芸術・文化
図書館の催し

紀子三部作に見る
小津監督の視点

情報アラカルト

相

談

19

芸術・文化

広報おのみち・平成27年10月

スポーツ

広報おのみち 9 月号に続いて、日本遺産に認定され
たストーリーの一部を紹介していきます。
桟橋で船から降りると、太鼓の音やにぎやかな町の
声が聞こえてくる。町中では四季折々の祭礼や伝統行
事が行われており、細い路地でひしめき合う住民の中
を、神輿などが練り歩き、町全体が活気にあふれてい
る。
桟橋から斜面地に足を向けると、山麓の約 2 ㎞の範
囲に今も中世から続く25の寺院が並び立っている。こ
れらの寺社や住宅をつなぐ路地や坂道をたどれば、目
の前に突然、寺院の大きな屋根や庭園をもつ住宅が現
れたりする。また、斜面地には、生活に必要な井戸が点
在し、その傾斜を利用して二階井戸が生まれ、坂道の
上下の住宅で共有して井戸が使える仕組みができるなど、路地と坂道に点在する井戸端が、住民が集まる立体的
な空間となっている。
問 文化振興課
■
（☎0848 - 20 - 7425）

子育て

日本遺産「尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市」⑤

健康・福祉

小津安二郎監督の『東京物語』を
はじめとする紀子三部作のうち、
『晩春』
『 麦秋』を解説を交えた上映
会を行います。
■トークセッション「数学者ととも
に考える小津の『麦秋』」
日時 10月17日㈯
解説13：30〜、上映14：00〜
講師 柴市郎（尾道市立大学教授）、
刈山和俊（尾道市立大学教授）
■トークセッション「今の若者とと
日本遺産認定記念 因島水軍城
もに見る小津の『晩春』」
特別展「瀬戸内の覇者
日時 10月24日㈯
村上水軍と港町尾道」
【後期】
解説13：30〜、上映14：00〜
講師 柴市郎（尾道市立大学教授）、尾
期間 10月23日㈮〜平成28年 1 月
道市立大学日本文学科 3 年生（ 2 人）
28日㈭
【共通事項】
時間 9：30〜17：00
場所 おのみち映画資料館
※ 1 月 2 日㈯・3 日㈰は10：00〜15：00。 ※おのみち映画資料館入館料（一般
※木曜（祝日を除く）、12月29日㈫〜
500円、中学生以下無料）が必要。
問
1 月 1 日㈷は閉館。
■文化振興課
（☎0848- 20- 7514）
料金 大人310円、小・中学生150円
（30人以上団体割引あり）
問 因島水軍城
■
（☎0845- 24- 0936）

くらしの窓

■中央図書館（☎0848−37−4946）
●上映会「火曜名画座」
日時 火曜18：30〜
内容 10／20「アンダルシアの犬」
10／27「無防備都市」
11／ 3「リリー・マルレーン」
●おのみちライブラリーコンサート
「秋は夕暮れ」〜アコースティック
ギター ライブ〜
日時 11月 7 日㈯19：00〜20：00
出演 南風ドリアこと槇奥慎一郎
さん
■向島子ども図書館（☎0848−44−0114）
●プレママ0・1・2才児おはなし会
絵本の読み聞かせだけではなく、
幼児とお母さんが一緒に遊べる手
遊びやわらべうたを歌います。
日時 10月28日㈬10：30〜11：00
※原則、第 2・4 水曜に開催してい
ます。
対象 0・1・2 歳児
朗読 「お話グループ まめっちょの会」
■因島図書館（☎0845−22−8660）
●古文書学習会
「第1回宮地家文書1」
日時 10月22日㈭10：00〜12：00

※今後、第 4 木曜10：00〜（予定）。
内容 因島に関する古文書の原文
をもとに古文書の読み方を指導
講師 半田堅二さん（尾道学古文書
担当）
申込方法 電話か窓口で申込
●秋の読書週間行事
日時 10月27日㈫13：30〜15：30
講師 嶋田ひとみさん（FMふくや
まパーソナリティー）
●坂元千恵子きりえ展
日時 11月 3 日㈷〜29日㈰10：00〜18：00
作品 「いこいの時」ほか15点

圓鍔勝三生誕110年
記念事業演劇公演
市民劇団尾道テゴー座が創作劇
を公演します。
日時 10月25日㈰ 18：30〜
場所 圓鍔勝三彫刻美術館
料金 一般1,500円、高校生1,000円、
中学生以下無料
問 尾道てごう座
■
（☎0848- 46- 3552）
文化振興課（☎0848- 20- 7514）

第14回高校生おのみち演劇祭
■料金や申込方法の記載のないものは無料または申込不要です︒ ☎電話

■ファクス

FAX

第10回瀬戸田地区文化祭
■美術作品展示
期間 10月31日㈯〜11月 1 日㈰
時間 9：00〜17：00
※最終日は16：00まで。
内容 地区会員、学生等の絵画、書、
工芸、手芸などの展示発表
■音楽芸能発表会
日時 11月 1 日㈰ 12：00〜
内容 合唱、舞踊、邦楽、和太鼓、神
楽などの舞台発表
【共通事項】
場所 瀬戸田市民会館ほか
問 尾道市文化協会瀬戸田地区
■
（☎0848 - 20- 7514）

電子メール

e
■

日時 11月 1 日㈰ 9：30〜
場所 市民センターむかいしま
内容 尾三地区高校演劇部による
演劇公演
問 尾道市文化協会事務局
■
（文化振興
課内☎0848 - 20- 7514）

ホームページ

HP
■

申込先

申
■

問い合わせ先

問
■
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尾道市文化協会因島地区事業
美術展と音楽祭を並行開催
■第50回因島美術展覧会
期間 11月 6 日㈮〜 8 日㈰
時間 9：00〜17：00
場所 因島市民会館
内容 絵画、書、写真、陶芸などの展
示発表
問 尾道市文化協会因島地区
■
（岡野☎0845- 22- 1568）
■第49回いんのしま音楽祭
日時 11月 8 日㈰ 13：00〜
場所 因島市民会館
内容 合唱、器楽などの舞台発表
問 尾道市文化協会因島地区いんの
■
しま音楽祭実行委員会
（吉田☎0845- 22- 9146）

市民音楽芸能祭2015
■しまなみ交流館
日時 11月 8 日㈰ 10：30〜
内容 コーラス、吹奏楽、室内楽、邦
楽などの舞台発表
■市民センターむかいしま
日時 11月15日㈰12：30〜
内容 バレエ、舞踊、民謡、ダンス、フ
ラダンス、和太鼓などの舞台発表
問
■尾道市文化協会
（文化振興課内☎0848- 20- 7514）

写真展「尾道…セピア色の記憶
̶郷土写真家・土本寿美編̶」
■中央図書館
期間 11月 1 日㈰〜29日㈰
時間 10：00〜21：00

名誉市民

※月曜（23日㈷は開館）、24日㈫休館。
内容 「尾道セピア色の記憶」と題し
て、主に旧市街を記録した写真など
■人権文化センター
期間 11月 2 日㈪〜30日㈪
時間 8：30〜17：15
※土・日・祝日休館。
内容 「海と暮らす人々・港の記憶」と
題して、海にまつわる記録写真など
■市民センターむかいしま
期間 11月 7 日㈯〜12月 6 日㈰
時間 8：30〜18：00
内容 「塩田の記憶と造船」と題し
て、主に向島町域の記録写真など
■甘味処ととあん（土堂一丁目・本
通り一番街）
期間 11月 1 日㈰〜30日㈪
時間 11：00〜18：00
※木曜定休。
内容 「尾道の祭り懐古」と題して、
昔のベッチャー祭りなどの祭り
風景
問 文化振興課
■
（☎0848- 20- 7425）

第59回尾道菊花展

日時

10月24日㈯〜11月15日㈰
9：00〜17：00
場所 千光寺公園ふれあい広場
■オープニングセレモニー
日時 10月24日㈯ 10：00〜
■審査会
日時 11月 3 日㈷ 13：00〜
問 観光課
■
（☎0848 - 38 - 9184）

シリーズ⑦

圓鍔勝三（昭和56年選定）

御調郡河内村（現御調町徳永）生まれ。彫刻家を志し京都で仏師石割秀光へ弟子入り
し、その後上京。澤田政廣に師事して、大正末から昭和の戦前にかけて起こった木彫界
の新たな運動に加わり、明治以降の失われかけていた日本の木彫をよみがえらせまし
た。作品は木彫を中心としながらもさまざまな素材を使い「愛」と「平和」と「夢」を追求
した圓鍔芸術を確立しました。
今年は生誕110年であることから、圓鍔勝三彫刻美術館での特別展などさまざまな
顕彰行事が行われています。
問 文化振興課
■
（☎0848- 20- 7425）
広報おのみち・平成27年10月

「オノミチ・ランデブー」

̶8人のヴィラ九条山レジデントとゲストアーティスト

︿キリトリ線﹀

尾道市立美術館
開催中〜11月23日㈷
右の招待券を切り取り、尾道市立美術館で提出
いただくと、一 人 1 回入館無料となります。

しまなみ映画上映会
『シネマの天使』

11月10日㈫ 18：30〜20：00
尾道市立大学美術館

市立美術館

☎0848

日時 10月24日㈯・25日㈰
10：00〜17：00※25日㈰は16：00まで。
場所 駅前港湾緑地
内容 山陰から四国までのご当地グ
ルメが大集合、ご当地芸能披露
問 グルメ実行委員会事務局
■
（尾道商
工会議所内☎0848-25-3863）

圓鍔勝三彫刻美術館 ☎0848
平山郁夫美術館 ☎0845
27-3800
76-2888
時 間 9：00〜17：00（入館は16：30まで）
休館日 無休

■オノミチ・ランデブー−8人のヴィラ九条
山レジデントとゲストアーティスト−展
期間 開催中〜11月23日㈷
料金 大人800円、高校生550円、中学生以
下と70歳以上（要年齢確認）は無料

■特別展「圓鍔勝三 生誕110年展」
期間 開催中〜11月29日㈰
料金 大人400円、高校生300円、中学生以
下と70歳以上（要年齢確認）は無料

■企画展「三蔵法師と薬師寺の宝物」
期間 開催中〜12月 6 日㈰
料金 一般800円、高校・大学生400円、
小・中学生200円（市内小・中学生無料）

尾道市立大学美術館

なかた美術館

耕三寺博物館 ☎0845
27-0800

☎0848

20-7831

時 間
休館日

20-1218
9：00〜17：30（入館は17：00まで）
月曜
（祝日の場合は翌日）

時 間 9：00〜17：00（入館は16：30まで）
休館日 無休

■NAKATA MUSEUM
COLLECTION「風景考」
期間 開催中〜平成28年 2 月 7 日㈰
料金 一般800円、中学・高校・大学生
300円
（市内学生無料）

■館蔵品展「耕三寺と俳句」
期間 開催中〜12月6日㈰
料金 大人1,200円、高校生700円、中学
生以下無料（耕三寺見学込）

尾道商業会議所記念館

本因坊秀策囲碁記念館

おのみち歴史博物館 ☎0848
37-6555

20-0400

■第28回企画展示「尾道あ・ら・かると
〜郷土写真家が記録した尾道の産業」
期間 10月16日㈮〜平成28年 1 月13日㈬

☎0845

24-3715
時 間 10：00〜17：00（入館は16：30まで）
（祝日は開館）
休館日 火曜

■呉清源先生ゆかりの碁盤展示中
料金 大人300円、中学生以下無料

時 間 10：00〜18：00（入館は17：30まで）
休館日 火曜（祝日は開館）

談

時 間 10：00〜18：00
休館日 木曜

☎0848

相

■版画展−刷りの余白
美術学科世永逸彦教授による版画表現
の可能性を探るグループ展です。
期間 11月7日㈯〜12月13日㈰

情報アラカルト

時 間 10：00〜18：00
休館日 水・木曜（祝日は開館）

☎0848

芸術・文化

時 間 9：00〜17：00（入館は16：30まで）
（祝日の場合は翌日）
休館日 月曜

スポーツ

23-2281
時 間 9：00〜17：00（入館は16：30まで）
休館日 月曜（祝日は開館）

やまなみ街道開通記念事業
グルメサミット in 尾道

子育て

日時
場所

■オープニング
日程 11月 6 日㈮
場所 しまなみ交流館
■上映会
期間 11月 7 日㈯・8 日㈰
場所 シネマ尾道、尾道商業会議所
記念館、シネマモード 1［福山市］
問
■観光課
（☎0848- 38- 9184）
HP http：//www.okuradashi.com/
■

課題 春季雑詠
料金 一般 2 句 1 組1,000円、小中学
校の部無料
応募方法 平成28年 1 月15日㈮
（必着）までに、専用の応募用紙に
必要事項を記入し、投句料分の定
額小為替証書を同封し郵送
申■
問 〒722-0046 長江一丁目3-3
■
（一社）尾道観光協会
（☎0848 - 37 - 9736）

健康・福祉

第8回尾道文学談話会
ラフカディオ・ハーンから
小泉八雲へ

お蔵出し映画祭2015

第10回おのみち俳句まつり作品募集

くらしの窓

上映日
11月 2 日㈪
上映時間
①10：30 〜
②13：30 〜
③18：00〜
場所 しまなみ交流館
料金（当日券）
一般1,800円、大学・専門学生1,500円、高校
生以下1,000円、シニア（60歳以上）1,100円
※前売券（1,000円）はしまなみ交流
館で販売中。
問
■しまなみ交流館（☎0848- 25- 4073）

講師 光原百合（尾道市立大学日本
文学科教授）
定員 20人
申込期限 11月6日㈮
申■
問 尾道市立大学美術館
■
（☎0848- 20- 7831／水・木曜休館）

■特別展「知られざる尾道仏教美術−
慈観寺編」
期間 開催中〜11月 8 日㈰
料金 一般200円、共通500円（映画資料
館も観覧可）、中学生以下無料
広報おのみち・平成27年10月
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