紹介する県民参加による芸術文化の
祭典を来年3月16日（日）に開催します。

昭和39年度から実施している和歌山県文化表彰の５０年の歴史をふり返って歴代受賞者の作品展や演奏会、講演会等を開催します。

※地方展は華道の展示は行いません

■
本
展

河毛 博子（がもう ひろこ）

  ウィーンで活躍する精鋭音楽家たちが、シュトラウス２世の名曲を中心にウィーン音楽の甘
さ、切なさ美しさをホールいっぱいに演奏します。そして、エンターティメント性抜群の指揮
者、サンドロ・クトゥレーロが観客をリラックスした楽しめる雰囲気に誘い込みます。歌手は
ウィーンの心を歌い上げ、男女のバレエダンサーがワルツ王の時代そのままに、音楽に乗って
華麗に舞う…。きらびやかなウィーン舞踏会を感じさせる、見て聴いて楽しめるニューイヤー
コンサートです。

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。

河毛博子&オオサカン・ブラス・クインテット 
魅惑の金管五重奏の演奏

山縣雅志&パーカッションパフォーマンス Leverage
心に響く打楽器の音色

12月6日（金）
ワンコイン

コンサートVol.１

2014年1月17日（金） 
ワンコイン

コンサートVol.2

①音楽（洋楽等）　
②舞踊（バレエ・モダンダンス等）
③伝統芸能（邦楽・民俗芸能・民謡等）　 
④その他

動物愛護センターコンサート

平成25年度 文化庁  地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ
新国立劇場バレエ団 クラシック・バレエ ハイライト2014                                        

南こうせつ 伊勢正三 ＳＰＥＣＩＡＬ ＣＯＮＣＥＲＴ2014〜ひめ風！？〜
「かぐや姫」+「風」の新ユニット結成！

和歌山県文化表彰50周年記念展

和歌山県文化表彰50周年記念コンサート

講演・舞台いけばなデモンストレーション

ミュージアムコンサート

県民文化ステージ 出演団体募集中
「おかあさんといっしょ」ポコポッテイトがやってきた！！

ワンコインコンサート

■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（紀美野町国木原372）

■入場料／無料                                               
■出演者／尾上利香、フリューゲライン（トーンチャイム） ※トーンチャイムの体験コーナーもあります。
■協力／和歌山県動物愛護センター                                            

■開演／午後7時                                                     
■場所／和歌山県民文化会館大ホール                                              
■入場料／3,000円（全席指定）
■プログラム／
　第一部 『パ・ド・カトル』 、『アリアのための序曲』 
　　　　 『ドン・キホーテ』第3幕よりグラン・パ・ド・ドゥ   
　第二部 『白鳥の湖』第2幕

■開演／午後5時（開場午後4時15分）
■場所／和歌山県民文化会館大ホール
■入場料／6,800円（全席指定）
■けんぶん友の会優先電話予約／11月11日（月）午前10時から
■一般プレイガイド発売／11月23日（土）から
■協力／読売新聞社、リバティ・コンサーツ

■開催日時／11月23日（土）〜12月8日（日）午前9時30分〜午後5時
　　　　　　（入場は午後4時30分まで）
■会場／和歌山県立近代美術館 
■作家数／70作家（予定）

■開催日時／11月23日（土）午前10時　■会場／和歌山県立近代美術館  展示室
■演奏／中西俊哉（ヴァイオリン 平成18年度きのくに芸術新人賞受賞）

■開催日時／開演午後2時（開場午後1時）
■会場／和歌山県民文化会館大ホール  

■演奏／澤和樹（ヴァイオリン 平成16年度文化賞受賞）、宮下直子（ピアノ 平成10年度文化奨励賞受賞）
　　　　西陽子（箏 平成15年度文化奨励賞受賞）、片桐仁美（声楽 平成16年度文化奨励賞受賞） 
　　　　詳細は、P2下欄をご覧ください。

■開催日時／開演午後6時30分（開場午後6時）
■会場／和歌山県民文化会館小ール

■出演者／　原登（小説 平成13年度文化賞受賞）
　　　　　岡田脩克（華道 平成13年度文化功労賞受賞）

【県民文化ステージ】
■開催時期／平成26年3月16日（日）午後２時開演（予定）
■開催会場／和歌山県民文化会館大ホール　■入場料／400円
■お問い合わせ・申し込みは下記まで。

■主催／和歌山県　
■主催・お問い合わせ／（一財）和歌山県文化振興財団（和歌山県民文化会館）
　　　　　　　　　　 〒640-8269  和歌山市小松原通１−１   
　　　　　　　　　　 TEL.073-436-1331  FAX.073-436-1335

【応募方法】
参加申込書に必要事項をご記入のうえ、
下記申込先に郵送またはFAXでお申し
込みください。

【応募締め切り】
■平成25年11月15日（金）必着

【応募資格】
県内において、下記分野で創作活動を行
個人又は文化団体等であること（大学生
及び一般を主たる構成員とする）。

■
地
方
展

山縣 雅志（やまがた まさし）
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第67回 和歌山県美術展覧会

わかふるコンサート ※わかふる・・・「和歌山」の"わか"と「たくさん」の"full"を併せた造語です。　
　　　　　　秋のひとときをコンサートでお楽しみください。

和歌山県文化表彰50周年記念事業
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■開演／①午後1時（開場午後0時30分）②午後3時30分（開場午後3時）                                  
■場所／和歌山県民文化会館大ホール
■出演者／ムテ吉、ミーニャ、メーコブ、ひなたおさむ、瀧本瞳
■入場料／2,000円（全席指定）                        
■けんぶん友の会優先電話予約／11月15日（金）午前10時から
■一般プレイガイド発売／11月25日（月）から

■開演／ 午後6時（開場午後5時30分）
■場所／和歌山県民文化会館小ホール
■入場料／500円（全席自由）        

■開演／午後6時30分 （開場午後6時） 
■場所／和歌山県民文化会館大ホール
■入場料／S席5,000円、A席4,000円（全席指定） 
　　　　　※各席とも学生は1,000円割引  

■プログラム（予定）
　ヨハン・シュトラウス２世  美しき青きドナウ
　ヨハン・シュトラウス２世  皇帝円舞曲   
　ヨハン・シュトラウス２世  トリッチ・トラッチ・ポルカ     
　ヨハン・シュトラウス１世  ラデッキー行進曲 
　ヨハン・シュトラウス２世  雷鳴と雷光　　ほか   

■お問い合わせ先／和歌山県文化国際課　県展担当
     　　　　　　　 TEL073-441-2050

日本画・書・工芸
10月31日（木）〜11月４日（月）
午前9時30分〜午後5時  ※11月4日（月）は午後3時まで
和歌山県立近代美術館（和歌山市吹上1-4-14）

上富田展
11月13日（水）〜11月17日（日） 午前9時〜午後５時
上富田文化会館（上富田町朝来758-1）

洋画・写真・彫塑
11月6日（水）〜11月10日（日）
午前9時30分〜午後5時  ※11月10日（日）は午後3時まで
和歌山県立近代美術館（和歌山市吹上1-4-14）

橋本展
11月27日（水）〜12月1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
10月31日（木）〜11月4日（月）
午前9時30分〜午後5時  ※11月4日（月）は午後3時まで
和歌山県民文化会館（和歌山市小松原通1-1）

新宮展
12月4日（水）〜12月8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）

マスターズ展（洋画・日本画・書・写真・工芸・彫塑・華道）
10月31日（木）〜11月10日（日）
午前9時30分〜午後5時  ※11月10日（日）は午後3時まで
和歌山県民文化会館（和歌山市小松原通１−１）

　子どもたちに大人気のキャラクター“ムテ吉・ミー
ニャ・メーコブ”とひなたおさむさん、瀧本瞳さんが繰
り広げる歌や踊り、そして楽しいゲームなど会場が
一体となって盛り上がる「わくわくステージ」です。

©NHK 

　ワンコインで気軽に楽しめるクラシッ
クコンサートを開催します。

　静寂な中にも力強さを感じさせる魅力的な小品か
ら古典バレエの代名詞ともいえる名作。チャイコフス
キーの「白鳥の湖」から第2幕を、また高度な技で魅了
する華やかな作品を上演します。今回、バレエの見所
だけを集めたハイライト公演。ご家族で、また、初めて
の方にもお楽しみいただけます。

  高校音楽部の先輩後輩である南部長と伊勢部員
が、その後の「かぐや姫」、「風」の結成、解散を経
て、それぞれのソロ活動の旅の途中、集結!抜群の
コンビネーションでお贈りする二人の名曲の数 と々
楽しいトークを満喫できるプレミアムLIVE。

　美術分野（洋画、日本画、彫刻、漆芸、陶芸、版画、俳画、工芸、書、写
真、漫画、イラスト、CG）の歴代個人受賞者の作品展示。

県内では様 な々ジャンルの文化団体が活動を行っていますが、一堂に集まり日頃の成果を県民の皆さんに広く紹介する県民参加による芸術文化の
祭典を来年3月16日（日）に開催します。

昭和39年度から実施している和歌山県文化表彰の５０年の歴史をふり返って歴代受賞者の作品展や演奏会、講演会等を開催します。

※地方展は華道の展示は行いません

■
本
展

河毛 博子（がもう ひろこ）

  ウィーンで活躍する精鋭音楽家たちが、シュトラウス２世の名曲を中心にウィーン音楽の甘
さ、切なさ美しさをホールいっぱいに演奏します。そして、エンターティメント性抜群の指揮
者、サンドロ・クトゥレーロが観客をリラックスした楽しめる雰囲気に誘い込みます。歌手は
ウィーンの心を歌い上げ、男女のバレエダンサーがワルツ王の時代そのままに、音楽に乗って
華麗に舞う…。きらびやかなウィーン舞踏会を感じさせる、見て聴いて楽しめるニューイヤー
コンサートです。

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。

河毛博子&オオサカン・ブラス・クインテット 
魅惑の金管五重奏の演奏

山縣雅志&パーカッションパフォーマンス Leverage
心に響く打楽器の音色

12月6日（金）
ワンコイン

コンサートVol.１

2014年1月17日（金） 
ワンコイン

コンサートVol.2

①音楽（洋楽等）　
②舞踊（バレエ・モダンダンス等）
③伝統芸能（邦楽・民俗芸能・民謡等）　 
④その他

動物愛護センターコンサート

平成25年度 文化庁  地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ
新国立劇場バレエ団 クラシック・バレエ ハイライト2014                                        

南こうせつ 伊勢正三 ＳＰＥＣＩＡＬ ＣＯＮＣＥＲＴ2014〜ひめ風！？〜
「かぐや姫」+「風」の新ユニット結成！

和歌山県文化表彰50周年記念展

和歌山県文化表彰50周年記念コンサート

講演・舞台いけばなデモンストレーション

ミュージアムコンサート

県民文化ステージ 出演団体募集中
「おかあさんといっしょ」ポコポッテイトがやってきた！！

ワンコインコンサート

■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（紀美野町国木原372）

■入場料／無料                                               
■出演者／尾上利香、フリューゲライン（トーンチャイム） ※トーンチャイムの体験コーナーもあります。
■協力／和歌山県動物愛護センター                                            

■開演／午後7時                                                     
■場所／和歌山県民文化会館大ホール                                              
■入場料／3,000円（全席指定）
■プログラム／
　第一部 『パ・ド・カトル』 、『アリアのための序曲』 
　　　　 『ドン・キホーテ』第3幕よりグラン・パ・ド・ドゥ   
　第二部 『白鳥の湖』第2幕

■開演／午後5時（開場午後4時15分）
■場所／和歌山県民文化会館大ホール
■入場料／6,800円（全席指定）
■けんぶん友の会優先電話予約／11月11日（月）午前10時から
■一般プレイガイド発売／11月23日（土）から
■協力／読売新聞社、リバティ・コンサーツ

■開催日時／11月23日（土）〜12月8日（日）午前9時30分〜午後5時
　　　　　　（入場は午後4時30分まで）
■会場／和歌山県立近代美術館 
■作家数／70作家（予定）

■開催日時／11月23日（土）午前10時　■会場／和歌山県立近代美術館  展示室
■演奏／中西俊哉（ヴァイオリン 平成18年度きのくに芸術新人賞受賞）

■開催日時／開演午後2時（開場午後1時）
■会場／和歌山県民文化会館大ホール  

■演奏／澤和樹（ヴァイオリン 平成16年度文化賞受賞）、宮下直子（ピアノ 平成10年度文化奨励賞受賞）
　　　　西陽子（箏 平成15年度文化奨励賞受賞）、片桐仁美（声楽 平成16年度文化奨励賞受賞） 
　　　　詳細は、P2下欄をご覧ください。

■開催日時／開演午後6時30分（開場午後6時）
■会場／和歌山県民文化会館小ール

■出演者／　原登（小説 平成13年度文化賞受賞）
　　　　　岡田脩克（華道 平成13年度文化功労賞受賞）

【県民文化ステージ】
■開催時期／平成26年3月16日（日）午後２時開演（予定）
■開催会場／和歌山県民文化会館大ホール　■入場料／400円
■お問い合わせ・申し込みは下記まで。

■主催／和歌山県　
■主催・お問い合わせ／（一財）和歌山県文化振興財団（和歌山県民文化会館）
　　　　　　　　　　 〒640-8269  和歌山市小松原通１−１   
　　　　　　　　　　 TEL.073-436-1331  FAX.073-436-1335

【応募方法】
参加申込書に必要事項をご記入のうえ、
下記申込先に郵送またはFAXでお申し
込みください。

【応募締め切り】
■平成25年11月15日（金）必着

【応募資格】
県内において、下記分野で創作活動を行
個人又は文化団体等であること（大学生
及び一般を主たる構成員とする）。

■
地
方
展

山縣 雅志（やまがた まさし）
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