ヘルンと家族

長谷川洋二『八雲の妻――小泉セツの生涯』
セツの本格的評伝（今井書店）2,200円（税別）

松江ゴース
トツアー

土曜日を中心に実施（日没10分前出発/2時間）
行き先：ぶらっ
と松江観光案内所（集合）→松

江城のギリギリ井戸→月照寺→清光院→
大雄寺→松江城大手前（解散）

八雲会定期総会講演会

ラフカディオ・ハーンから宮沢賢治へ
6月21日土 15:00
松江市総合文化センター 視聴覚室

（松江市西津田6-5-44）

講師：島田隆輔（NPO 法人中村元記念館東洋

思想文化研究所研究員）
聴講無料（会員以外の方もご参加いただけます）
☎八雲会 0852-25-1920
主催：八雲会

7月刊行予定
『へるん』第51号
来年創刊50年。1冊まるごと小泉八雲、松江
今年の 発の専門誌
（八雲会）

定価：1,200円
新刊

怪し会 in 松江
7月27日日 113:00 218:30
東林寺（松江市外中原町358）
企画・演出：茶風林
出演：茶風林、
伊藤美紀、園崎未恵、
沢城みゆき、中原麻衣、鶴岡聡、岡田康平

ゲスト：木原浩勝

脚色：三井秀樹

各回 前売4,500円 当日5,000円（酒肴代込）
定員：各回120名

『湖都松江』第28号

9月刊行予定

定価：411円（税込）

☎松江市観光文化課 0852-55-5214
主催：松江怪喜宴実行委員会 共催：松江市
あわせて読みたい今年の新刊 7/24発売予定

小泉凡『怪談四代記――八雲のいたずら』
八雲没後の小泉家に伝わる怪異 ?!（講談社）

第11回 子ども塾

スーパーヘルンさん講座

7月25日金 28日月 31日木
カラコロ工房（松江市殿町43）
塾長：小泉凡（島根県立大学短期大学部教授）
特別講師：木原浩勝（怪異蒐集家）

対象：小学校4・5・6年生、中学生（原則として3回続けて

参加できる人）

定員：30名程度（申込多数の場合は抽選）
参加料：2,000円（3回分）
☎松江市観光文化課 0852-55-5293
主催：松江市（主管：子ども塾「スーパーヘルンさん講座」

実行委員会）

共催：松江市教育委員会

ミステリーツアー

9月13日土 9:30―17:00ごろ
集合・解散：松江市役所前（松江市末次町86）
行き先：秘密
ナビゲーター：小泉凡
（島根県立大学短期大学部教授）
旅行代金：一人4,000円
☎ NPO 法人松江ツーリズム研究会 0852 -23-5470
旅行企画・実施：NPO 法人松江ツーリズム研究会

第16回・通算76回 八雲忌俳句会
10月1日水

会場未定

☎八雲会 090-1189-4370（日野雅之）
主催：八雲会

没後110年シンポジウム

国際的、
かつ地域的視野から
新しいハーン像を確立する
11月3日月（文化の日）13:00
島根県民会館 中ホール（松江市殿町158）
講演：平川祐弘（東京大学名誉教授）
対談：平川祐弘、
池野誠（山陰文藝協会会長）
一般参加者定員：150名（先着順）
入場無料（要整理券）
整理券配布：島根県民会館チケットコーナー
☎山陰文藝協会 0852-23-6515
主催：山陰文藝協会 共催：八雲会、
まつえ市民大学

小泉八雲関連イベントの情報は、
八雲会のホームページでご覧いただけます。
小泉八雲110年祭まつえ実行委員会（松江市役所観光文化課内） 〒690-8540 島根県松江市末次町86

あわせて読みたい今年の新刊 6/27発売予定

小泉八雲 著、平川祐弘 訳『怪談・骨董』
ハーン研究第一人者が完訳（河出書房新社）

www.yakumokai.org
TEL 0852-55-5293

FAX 0852-55-5634

〈ラフカディオ・ハーン〉

110

今年募集した
《新作怪談》入選作を発表（松


今年の 江市文化協会）
新刊

小泉八雲
1850—1904

妻

セツ
1868—1931

小泉家提供

対象図書：小泉八雲の作品または小泉八雲の生涯
に関する作品（絵本、マンガを含む）
募集部門：①感想文（小学生の部、中学生の部、高校生
の部、一般の部）②作詞・詩
募集期間：
［第1次］7月1日火―9月30日火［第2次］
12月1日月―2015年1月30日金（いずれも当日消印有効）
☎松江市観光文化課 0852-55-5293
主催：松江市、松江市教育委員会、八雲会

定員：80名

あやか

【出場者募集】
参加資格：
［ジュニアの部］小学生及び中学生［シニ
アの部］高校生（高等専門学校在学者は3年生まで）両
部門とも1校2名以内。学校を通じてご応募ください。
スピーチの内容：八雲の英文の作品
（『改訂 新・小泉八
雲暗唱読本』八雲会）
の暗唱発表。3分以上5分以内。
申込締切：9月1日月（当日消印有効）
☎松江市観光文化課 0852-55-5293
主催：松江市、松江市教育委員会、八雲会

一八九二（明治二五）
年撮影

感想文、
作詞・詩 募集

前売2,000円 当日2,500円

入場無料

イベントガイド

平成26年度
「小泉八雲をよむ」

7月26日土 18:30
月照寺 書院（松江市外中原町179）
出演：小泉凡
（民俗学者）
、
木原浩勝（怪異蒐集家）

9月28日日 9:00―18:00（変更の場合あり）
松江市総合文化センター（松江市西津田6-5-44）

〈ラフカディオ・ハーン〉

樹の精と英語教師の系譜と

第2回 松江怪談談義

季語「八雲忌」を定めた高浜虚子の句碑「くはれもす八雲旧居の秋の蚊に」（小泉八雲旧居）

旅行代金：一人1,700円
☎ NPO 法人松江ツーリズム研究会 0852 -23-5470
旅行企画・実施：NPO 法人松江ツーリズム研究会

青少年スピーチコンテス
ト

松江怪喜宴

2014

著書『知られぬ日本の面影』
で

松江を世界に紹介した“へるんさん”、
小泉八雲〈ラフカディオ・ハーン〉が

亡くなって今年で110年。

へるんさんに会いに出かけませんか?
“神々の国の首都”松江へ――

再発見！

あわせて読みたい今年の新刊

第48回 ヘルンをたたえ
る

さん

入館料：大人300円、小人（小・中学生）150円
☎小泉八雲記念館 0852 -21-2147
主催：NPO 法人松江ツーリズム研究会、松江市

9月26日金
八雲は1904（明治37）年9月26日、心臓発
作のため東京・西大久保の自宅で死去。
小泉八雲記念館には遺髪塔があり、例年
命日のころには祭壇を設けて八雲を偲びます。

没後 年小泉八雲

4月28日月―2015年3月29日日
小泉八雲記念館（松江市奥谷町322）

へるん

二〇一三年の松江怪談談義

セツと子どもたち 小泉家蔵

小泉八雲没後110年記念企画展

小泉八雲の命日

生誕の地レフカダの海

過去の公演より

二〇一二年七月に上演された舞台

新版

©chihiro

神々の国の
旅案内

ラフカディオ・ハーン 著
村松真吾 訳編
発行：八雲会

舞台日本の面影

ギリシャ凱旋公演

小泉八雲

6月28日土 14:00

朗読の夕べ

時は明治。
近代化の波によって、
日本古来の美しさが失われてい
く時代。
日本の美しきものを愛し、
日本人妻をめとり、
日本に帰化し
たラフカディオ・ハーン、
後の小泉八雲とその妻セツの家族の物語。
笑いあり涙あり、
怪談あり、
芝居の面白さが詰まった二時間です。

（松江市西津田6-5-44）

1部 講演：小泉凡（小泉八雲曾孫）
2部 朗読 LIVE：佐野史郎（俳優）、山本恭司（ギタリスト）

5/28水｜6/2月 東京・六本木 俳優座劇場
6/11水 大垣市 大垣市スイトピアセンター
6/13金｜15日 七尾市 能登演劇堂
6/17火 朝日町 朝日町文化体育センター
6/18水 南砺市 井波総合文化センター
6/20金｜21土 西宮市 兵庫県立芸術文化センター
6/22日 加東市 東条文化会館
6/24火｜25水 隠岐の島町 隠岐の島町総合体育会館
6/27金｜28土 松江市 島根県民会館
6/30月 相模原市 相模女子大学グリーンホール（相模原演劇鑑賞会）
7/2水｜5土 横浜市 神奈川県立青少年センター（横浜演劇鑑賞協会）

八雲の胸像が立つ堀端の塩見縄手公園では、
記念セレモニー
やコンサート。地元商店も一緒に盛り上げます。今年は、
6月27
日を八雲の愛読者“ハーニアン”
が松江に集まる日にしようと、

初演は八雲生誕の地レフカダ !…ゆかりの地を巡演

「ハーニアンの集い」準備会も開催します。

7/5土 ギリシャ・レフカダ市 レフカダ・カルチャーセンター 野外シアター
7/7月 ギリシャ・コルフ市 コルフ・アジア美術館
【ギリシャ凱旋公演ジャパンツアー】
9/14日 松江市 松江市総合文化センター プラバホール
9/21日 越谷市 こしがや能楽堂
富山
11/22土 尾道市 浄泉寺
1935 富山高等学校
（予定）
11/23日 神戸市 兵庫県公館
（現・富山大学）
に
八雲の蔵書・草稿を
11/30日 焼津市 焼津文化会館
収蔵（ヘルン文庫）
12/13土 富山市 富山能楽堂
❖12/13
七尾
2015年

2/26木 東京・銀座 ヤマハホール

松江

1890.9
島根県尋常中学校・
師範学校に赴任
◉6/27｜28
❖9/14

手紙を書こ
う

◉6/17

越谷

◉6/22

❖9/21

1896.9
帝国大学

（現・東京大学）

大垣

神戸

相模原
◉6/30

1897―1904
毎年のように
夏休みに滞在
❖11/30

横浜

1890.4
来日
◉7/2｜5

ー
バ
ー
ク
ン
バ

❖11/22

焼津

に赴任
1904.9.26
早稲田大学
在職中に死去
◉5/28｜6/5
❖2/26
←

尾道

◉6/11

◉6/20｜21

1894.10
新聞記者に転職
❖11/23

迫る国際シンポジウムを、
生誕の地・ギリシャのレフカダ島で
開催。
あわせて、
ラフカディオ・ハーン・ヒストリカル・センターの
開館記念式典、
俳優・佐野史郎とギタリスト・山本恭司による
「小
せい わ ぶん らく

泉八雲 朗読の夕べ」
、
熊本県の人形芝居・清和文楽より八雲
の原作による「雪おんな」の公演を実施します。
Öギリシャ小泉八雲没後110年記念事業実行委員会 hearn.openmind@gmail.com
主催：ギリシャ小泉八雲没後110年記念事業実行委員会
共催：レフカダ・カルチャーセンター、
レフカダ市、在ギリシャ日本国大使館
hearn2014.yakumokai.org

日本からの寄贈品の一部。写真、手紙やゆかりの品のレプリカ。

ありがとうの感謝を言いたいこと…小学生のみなさん、
“はがき”
を使って、
郷土の先輩・へるん先生に手紙を書きましょう。

東京

西宮

人種などを開かれた心で見つめた八雲の
“開かれた精神”
に

身の回りに起きたこと、
新しい年に期待すること、
やってみたいこと、

熊本

◉…舞台「日本の面影」
❖…小泉八雲 朗読の夕べ
矢印は小泉八雲の足跡
（公演地を中心に紹介しています）

生涯を通じて常に旅人であり、
その土地で出会った異文化や

へるんさんに

1892.8
◉6/18
セツと隠岐旅行
◉6/24｜25 加東

1891.11
第五高等中学校
（現・熊本大学）
に赴任

西洋から東洋へ
7月4日金―6日日 ギリシャレフカダ市

“手紙を書こう”はがきコンテスト

朝日
南砺

オープン・マインド
・オブ
・
ラフカデ
ィオ
・ハーン

☎ NPO 法人松江ツーリズム研究会 0852-23-5470
主催：NPO 法人松江ツーリズム研究会、塩見縄手・新橋通り商店会

◉6/13｜15

隠岐の島

6月27日金 塩見縄手・新橋通り
小泉八雲旧居・記念館のある町並みで迎える八雲の誕生日。

チケットの詳細は公演チラシ（別刷）でご案内いたします。
☎松江市観光文化課 0852-55-5293
主催：神在月まつえ文化・観光月間実行委員会

全国各地で公演

生誕祭

小泉八雲

ギリシャ小泉八雲没後110年記念事業

寄贈品の一部

一般：前売4,000円、当日4,500円
高校生以下：前売2,000円、当日2,500円（全席自由）
チケット取扱：
【松江】島根県民会館チケットコーナー、
プラバホール、今井書店グルー
プセンター店【出雲】今井書店出雲店【米子】米子市文化ホール【PC・携帯】
島根県民会館オンラインチケット
「シマチケ」
☎松江市観光文化課 0852-55-5293
主催：小泉八雲110年祭まつえ実行委員会、島根県民会館
⃝6/27金18:30開演の公演もあります。☎松江市民劇場 0852-26-3094

今年の （集英社インターナショナル）
新刊 定価：1,700円（税別）

定価：1,200円（税別） 取扱：今井書店グループセンター店、
小泉八雲記念館、
松
江歴史館、
島根県物産観光館、八雲会事務局（ファックス、電子メールで受付）
ほか
☎八雲会 0852-25-1920

生誕の地・ギリシャでの公演を皮切りに、
日本各地を巡演します。

長谷川稀世、金内喜久夫、川野太郎、田代隆秀、大西多摩恵、
石橋徹郎、安部愛子、渡辺吾郎、前田聖太

冊です。
この本とともに、
八雲が愛した日本に出会う旅

ています。

す小泉八雲の世界が、
今年も松江で繰り広げられます。八雲

出演：草刈正雄、
紺野美沙子、

取材した作品から、
味わい深いエッセンスを集めた1

に出かけませんか ? 松江市内の書店や観光施設で取り扱っ

佐野史郎と山本恭司…松江出身の二人が朗読と音楽で織りな

演出：鵜山仁

芦原伸『へるん先生の汽車旅行』
アメリカと日本で八雲の旅を追体験

今年の
新刊

望郷――失われることのない永遠の魂の故郷
9月14日日 18:30
松江市総合文化センター プラバホール

島根県民会館 大ホール（松江市殿町158）

作：山田太一

『知られぬ日本の面影』
を中心に、
八雲が山陰各地に

対象：松江市内の小学生
募集期間：10月1日水―12月25日木
入選作発表：2015年1月下旬（予定）
表彰：2月上旬（予定）
展示：1 2月上旬―下旬 松江中央郵便局 2 3月上旬―下旬 カラコロ工房
送付先：〒690-0001 松江市東朝日町138 松江中央郵便局「ありがとう」係
主催：NPO 法人松江サードプレイス研究会、
日本郵便㈱松江市内郵便局

小泉八雲生誕の地に7月開館

ラフカディオ・ハーン・ヒストリカル・センター
八雲生誕の地・ギリシャのレフカダ島にあるレフカダ・カルチャー
センター内に誕生する、
ヨーロッパ初の八雲に関する展示施設。
開館にあたり、
八雲ゆかりの品々のレプリカや、
ゆかりの地の
写真などが、
松江市をはじめ各地の団体・個人から寄贈されます。

