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ガラス越しの音楽会2022

純名里沙 With 笹子重治
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金 ホワイエ

[開場]17：30[開演]18：00
全席自由 前売500円

43th

アコースティックライブ

プログラム
・蘇州夜曲
・テネシーワルツ
・SO IN LOVE
・星影の小道 ・奥さまお手をどうぞ
・My Favorite Things ほか

※80名様限定
（当日1,000円）

▶六ヶ所村文化交流プラザ・スワニー

…2P

▶六ヶ所村民図書館

…4 ～ 5P

▶六ヶ所村立郷土館

6 ～ 7P
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Concert Report
島津亜矢歌怪獣襲来ツアー開催（7/23）
7 月 23 日、大ホールで「島津亜矢コンサート 2022
～歌怪獣襲来ツアー」が開催されました。チケットは
発売開始からまもなく完売となり人気の高さがうかが
えました。島津さんは演歌歌手でありながらカバー曲
にも定評があり、当日も一曲目は洋楽からスタート。
演歌をはじめ様々なジャンルを交えた全 21 曲を抜群
の歌唱力と伸びのある歌声で熱唱、訪れたたくさんの
お客様を魅了しました。

宝くじ文化公演
オーケストラで聴くジブリ音楽（8/20）

圧倒的な歌唱力を披露する島津さん

3軒茶屋婦人会
アユタヤの堕天使（9/3）

最後の「崖の上のポニョ」を全員で合唱

8 月 20 日、大ホールで「宝くじ文化公演ファミリー
コンサート～オーケストラで聴くジブリ音楽」が開催
されました。コンサートでは、ジブリ映画の代表作「と
なりのトトロ」
、
「千と千尋の神隠し」、「耳をすませば」
のテーマ曲をはじめ、数々の名曲が演奏されました。
出演は井上あずみさん、木村弓さん、本名陽子さん、
演奏は N 響団友オーケストラという豪華なコンサート
で、エンディングでは 3 人一緒に「崖の上のポニョ」
を歌い、大いに盛り上がりました。

小学校鑑賞教室 「和楽器演奏集団

三人芝居舞台の様子

9 月 3 日、大ホールで「3 軒茶屋婦人会アユタヤの
堕天使」が開催されました。3 軒茶屋婦人会とは、俳
優の篠井英介さん、深沢敦さん、大谷亮介さんによる
プロデュースユニットで、舞台「アユタヤの堕天使」
は 7 作品目となります。時代も場所もまったく異なる
女 3 人のエピソードを、3 本の物語で演じるこの舞台、
スワニー公演当日は全国ツアーの千秋楽ということも
あり、大勢のお客様がつめかけ、それぞれに存在感の
ある演技と物語を楽しみました。

独楽」コンサート（7/13）

7 月 13 日、大ホールで村内小中学校を対象とした鑑賞教室「和楽器演
奏集団独楽コンサート」が開催されました。演奏者の絶妙なトークと迫
力あるパフォーマンスはすぐに子供たちの心をつかみ、用意された体験
コーナーでは子ども達もステージにあがり、リズムよく太鼓を鳴らすと、
会場からは大きな拍手が起こるなど大いに盛り上がりました。
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和楽器演奏集団

独楽

スワニー夏休みコンサート（8/27）
8 月 27 日、大ホールで「スワニー夏休みコンサート」が開催されました。
このコンサートは、昭和音楽大学の学生達と合同で企画したもので、コンサー
トのマネジメントを学ぶ学生達に現場体験の機会を提供するというコンセプ
トのもと、企画制作の大部分を学生達が行いました。出演者にはピアニスト
の田村緑さんを迎え、ピアノや音楽そのものを身近に感じてもらおうと、第
一中学校と南小学校でのアウトリーチも実施しました。また、募集により集
まった 5 名のジュニアスタッフが、

ピアノのアクションを見せ説明する田村緑さん

当日、コンサートスタッフの仕事
を体験しました。今回、コンサートの企画に参加した昭和音大生で泊
中学校出身の佐藤玲衣さんは、「アウトリーチやコンサートの経験がで
き本当に勉強になりました。六ヶ所村で経験できたことが本当にうれ
ステージで盛り上げるジュニアスタッフと大学生

こども園鑑賞教室

しい」と笑顔を見せていました。

アンパンマンショー（6/29）
6 月 29 日、村内こども園を対象とした鑑賞教室が大ホールで開催されました。
小さい時から生のステージを体験してほしいと企画しているこの公演は、毎回
様々なキャラクターが登場します。今回アンパンマンと一緒に戦うのはニガウ
リマン。登場からエンディングまで子供たちは大喜び。例年であればキャラク
ターとのハイタッチなどもありますが、感染対策のため今年は取りやめ。それ
でも会場は子供たちの笑顔であふれていました。

落語

ポップス

10 大ホール
柳家花緑 林家たい平 二人会

22 土 大ホール
40th Anniversary
稲垣潤一コンサート2022

2022

2022
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[開場]14：30[開演]15：00
次代の名人と
の期待が高い「柳
家花緑」
、お茶の
間で大人気の「林
家たい平」の人
気・ 実 力 を 兼 ね
備えた落語二人
会をお楽しみく
ださい！

林家たい平

[開場]16：00[開演]16：30

稲垣潤一

和製シティ・ポップスの代表格「ド
ラマティック・レイン」などのヒッ
ト曲から最新の楽曲まで、時間旅行
をお楽しみください。ドラムを叩き
ながら歌う “ 叩き語りも見逃せませ
ん！ ” 東北エリアではスワニーのみ
の開催となります！

柳家花緑

前売2,000円
（当日3,000円）

前売4,000円
（当日5,000円）

21006
主催／
（一財）六ヶ所村文化振興公社

前売り券
完売

21007

後援／六ヶ所村・六ヶ所村教育委員会

主催／（一財）六ヶ所村文化振興公社

六ヶ所村特産品販売所

感染症対策のため、チケットの窓口販売を控えていましたスワニー他、
各プレイガイドでチケットの取り扱いを開始いたします。

ろ

六ヶ所村立
屋内温水プール

六旬館

ろっぷ

後援／六ヶ所村・六ヶ所村教育委員会

0175-72-3400
0175-72-3061
0175-71-3115
0175-73-7307

8:30 ～ 16:30
10:00 ～ 19:00
9:00 ～ 18:00
10:00 ～ 20:00

六ヶ所村文化交流プラザ
※車椅了でご鑑賞を希望される場合は事前にお問い合わせください。※当日券は数に限りがあります。
※開催形態の都合により、公演ごとに、プレイガイドは異なります。ポスター・チラシなど詳細のわかるもので、必ず事前にご確認下さい。
※スワニー以外でチケットをお買い求めになる際は、それぞれに運営形態が異なりますので、定休日や営業時問をお確かめの上お買い求め下さい。
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ＣＤ・DVD新着案内
ＣＤ
アルバム名

アーティスト名

ごはん味噌汁海苔お漬物卵焼き
feat. 梅干し

桑田

アルバム名

佳祐

ＲＡＹ ＯＦＬ
ＩＧＨＴ

アーティスト名
ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ
ＦＲＯＭ ＥＸＩ
ＬＥＴＲＩＢＥ

壱

優里

ｓｔ
ｒｏｂｏ

Ｖａｕｎｄｙ

ＢＴＳ，ＴＨＥ ＢＥＳＴ

ＢＴＳ

開幕宣言

Ｎｏｖｅ
ｌ
ｂｒ
ｉ
ｇｈｔ

Ｅｄ
ｉ
ｔｏ
ｒ
ｉ
ａ
ｌ

OFFICIAL HIGE DANDISM

Ａｃｔｏｒ

緑黄色社会

狂言

Ａｄｏ

ジャスティス

ジャスティン・ビーバー

GRAMMY ノミニーズ 2019

ジャネール・モネイ ほか

スタジオジブリの歌

安田

GRAMMY ノミニーズ 2020

ビリー・アイリッシュ ほか

青の煌めきあおもり国スポ 2026 イメージソング「翔けろ未来へ」

成美 ほか

ＤＶＤ
タイトル

タイトル

タイトル

スパイダーマン ノー・ウェイ・ホーム

騎士竜戦隊リュウソウジャー
VS ルパンレンジャー VS パトレンジャー

青の煌めきあおもり国スポ 2026
「青の煌めきダンス」

マトリックス レザレクションズ

魔進戦隊キラメイジャーｖｓリュウソウジャー

猫の恩返し／ギブリーズ ＥＰＩＳＯＤＥ ２

天使にラブ・ソングを…

トロピカル～ジュ！プリキュア

わかる！納得！放射線とがん

いとみち

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 ３巻

竜とそばかすの姫

おらおらでひとりいぐも

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 ４巻

六ヶ所森林鉄道

そして、バトンは渡された

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 ５巻

ふるさとに生きる 第 8 巻

教えて中川先生

六ヶ所にもあった森林鉄道

★視聴覚資料（ＣＤ・ＤＶＤ）の貸出数はひとりそれぞれ３点以内、貸出期間は７日間以内です。

司書のおすすめ本

にちようびのおはなし会を開催します

『まだ人を殺していません』
小林由香／著

幻冬舎

亡き姉の夫が猟奇殺人事件を
起こし、その息子・良世を預か
り育てることになった翔子。過
去に娘を事故で無くしたことに
よる不安を抱えながらも良世と
向き合おうとするが、行動の一
つ一つに得体の知れない恐怖を
覚え、あらゆることに疑念を持
つようになっていく。殺人鬼の
父を持ったことで世の中から ”
悪魔の子 ” と呼ばれ、たくさん
の正義と悪意に晒され続け、父
からも “ 不幸を呼ぶ子 ” と呼ば
れる良世は本当に悪魔なのだろ
うか……。
世の中に溢れている「信じる」
とは、「愛」とは一体なんなのだ
ろ う か。 大 人 も 子 ど も も な い、
人と人の繋がりが深く描かれた
一冊。
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※新型コロナウイルスの感染状況によっては、中止になる場合が
あります。

第76回
「読書週間」
10月27日～11月9日

家族みんなで家読
（うちどく）
してみませんか？
秋の「読書週間」に合わせて、読書週間のはじまりから概ね 1 ヶ月間を家読（うちどく）推進期間としています。
「家読（うちどく）」とは「家庭読書」の略語で、
「家族みんなで読書をすることで家族のコミュニケーションを深
める」ことを目的にした読書運動です。いつも見ているテレビやゲームをちょっとお休みして、親子で一緒に読
書をしてみましょう。

家読（うちどく）のやり方
①１冊の本を家族で読む。
一緒に読んだり、読み聞かせをしたり、それぞれ読んでもいいです。
はじめのうちは読みやすい絵本がおすすめです。図書館におすすめ本を展示しています。

②読んだ感想、思ったことを家族で話してみよう。
ゆっくり語り合い、お互いの感じ方の違いに触れることで、家族のコミュニケーション
が深まります。

③本の感想を「うちどくカード」に書こう！
「うちどくカード」用紙は図書館にあります。おうちの人からも書いてもらって完成し
たら、図書館カウンターに提出してください。
参加者にはプレゼントがあります。
※家読スタンプカードができました。春・秋・冬の読書週間で家読カードを募集します。
提出する毎にスタンプを押し、３個たまると図書カードのプレゼントがあります。

家読(うちどく)におすすめの絵本
『 ３びきのくま』
3

L・N・トルストイ／作
バスネツォフ／絵
小笠原 豊樹／訳
福音館書店

大きいお父さんぐま、中ぐらいの
お母さんぐま、小さな子どものくま
の３びきが森にでかけた間に、森で
迷子になった女の子がくまの家には
いりこんで……。

『 きつねのホイティ』
4

シビル・ウェッタシンハ／作・絵
松岡 享子 / 訳
福音館書店

スリランカの小さな村に三人のお
かみさんが住んでいた。そして村は
ずれには、くいしんぼうのきつねホ
イティが住んでいた。ある日おかみ
さんたちがおいしいものを食べてい
るのを見たホイティは、あることを
思いついた…。

『 きいてるかいオルタ』
中川 洋典／作・絵
童心社
小学校低学年～

オルタは僕の相棒。紙粘土の人形
だ。僕は体が小さくて、外で遊ぶの
も苦手。だけど、変わりたいってお
もってるんだ。変わりたいな、変わ
れるかな、ねえオルタ…。

六ヶ所村民図書館
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10月～12月の郷土館事業のお知らせ
た つ き まさる

（青森県立美術館
「美術館堆肥化計画2022」
関連事業）
田附 勝 写真展
「刻み込む土地」
●開催期間：10月29日（土）～12月11日（日） ●時間：9：00～16：00

●無料でご覧いただくことができます。

様々な場所で県立美術館の活動を PR する事業
「美術館堆肥化計画」が今年は村立郷土館で開催！
写真家・田附勝氏が郷土館所蔵の縄文土器の欠片
や村の風景を撮り下ろした写真を、郷土館の常
設展示室や地下倉庫で所蔵資料とともに展示しま
す。郷土館と写真家による気鋭のコラボレーショ

安田講堂残し占拠排除 1969(昭和44)年1月19日東奥日報

ンが刻む、村の新たな歴史を目撃してください。

（撮影：2022年5月18日

企画展
「パッチワーク作品展」

●開催期間：10月8日（土）～12月11日（日） ●時間：9：00～16：00

鰯漁業

新納屋地区 石碑

（撮影：2022年7月27日）

青森県六ヶ所村）

●無料でご覧いただくことができます。

今年度から郷土館で活動を再開したパッチワー
クサークルの皆さんの作品展です。長年創作に励
んできた作品を一堂に展示します。1 針 1 針心を
込めて丁寧に縫われた作品をぜひご覧ください。

パッチワークのバッグ

額装されたパッチワーク作品

泊海岸トレッキングツアー～地層観察会～
●開催期間：10月22日（土） ●時間：9：30～12：30

●参加費無料

青森県立郷土館学芸課長の島口天氏（地学専門）を講
師に招いて、1,500 万年前の海底火山噴火でできた泊海
岸の成り立ちを解説していただきながら、コハマギクが
咲く美しいリアス海岸を巡ります。

木育ワークショップ

●開催期間：11月26日（土） ●時間：10：00～12：00

大地の成り立ちを解説する島口さん

ぼっとあげ

●参加費無料

木育インストラクターの中村咲輝さんを講師に招いて、
ヒバの香りがするペンダント・ストラップづくりと木製の
ボードゲーム遊びを行ます。親子一緒に木の温もりに触れ
てみませんか？

自然素材でリースづくり

●開催期間：12月3日（土）～11日（日） ●時間：9：00～16：00

木育について解説する中村さん

ペンダント・ストラップ

●参加費300円

郷土館周辺で採集したツルや松ぼっくりなどの自
然素材を使ってリースをつくります。
飾り付けを変えることでクリスマスだけでなくお
正月にも飾ることができます。
※新型コロナウイルスの感染状況によっては、日程や内容の変更、延期、中止になる場合があります。詳細は郷土館（72-2306）までお気軽にお問い合わせください。
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六ヶ所村ミニ歴史辞典：木育ってなぁに？
六ヶ所村の山岳部には日本三大美林の一つである天然ヒバ林が広がっていました。泊湊は江戸時代にヒバの柾
材の積出港だった歴史があり、村内では柾材を家屋の屋根ふきに利用していました。また、二又地区では明治時
代から炭焼きが行われていたり、昭和 10 年から 39 年までヒバ材を運ぶ森林鉄道が走っていたりしました。
このように古くから豊かな森林にはぐくまれてきた六ヶ所村では、平成 31 年 3 月に「ウッドスタート宣言」
と称して、村内在住の 1 歳児に六ヶ所村のつみ木「MY

VILLAGE」を贈呈しています。また村内の子ども園や

六旬館に木製玩具コーナーを設置し、子どもたちにとって身近である遊びの部分から木育を始めています。木育
とは、
「子どもをはじめとするすべての人が、木と触れ合い、木に学び、木と生きる」ことを目指す活動です。
六ヶ所村立郷土館では、村が推進する子どもたちの健やかな成長を願う木育をたくさんの人に知ってもらうた
め、毎年「木育ワークショップ」を開催しています。講師を招いて木のおもちゃを作ったり参加者の皆さんが一
緒になってつみ木で遊んだりして、木の温もりを体感しています。
今年度も 11 月 26 日土曜日に郷土館にて木育ワークショップを開催しますので、ぜひ木をとおして親子一緒に
楽しい時間を過ごしてみませんか。

六ヶ所村のつみ木「MY

VILLAGE」

昨年の木育ワークショップで製作した
ウッドバランス

つみ木で遊ぶ子ども達

わくわく！郷土館クイズコーナー

Ｑ

これは縄文時代中期（約 5,500 年前～ 土器の裏面

土器の表面

4,100 年前）の富ノ沢 (2) 遺跡から出土

した円筒上層ｄ式土器です。口縁部につけられ
ている模様は何をあらわしているでしょうか？

❶

クマ

❷

宇宙人

❸

カエル

円筒上層ｄ式土器

郷土館の
常設展示室に
展示しています！
★答えは裏表紙にあります

六ヶ所村立郷土館
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公式SNSで情報発信中です！
ホームページではアクセス、コンサー
ト情報などを紹介しています。また、ホー
ル座席表や各種舞台図面等がダウンロー
ドできます。Twitter・Facebook・も随 （一財）六ヶ所村
時更新しています。ぜひチェックしてみ 文化振興公社
ホームページ
てください！

ボランティア団体は絵本や紙芝居､ 手
あそび歌などを子どもたちに伝え、一緒
に楽しみたいという思いで活動していま
す。年齢 ･性別を問わず、興味のある方､
初めての方も大歓迎です。

ホームページ

六ヶ所村のいいところやイベント ･企画展の紹介、
郷土館のちょっとした日常を発信しています。いい
ね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。
またホームページに歴史散歩のしおりや展示品解
説資料、郷土館通信を随時アップしています。ぜひ、
チェックしてみてください！

ホームページ

※
「わくわく！郷土館クイズコーナー」
の答え：３ カエル
【解説】この土器につけられた模様はカエルをあらわしていると考
えられています（福田友之 2018『東北北部先史文化の考古学』
同成社）
。カエルは湖や沼、水たまりでたくさんの卵を産みます。
また、冬眠から目覚めて土の中から復活することから、縄文人は多
産や再生を願って土器にカエルの模様をつけたのかもしれません。

案内図

