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2p 島根県民会館イベント情報
「竹原ピストル 全国弾き語りツアー」ほか
＊

3p 初夏のイベント特集
島根県文化奨励賞受賞者発表

＊

5p column しまね連れづれ草
企画展「隠岐の黒曜石」

＊

4p column シネマ恋恋
「オマージュに見る映画愛」
＊
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プレゼントコーナー

＊
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「安来市ふるさと大使」の吉弥、
雲南市出身の弥っこが登場！

が

リニューア
ルしま

した！

今月号から

キャッチの誌面

大阪で育ち、300年間、庶民の娯楽として人々に親しまれた上方
落語。テレビやラジオで大活躍のざこば、幅広い層に大人気の南
光、落語のほか歌の上手さも定評のある雀三郎、その後に続く世
代の吉弥、八光、弥っこが皆様を爆笑の渦に巻き込みます。個性
豊かな米朝一門による上方落語をどうぞお楽しみください。

※未就学児（6歳未満）入場不可

桂 雀三郎

桂 南光

月亭 八光桂 吉弥

桂 ざこば

桂 弥っこ

※都合により出演者は一部変更となる場合がございます。

出 

演
＊桂 ざこば
＊桂 南光　＊桂 雀三郎
＊桂 吉弥　＊月亭 八光　＊桂 弥っこ

7/1日
●時 開場13：30／開演14：00
●¥  全席指定　4,800円
●問 島根県民会館チケットコーナー ☎0852-22-5556

島根県民会館 
大ホール（松江市殿町） 5/19土

チケット
発売開始

友の会先行予約あり

託児
あり

6/24締切

島根県民会館
開館50周年記念事業



「希望のかなた」

島根県民会館 館外事業のご紹介

名画劇場

5/12土

内戦が激化する故郷シリアを逃れた青年カーリドは、生き別れた妹を
探して、偶然にもフィンランドの首都ヘルシンキに流れつく。全てを失
くしたカーリドの唯一の望みは妹を見つけだすこと。差別や暴力にさ
らされる彼を、レストランオーナーのヴィクストロムはカーリドを雇い入
れる。それぞれの未来を探す２人はやがて“家族”となり、彼らの人生
には希望の光がさし始めるが…。
フィンランドの名匠アキ・カウリスマキが、前作「ル・アーヴルの靴みが
き」に続いて難民問題をテーマに描いたヒューマンドラマ。監督のフィ
ルムへの強いこだわりをうけ作られたという1本しかない35mmフィ
ルムでの上映を行います。（2017/フィンランド/98分）

県内の小・中学校、高等学校や特別支援学校等に様々な分野の芸術家を派遣し、芸術や創
作活動についての話や実演、ワークショップを行います。過去6年間でのべ267校に芸術家
を派遣しました。  平成30年度実施期間：7月～2月（35校程度）

●時 14:00／18:30
●¥  〈前売〉一般1,000円、友の会会員800円
 　〈当日〉一般1,200円、友の会会員1,000円、学生500円、小学生以下無料
●問 島根県民会館文化事業課　☎0852-22-5502

島根県民会館 中ホール（松江市殿町）

【監督】アキ･カウリスマキ
【出演】シェルワン･ハジ、サカリ･クオスマネン

●芸術家学校派遣事業

初夏のイベント特集
キャッチ編集部がセレクトした
イベントをご紹介します。

5/5土

新緑の風土記の丘で、親
子で楽しむ「こどもの日」
恒例イベント。勾玉づく
り、火起こしや古代衣装
などを体験してみません
か。園内をめぐるクイズ
ラリー、ワクワクする「よ
しとの飛び出す紙芝居」（10:00～10:30）など、さまざまなイベン
トを開催します。出雲ねぎ焼き、たこ焼きやソフトクリームなど
美味しい食の屋台コーナーもあります。

出雲交響吹奏楽団－縁－
えにし しろ か おり

平成21年10月
出雲市
音楽（吹奏楽）
約50名の団員が、定期演奏会、コンクール
出場、地域の文化祭への参加、福祉施設や
病院等への訪問演奏など、地域に愛される
楽団を目指して積極的に活動しています。

代　香織さん

島根県文化奨励賞は、県内の個人・団体で文化芸術の分野において
積極的に創作・発表を続け、将来の活躍が期待される方々に対して、
毎年贈られています。平成29年度は、以下の皆さんが選ばれました。

島根県立八雲立つ風土記の丘（松江市大庭町）

企画展「モダン・アートに出会う 5つの扉－和歌山県立近代美術館名品展」関連プログラム

グラントワシアター
「人生フルーツ」上映映画に感動
！

●時 10：00～15：00　●¥  入場無料（一部有料コーナーあり）
●問 島根県立八雲立つ風土記の丘　☎0852-23-2485

5/3木グラントワ 中庭広場ほか（益田市有明町）
●時 10：30～15：00　●問 グラントワ　☎0856-31-1860

●時 1回目10：00／2回目14：00（開場各30分前）
●定 各回400名　●場 小ホール
●¥ 一般1,000円（当日200増、会員200円引）
　 子ども500円（3歳以上小学6年生以下、当日同料金）

昨年の様子

©SPUTNIC OY, 2017

©東海テレビ放送

平成29年度 島根県文化奨励賞 受賞者決定

結　成
所在地
分　野
活　動

松江市
音楽（ピアノ）
県内外でリサイタル、オーケストラとの
共演など幅広く活動しています。毎年開
催される「県民手づくり第九コンサー
ト」でも、練習から本番まで、運営を支え
ています。

所在地
分　野
活　動

平成29年度風土記の丘地内発掘調査速報展
開催中～5/13日 ●¥  一般200円、大学生100円小中高生無料

関連
事業

こどもまつり

5/26土

12歳で世界的指揮者ワレリー･ゲル
ギエフと共演し、数々の音楽祭、各
国オーケストラのソリストにも招
かれる奥井紫麻。渾身のプログラム
を送ります。

プラバホール
（松江市西津田）

●時 開場13：30／開演14：00　
●¥  〈S席〉一般3,000円、学生1,500円 〈A席〉一般2,700円、学生1,400円
　 〈B席〉一般2,100円、学生1,100円 〈C席〉一般1,200円、学生 600円
●問 プラバチケットコーナー　☎0852-27-6400

奥井紫麻 ピアノ・リサイタル
2004年生まれの天才少女！
技巧、音楽性、歌心の全てを兼ね備えた逸材！

グラントワ・マルシェ 5つの扉

し お

※未就学児入場不可

曲　目

♪ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ
　第11番変ロ長調Op.22
♪シューマン:
　ウィーンの謝肉祭の道化Op.26　ほか

託児
あり

5/19締切

5/12土～6/3日

再興院展は、1914年以来続く
日本美術院による日本画の公
募展です。
毎年9月の東京展を皮切りに、
全国を巡回しています。
本展では、同人作品をはじめ、
受賞作品、及び入選作品67点
を展示します。

地元の飲食店などが出店！味自慢の料理やお菓子が並び
ます。企画展に合わせて、各店で“フルーツ”を使った一品も
販売。和歌山県の特産品コーナーもあります！

果実たっぷりのフルーツウォーターとカップケーキを作ります。

今井美術館（江津市桜江町）
●時 10：00～16：00　●¥  一般1,200円、学生及び18歳未満無料
●問 今井美術館　☎0855-92-1839

5/12土は
出品作家ら本人による
ギャラリートークを開催！

関連
事業

●時 10：30～（予定）

再興第 102回 院展

スイーツ作りに挑戦！

●時 ①10：30 ②13：00　●定 各回20名　
●場 多目的ギャラリー ●¥ 500円（材料費含む）
●申 0856-31-1860

●時 10：30～15：00 
●場 中庭広場
●¥ 入場無料

石見神楽に興奮！

●時 12：00～13：30（予定）
●場 中庭広場 特設ステージ
●¥ 鑑賞無料

「かっ鼓・切目」、「大蛇」

グラントワを探検！
●時 ①10：00 ②13：30 
※各回30分前より、大ホールホワイエにて受付

●¥ 参加無料 ●定 各回先着30名

演目

大ホールホワイエ集合場所

5歳以上の方対象

小学生（保護者同伴可）対象

石見神楽保存会 久城社中出演

要事前
申込

『フルーツ』を堪能！『フルーツ』を堪能！

協力／Cafe & 
Fruit moritani

協力／益田市石見神楽
　　　公演事業実行委員会

チケプレ
ペア 1 組様

チケプレ
ペア 2 組様

託児
あり
5/5 締切

北欧の街ヘルシンキで小さな善意が集まって
妹を探すシリア難民の魂を救う。

～島根県民会館は、
　芸術を地域に届ける活動をしています！～

１．学校にアーティストがやってくる！

島根県民会館島根県民会館

 i n f o r
m a

t i

o n
今年で島根県民会館は
開館50周年を迎えました！

インフォメーション

公民館やコミュニティセンターなどの地域施設から申込みを募り、
地域と連携してプロアーティスト公演を行います。

●地域ステージ事業
２．地方でのプロアーティスト公演を望む、地域施設の皆様へ！

島根県内で活動するアーティスト（実演芸術団体）の文化活動を県民と地域に紹介する取り組み。
県内のアーティストから申込みを募り、開催会場をマッチングし実施します。

●県内アーティスト発掘公演事業
３．県内で活躍するアーティストを応援！

（写真左）8/12 潮公民館（美郷町）『浜田真理子コンサート』　出演：浜田真理子
（写真右）12/3 温泉津まちづくりセンター（大田市）『今福優の世界 太鼓はええもんじゃぁ！』 出演：今福座

【実施コーディネート担当】 ＊県東部・隠岐…島根県民会館　＊県西部…グラントワ

平成29年度実施例

平成29年度実施例

5/9水

アーティスト
募集中
申込締切

（写真左）2/11 メテオプラザ（松江市）『ミュージカル いなたひめ～おろちの森～』 出演：パフォーマンスカンパニー神結
（写真右）3/11 雲南市古代鐵歌謡館（雲南市）『石見神楽 飯南神楽団 雲南公演』 出演：飯南神楽団

5/25金

開催施設
募集中
申込締切

※２・３ともに、しまね文化振興財団（島根県民会館）は企画調整、事業費・技術・運営支援を
　請負います。開催日等の詳細はマッチング後決定します。　
※詳細はホームページをご覧ください。

●問 島根県民会館 文化事業課　☎0852-22-5502

芸術家学校派遣事業 https://www.cul-shimane.jp/hall/send-artist/
地域ステージ･県内アーティスト発掘公演事業 https://www.cul-shimane.jp/hall/artist/

竹原ピストル
全国弾き語りツアー
“GOOD LUCK TRACK”

5/19土
チケット
発売開始

友の会先行予約あり

9/29土
※小学生以上チケット必要。
※未就学児童のご入場は、同行の保護者の方の座席の範囲内で、周りのお客様の
ご迷惑にならないようにご覧いただくことを大前提とさせていただきます。

島根県民会館 大ホール（松江市殿町）

聴く人の心をつかむ、魂の歌うたい
竹原ピストルが島根県民会館に登場！
あの歌声をお聴き逃しなく！！

●時 開場16：30／開演17：00　●¥  全席指定　4,320円
●問 ユニオン音楽事務所　☎082-247-6111

島根県副知事と受賞者の皆さん

《島根県民会館ホームページリニューアル！》http://www.cul-shimane.jp/hall
ぜひ一度

ご覧ください！
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「希望のかなた」

島根県民会館 館外事業のご紹介

名画劇場

5/12土

内戦が激化する故郷シリアを逃れた青年カーリドは、生き別れた妹を
探して、偶然にもフィンランドの首都ヘルシンキに流れつく。全てを失
くしたカーリドの唯一の望みは妹を見つけだすこと。差別や暴力にさ
らされる彼を、レストランオーナーのヴィクストロムはカーリドを雇い入
れる。それぞれの未来を探す２人はやがて“家族”となり、彼らの人生
には希望の光がさし始めるが…。
フィンランドの名匠アキ・カウリスマキが、前作「ル・アーヴルの靴みが
き」に続いて難民問題をテーマに描いたヒューマンドラマ。監督のフィ
ルムへの強いこだわりをうけ作られたという1本しかない35mmフィ
ルムでの上映を行います。（2017/フィンランド/98分）

県内の小・中学校、高等学校や特別支援学校等に様々な分野の芸術家を派遣し、芸術や創
作活動についての話や実演、ワークショップを行います。過去6年間でのべ267校に芸術家
を派遣しました。  平成30年度実施期間：7月～2月（35校程度）

●時 14:00／18:30
●¥  〈前売〉一般1,000円、友の会会員800円
 　〈当日〉一般1,200円、友の会会員1,000円、学生500円、小学生以下無料
●問 島根県民会館文化事業課　☎0852-22-5502

島根県民会館 中ホール（松江市殿町）

【監督】アキ･カウリスマキ
【出演】シェルワン･ハジ、サカリ･クオスマネン

●芸術家学校派遣事業

初夏のイベント特集
キャッチ編集部がセレクトした
イベントをご紹介します。

5/5土

新緑の風土記の丘で、親
子で楽しむ「こどもの日」
恒例イベント。勾玉づく
り、火起こしや古代衣装
などを体験してみません
か。園内をめぐるクイズ
ラリー、ワクワクする「よ
しとの飛び出す紙芝居」（10:00～10:30）など、さまざまなイベン
トを開催します。出雲ねぎ焼き、たこ焼きやソフトクリームなど
美味しい食の屋台コーナーもあります。

出雲交響吹奏楽団－縁－
えにし しろ か おり

平成21年10月
出雲市
音楽（吹奏楽）
約50名の団員が、定期演奏会、コンクール
出場、地域の文化祭への参加、福祉施設や
病院等への訪問演奏など、地域に愛される
楽団を目指して積極的に活動しています。

代　香織さん

島根県文化奨励賞は、県内の個人・団体で文化芸術の分野において
積極的に創作・発表を続け、将来の活躍が期待される方々に対して、
毎年贈られています。平成29年度は、以下の皆さんが選ばれました。

島根県立八雲立つ風土記の丘（松江市大庭町）

企画展「モダン・アートに出会う 5つの扉－和歌山県立近代美術館名品展」関連プログラム

グラントワシアター
「人生フルーツ」上映映画に感動
！

●時 10：00～15：00　●¥  入場無料（一部有料コーナーあり）
●問 島根県立八雲立つ風土記の丘　☎0852-23-2485

5/3木グラントワ 中庭広場ほか（益田市有明町）
●時 10：30～15：00　●問 グラントワ　☎0856-31-1860

●時 1回目10：00／2回目14：00（開場各30分前）
●定 各回400名　●場 小ホール
●¥ 一般1,000円（当日200増、会員200円引）
　 子ども500円（3歳以上小学6年生以下、当日同料金）

昨年の様子

©SPUTNIC OY, 2017

©東海テレビ放送

平成29年度 島根県文化奨励賞 受賞者決定

結　成
所在地
分　野
活　動

松江市
音楽（ピアノ）
県内外でリサイタル、オーケストラとの
共演など幅広く活動しています。毎年開
催される「県民手づくり第九コンサー
ト」でも、練習から本番まで、運営を支え
ています。

所在地
分　野
活　動

平成29年度風土記の丘地内発掘調査速報展
開催中～5/13日 ●¥  一般200円、大学生100円小中高生無料

関連
事業

こどもまつり

5/26土

12歳で世界的指揮者ワレリー･ゲル
ギエフと共演し、数々の音楽祭、各
国オーケストラのソリストにも招
かれる奥井紫麻。渾身のプログラム
を送ります。

プラバホール
（松江市西津田）

●時 開場13：30／開演14：00　
●¥  〈S席〉一般3,000円、学生1,500円 〈A席〉一般2,700円、学生1,400円
　 〈B席〉一般2,100円、学生1,100円 〈C席〉一般1,200円、学生 600円
●問 プラバチケットコーナー　☎0852-27-6400

奥井紫麻 ピアノ・リサイタル
2004年生まれの天才少女！
技巧、音楽性、歌心の全てを兼ね備えた逸材！

グラントワ・マルシェ 5つの扉

し お

※未就学児入場不可

曲　目

♪ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ
　第11番変ロ長調Op.22
♪シューマン:
　ウィーンの謝肉祭の道化Op.26　ほか

託児
あり

5/19締切

5/12土～6/3日

再興院展は、1914年以来続く
日本美術院による日本画の公
募展です。
毎年9月の東京展を皮切りに、
全国を巡回しています。
本展では、同人作品をはじめ、
受賞作品、及び入選作品67点
を展示します。

地元の飲食店などが出店！味自慢の料理やお菓子が並び
ます。企画展に合わせて、各店で“フルーツ”を使った一品も
販売。和歌山県の特産品コーナーもあります！

果実たっぷりのフルーツウォーターとカップケーキを作ります。

今井美術館（江津市桜江町）
●時 10：00～16：00　●¥  一般1,200円、学生及び18歳未満無料
●問 今井美術館　☎0855-92-1839

5/12土は
出品作家ら本人による
ギャラリートークを開催！

関連
事業

●時 10：30～（予定）

再興第 102回 院展

スイーツ作りに挑戦！

●時 ①10：30 ②13：00　●定 各回20名　
●場 多目的ギャラリー ●¥ 500円（材料費含む）
●申 0856-31-1860

●時 10：30～15：00 
●場 中庭広場
●¥ 入場無料

石見神楽に興奮！

●時 12：00～13：30（予定）
●場 中庭広場 特設ステージ
●¥ 鑑賞無料

「かっ鼓・切目」、「大蛇」

グラントワを探検！
●時 ①10：00 ②13：30 
※各回30分前より、大ホールホワイエにて受付

●¥ 参加無料 ●定 各回先着30名

演目

大ホールホワイエ集合場所

5歳以上の方対象

小学生（保護者同伴可）対象

石見神楽保存会 久城社中出演

要事前
申込

『フルーツ』を堪能！『フルーツ』を堪能！

協力／Cafe & 
Fruit moritani

協力／益田市石見神楽
　　　公演事業実行委員会

チケプレ
ペア 1 組様

チケプレ
ペア 2 組様

託児
あり
5/5 締切

北欧の街ヘルシンキで小さな善意が集まって
妹を探すシリア難民の魂を救う。

～島根県民会館は、
　芸術を地域に届ける活動をしています！～

１．学校にアーティストがやってくる！

島根県民会館島根県民会館

 i n f o r
m a

t i

o n
今年で島根県民会館は
開館50周年を迎えました！

インフォメーション

公民館やコミュニティセンターなどの地域施設から申込みを募り、
地域と連携してプロアーティスト公演を行います。

●地域ステージ事業
２．地方でのプロアーティスト公演を望む、地域施設の皆様へ！

島根県内で活動するアーティスト（実演芸術団体）の文化活動を県民と地域に紹介する取り組み。
県内のアーティストから申込みを募り、開催会場をマッチングし実施します。

●県内アーティスト発掘公演事業
３．県内で活躍するアーティストを応援！

（写真左）8/12 潮公民館（美郷町）『浜田真理子コンサート』　出演：浜田真理子
（写真右）12/3 温泉津まちづくりセンター（大田市）『今福優の世界 太鼓はええもんじゃぁ！』 出演：今福座

【実施コーディネート担当】 ＊県東部・隠岐…島根県民会館　＊県西部…グラントワ

平成29年度実施例

平成29年度実施例

5/9水

アーティスト
募集中
申込締切

（写真左）2/11 メテオプラザ（松江市）『ミュージカル いなたひめ～おろちの森～』 出演：パフォーマンスカンパニー神結
（写真右）3/11 雲南市古代鐵歌謡館（雲南市）『石見神楽 飯南神楽団 雲南公演』 出演：飯南神楽団

5/25金

開催施設
募集中
申込締切

※２・３ともに、しまね文化振興財団（島根県民会館）は企画調整、事業費・技術・運営支援を
　請負います。開催日等の詳細はマッチング後決定します。　
※詳細はホームページをご覧ください。

●問 島根県民会館 文化事業課　☎0852-22-5502

芸術家学校派遣事業 https://www.cul-shimane.jp/hall/send-artist/
地域ステージ･県内アーティスト発掘公演事業 https://www.cul-shimane.jp/hall/artist/

竹原ピストル
全国弾き語りツアー
“GOOD LUCK TRACK”

5/19土
チケット
発売開始

友の会先行予約あり

9/29土
※小学生以上チケット必要。
※未就学児童のご入場は、同行の保護者の方の座席の範囲内で、周りのお客様の
ご迷惑にならないようにご覧いただくことを大前提とさせていただきます。

島根県民会館 大ホール（松江市殿町）

聴く人の心をつかむ、魂の歌うたい
竹原ピストルが島根県民会館に登場！
あの歌声をお聴き逃しなく！！

●時 開場16：30／開演17：00　●¥  全席指定　4,320円
●問 ユニオン音楽事務所　☎082-247-6111

島根県副知事と受賞者の皆さん

《島根県民会館ホームページリニューアル！》http://www.cul-shimane.jp/hall
ぜひ一度

ご覧ください！
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広 告

　前号の恋恋で、むーさんが観たいと書いていら
したギレルモ･デル･トロ監督『シェイプ・オブ・ウォー
ター』。私もこの数年、アカデミー賞授賞式の生
中継をテレビで観るのが恒例行事となっているだ
けに、その日から公開を待ち望んでおりました。
　第90回アカデミー賞13部門ノミネート、最多４
部門受賞。その他の国際映画祭でも多数受賞し
た本作は、まだご覧になっていない、むーさんの
お言葉「差別との決別や多様性の重要さを訴えた
優しい作品」（前号より抜粋）でありました。もちろ
んデル･トロ作品特有の、心がヒリヒリする描写も
多いのですが、私が一番ひかれたポイントは多様

性の尊重だったと思います。声が出せないヒロイ
ン、イライザの周りには、親しい黒人女性、ゲイ
の画家、そして何より、アマゾン奥地で神と崇め
られていたという美しい半魚人のような生き物の
存在がありました。その不思議な生き物“彼”に
恋をするイライザは、まさに水を得た魚。声が出
ないイライザの境遇で思い浮かんだのは「人魚
姫」。“彼”だけがマイノリティーではないことが、
強く伝わってきました。様々なオマージュを見つけ
るのも、この作品の楽しみ方なのだと思います。
　オマージュといえば『ラッキー』。昨年9月に91
歳で亡くなったハリー･ディーン･スタントン最後の
主演作です。ラッキーのキャラクターはハリーをモ
デルに当て書きされたもの。ラッキーの姿をかりて、
ハリー自身の人生を辿るかのような作品となってい
ます。数十年ぶりにトラヴィス（『パリ、テキサス』
でのハリーの役名）に会ったかのようなスタイルに
引き込まれるのは当然、過去の出演作の要素が
随所に盛り込まれ、いかに彼が多くの人々に愛さ

れていたのかが伝わってきました。俳優としてラッ
キーの友人を演じる、デヴィッド･リンチも必見！監
督なのに、こんなにも役者として様になる人だった
のか !!と大発見でした。
　劇中、ラッキーが行きつけのバーやダイナーで
仲間と交わす何気ない朴訥な会話の中にある人
生の真理は聞き逃せません。そして誰にでも訪れ
る“死”との向き合い方をユーモアと仏教的視点
をまじえ、頑固にさらりと受け入れていくラッキー
の老いの美しさときたらありませんでした。そこで
鍵となったのはハリー自身が第二次世界大戦に出
征、海軍に従軍した沖縄でのエピソード。一人の
日本人少女が死を覚悟した時の姿でした。その境
地に達するには…胸がしめつけられました。
　映画終盤、ラッキーとハリー2つの存在が私の
心に入り込み涙腺崩壊。直接的なストーリーを超
えた感情の揺さぶられ方というのかな。映画の力
は底知れないと、ハリーの最期の姿が映し出して
いるようでした。

オマージュに見る映画愛

Mue & Saiの

Sai
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広 告

　今から約20万年前、アフリカで誕生し
た私たちの祖先は、大いなる旅路（グレー
トジャーニー）の果てにおよそ4万年前に
日本列島に到達しました。この時期の遺
跡を見ると、すでに東京都神津島産や長
野県霧ヶ峰産、そして島根県隠岐産など
の複数の産地の黒曜石が使われていたこ
とが分かっています。では、列島に到達
したばかりのヒトは、如何にして黒曜石
の原産地を知り得たのでしょうか。
　近年の研究では、列島にやってきたヒ
トは、まずは食料や石材資源の分布を調
べるために、広範囲に及ぶ探索を行い、
黒曜石は、その探索の過程で発見された
と考えられています。
　そして、神津島など離島の資料が認め
られることから、その範囲は海にまで及
んでいたと言われています。神津島の海
域は現在海深200ｍ以上あり、海水面が低
下した旧石器時代にあっても、本土と陸
続きにはならなかったと推定されていま

す。従って、彼らは黒曜石を獲得するため
に神津島へ渡り、再び本土へと戻ったことに
なります。このことは、旧石器時代の人々が航
海技術を持っていたことを示すとともに、人類
最古の意図的な往復航海を示す事例として
世界でも注目されています。
　なお、隠岐諸島周辺の水深は神津島ほど深
くないため、この時期には、隠岐-本土間の大
部分が陸化していたと考えられています。奥出
雲町にある原田遺跡では、列島最古の槍先で
ある「台形様石器」が出土しており、その素材
に隠岐の黒曜石が利用されていました。原田
遺跡の事例から、中国山地に居を構えた旧石
器人が、隠岐まで黒曜石を歩いて採りに行っ
ていた様子が読み取れます。
　このように、日本列島における黒曜石の開
拓者達は、高い資源探査と獲得能力を持って
いたと考えられています。本企画展では、日本
各地の列島最古級の黒曜石を展示していま
す。ぜひご来館いただき、ご覧いただきたいと
思います。

古代出雲歴史博物館 特別展示室（出雲市大社町）
開催中～5/16水
●時 9：00～18：00 ※入館は閉館時刻の30分前まで
●休 4月17日（火）
●¥  一般700円、大学生400円、小中高生200円
●問 島根県立古代出雲歴史博物館
 　☎0853-53-8600

企画展「隠岐の黒曜石」企
画
展

「
隠
岐
の
黒
曜
石
」

列島最古級の石器群
島根県埋蔵文化財調査センター/
鳥取県埋蔵文化財センター　蔵

こう づ しま

きり が みね

だい けい よう

古代出雲歴史博物館 稲田陽介

受 期付 間

事業実施期間

助成決定予定 　 

後

期 月 日 月 日火 木

当日消印有効

県
民
の
み
な
さ
ま
に
よ
る
自
主
的
な

文
化
事
業
を
支
援
し
ま
す
�

Shimane

Cultural Fund
2018

しまね文化ファンド

対象事業／
募集期間／
助成金額／
申込用紙／

申込方法／

平成３０年９月１日～平３１年３月３１日に行われる文化事業
平成３０年５月１日（火)～５月３１日(木)(当日消印有効)
対象経費の概ね２分の１以内
県内各市町村役場窓口、島根県民会館ほか主な公立文化施設、しまね文化
ファンド事務局、文化ファンドのホームページからもダウンロードできます。
申込書類を、下記「公益信託しまね文化ファンド事務局」へご郵送ください。

♪詳しい助成基準については募集要項またはＨＰをご覧ください。
URL：http.//www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/shinkou/jyosei_jigyo/bunkafund/

募 集 内 容

平成30年度　後期助成事業募集

お申込み・お問い合わせ

受託者

＜事務局所在地＞〒690－8501 松江市殿町1番地 （＊東庁舎に引越しました。）

TEL0852－22－5500　FAX0852－22－6412

◎ご相談を承っております。まずはお気軽にお電話を！
E-mail : fund-shimane@kni.biglobe.ne.jp

［公益財団法人 しまね文化振興財団］　担当：前島　
公益信託しまね文化ファンド事務局

三菱UFJ信託銀行株式会社（東京都千代田区丸の内1-4-5）

『しまね文化ファンド』は、みなさまの自主的で創造的な
文化事業を応援します！

県内の民間団体やグループが自ら企画し実践するもので、

を目的とする文化事業が対象となります。
「地域文化振興」「芸術文化振興」「国際文化交流」

https://www.cul-shimane.jp/catch-navi/

が

島根県民会館

島根県内の文化情報を随時更新、
幅広く網羅するキャッチナビ。

「キャッチナビ」に文化情報を載せて、
イベント広報に役立ててみませんか？

掲載ご希望の方は下記までお願いします。

〒690-0887 島根県松江市殿町158
℡ 0852-22-5505　FAX 0852-24-0109
mail： catch1994@cul-shimane.jp

新しくなり
ました！

キャッチ＆
キャッチナビ

「キャッチナビ」におまかせ！

＊島根文化情報誌「キャッチ」への掲載は、お寄せいただいたすべての情報
を掲載することはいたしかねます。また、掲載可否についてのお返事はい
たしかねますのであらかじめご了承くださいませ。

島根文化情報誌「キャッチ」は読みやすく、
 情報を厳選してお届けします。
  島根県芸術文化ポータルサイト
  「キャッチナビ」もリニューアル！
   島根県内を中心にコンサート･演劇･映画･
  展示など文化情報を掲載しています。
 ぜひ一度、キャッチナビをのぞいて
みてくださいね♪

文化イベント
検索なら

　前号の恋恋で、むーさんが観たいと書いていら
したギレルモ･デル･トロ監督『シェイプ・オブ・ウォー
ター』。私もこの数年、アカデミー賞授賞式の生
中継をテレビで観るのが恒例行事となっているだ
けに、その日から公開を待ち望んでおりました。
　第90回アカデミー賞13部門ノミネート、最多４
部門受賞。その他の国際映画祭でも多数受賞し
た本作は、まだご覧になっていない、むーさんの
お言葉「差別との決別や多様性の重要さを訴えた
優しい作品」（前号より抜粋）でありました。もちろ
んデル･トロ作品特有の、心がヒリヒリする描写も
多いのですが、私が一番ひかれたポイントは多様

性の尊重だったと思います。声が出せないヒロイ
ン、イライザの周りには、親しい黒人女性、ゲイ
の画家、そして何より、アマゾン奥地で神と崇め
られていたという美しい半魚人のような生き物の
存在がありました。その不思議な生き物“彼”に
恋をするイライザは、まさに水を得た魚。声が出
ないイライザの境遇で思い浮かんだのは「人魚
姫」。“彼”だけがマイノリティーではないことが、
強く伝わってきました。様々なオマージュを見つけ
るのも、この作品の楽しみ方なのだと思います。
　オマージュといえば『ラッキー』。昨年9月に91
歳で亡くなったハリー･ディーン･スタントン最後の
主演作です。ラッキーのキャラクターはハリーをモ
デルに当て書きされたもの。ラッキーの姿をかりて、
ハリー自身の人生を辿るかのような作品となってい
ます。数十年ぶりにトラヴィス（『パリ、テキサス』
でのハリーの役名）に会ったかのようなスタイルに
引き込まれるのは当然、過去の出演作の要素が
随所に盛り込まれ、いかに彼が多くの人々に愛さ

れていたのかが伝わってきました。俳優としてラッ
キーの友人を演じる、デヴィッド･リンチも必見！監
督なのに、こんなにも役者として様になる人だった
のか !!と大発見でした。
　劇中、ラッキーが行きつけのバーやダイナーで
仲間と交わす何気ない朴訥な会話の中にある人
生の真理は聞き逃せません。そして誰にでも訪れ
る“死”との向き合い方をユーモアと仏教的視点
をまじえ、頑固にさらりと受け入れていくラッキー
の老いの美しさときたらありませんでした。そこで
鍵となったのはハリー自身が第二次世界大戦に出
征、海軍に従軍した沖縄でのエピソード。一人の
日本人少女が死を覚悟した時の姿でした。その境
地に達するには…胸がしめつけられました。
　映画終盤、ラッキーとハリー2つの存在が私の
心に入り込み涙腺崩壊。直接的なストーリーを超
えた感情の揺さぶられ方というのかな。映画の力
は底知れないと、ハリーの最期の姿が映し出して
いるようでした。

オマージュに見る映画愛

Mue & Saiの

Sai
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Sunday Friday Saturday日 金Thursday木Wednesday水Tuesday火Monday月 土

マツオヒロミ展―百花繚乱―～郷土出身、今、最も注目を集めるイラストレーター～
◯場 平田本陣記念館　◯時 9:00～17:00　◯休 火曜日 ◯場 小泉八雲記念館(松江市奥谷町)　◯時 8:30～17:00

◯場 松江歴史館　◯時 8:30～18:30　◯休 5/17

◯場 安来市加納美術館　◯時 9:00～16:30　◯休 火曜日

◯場 石見美術館（グラントワ内）　◯時 10:00～18:30　◯休 火曜日

◯場 石正美術館　◯時 9:00～17:00　◯休 月曜日(祝日の場合翌日休館)

◯場 益田市立雪舟の郷記念館　◯時 9:00～17:00　◯休 火・水曜日（祝日の場合翌日休館）

◯場 今岡美術館　◯時 9:00～17:00　◯休 月曜日(祝日の場合翌日休館)

◯場 島根県立美術館　◯時 10:00～日没後30分　◯休 火曜日

◯場 今井美術館　◯時 10:00～16:00

◯場 八雲立つ風土記の丘　◯時 9:00～17:00　◯休 火曜日（祝日の場合翌平日休館)

◯場 出雲文化伝承館　◯時 9:00～17:00　◯休 月曜日（但し4/30は開館）

◯場 益田市立歴史民俗資料館　◯時 9:00～17:00　◯休 火・水曜日

◯場 古代出雲歴史博物館　◯時 9:00～18:00

◯場 出雲弥生の森博物館　◯時 9:00～17:00　◯休 火曜日（祝日の場合翌平日休館)

◯時 9:30～17:00　◯休 火曜日（祝日の場合翌平日休館)

◯場 サヒメル　◯時 9:30～17:00　◯休 火曜日(祝日の場合翌平日休館)

◯場 足立美術館　◯時 9:00～17:30

開催中～5/6（日）

特別展にょろにょろファミリー　◯場 島根県立宍道湖自然館ゴビウス　開催中～5/7（月）

特集展「古天神古墳と西宗寺古墳－保存修復された石棺式石室出土の鉄製品－」開催中～5/13（日）

現代日本画 巨匠30人展―佐藤美術館コレクション 花と緑の名品―開催中～5/13（日）

【企画展】隠岐の黒曜石開催中～5/16（水）

春季企画展「ふるさと今昔物語その１－佐田町－」開催中～5/21（月）

【平成30年春の企画展】火山のチカラ　火と水のダイナミズム開催中～5/27（日）

耳を澄ませば　ささやく日本画開催中～5/31（木）

【企画展】ふるさと美術工芸展 Ⅰ ◆ドールハウス＆風景画◆開催中～6/3（日）

企画展「文学の宝庫IRELAND～ハーンと同時代を生きたアイリッシュ・ライターズ」開催中～6/10（日）

【企画展】長澤蘆雪―躍動する筆墨―4/27（金）～6/10（日）

特別展　名品と出会う－企業コレクションによる日本近代洋画展開催中～6/11（月）

【企画展】モダン・アートに出会う 5つの扉　-和歌山県立近代美術館名品展開催中～6/17（日）

2018年度石本正作品選1／石本正素描展「イタリアの思い出」開催中～6/24（日）

花鳥画・彩（いろどり）開催中～6/24（日）

申酉騒ぎ戌笑う干支を楽しむ絵画展開催中～6/30（土）

【企画展】エヴァンゲリオン展開催中～7/9（月）

再興第102回院展5/12（土）～6/3（日）

EVENT

Calendar

○コ コトノブラザーズコンサート（石正美術館）
○コ 石見杯争奪歌謡選手権大会（グラントワ）
○演 雲南市創作市民演劇
「水底平家～みなそこへいけ～」（チェリヴァホール）
○演 金子あいの気ままに「源氏物語」～若紫～
（ビッグハート出雲）
○演 スーパー神楽選抜競演大会（グラントワ）

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

【凡例】 コンサート 演劇・舞踊 映画○コ ○演 ○映 

足立美術館  
安来市加納美術館
島根県民会館
島根県立美術館
プラバホール 
松江テルサ 
松江スティックビル
松江歴史館  
松江城山管理事務所  
小泉八雲記念館  
八雲立つ風土記の丘  
鹿島文化ホール 
松江AZTiC canova 
宍道湖自然館ゴビウス 
古代出雲歴史博物館  
ビッグハート出雲　
出雲文化伝承館 
出雲弥生の森博物館  
平田本陣記念館  
今岡美術館  
出雲APOLLO
スサノオホール
チェリヴァホール 
大田市民会館 
三瓶自然館サヒメル  
今井美術館  
石央文化ホール  
石正美術館  
グラントワ 
雪舟の郷記念館 
益田市立歴史民俗資料館  

　

☎ 0854-28-7111
☎ 0854-36-0880
☎ 0852-22-5506
☎ 0852-55-4700
☎ 0852-27-6000
☎ 0852-31-5550
☎ 0852-32-0800
☎ 0852-32-1607
☎ 0852-21-4030
☎ 0852-21-2147
☎ 0852-23-2485
☎ 0852-82-3181
☎ 0852-67-1821
☎ 0853-63-7100
☎ 0853-53-8600
☎ 0853-20-2888
☎ 0853-21-2460
☎ 0853-25-1841
☎ 0853-62-5090
☎ 0853-25-2239
☎ 0853-23-1531
☎ 0853-84-0833
☎ 0854-42-1155
☎ 0854-82-0938
☎ 0854-86-0500
☎ 0855-92-1839
☎ 0855-22-2100
☎ 0855-32-4388
☎ 0856-31-1860
☎ 0856-24-0500

☎ 0856-23-2635

　

山陰のイベント情報を随時発信中！
ぜひのぞいてみてください♪
https://www.cul-shimane.jp/catch-navi/

※イベントの詳細は各会場へお問い合わせください。

お出かけの予定を立てるのにぴったりの
カレンダーと読者からの投稿・
キャッチからのお知らせを
ご紹介するコーナーです。
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キャッチ６月号
発行予定日

○コ 第26回山陰ギターコンクール
（9：15／プラバホール）
○コ 出雲楽友協会
第7回島根県新人演奏会
（15：00／ビッグハート出雲）
○演 演劇ユニット「大根」第1回公演
（19：00／チェリヴァホール）

○コ 毛利治郎グラントワライブ
（19：00／グラントワ）
○コ 和楽器バンドJAPAN TOUR 2018
（19：00／島根県民会館）

○コ coldrainANOTHER DECADE 
IN THE RAIN TOUR 2018
（19：00／出雲APOLLO）

○コ ザ50回転ズ Hello!Eighteen Tour
（19：00／出雲APOLLO）

○コ あびこめぐみ feat.IKUO Live in 
グラントワ 2018
（19：00／グラントワ）

○コ 水森かおりコンサート～歌謡紀行～
（①12：00 ②16：00／島根県民会館）

○演 NHKラジオ番組「上方演芸会」
（18：30／石央文化ホール）

○演 人形劇団むすび座
「アラビアンナイト
～魔法のランプと明日のヒカリ～」
（18：30／グラントワ）

○コ リサイタル支援シリーズ＃２
～チェロとフランスの音楽家たち～
（14：00／プラバホール）
○演 劇団新派　河合宥季舞踊公演
（18：30／グラントワ）
○演 演劇ユニット「大根」第1回公演
（①14：00 ②18：00／チェリヴァホール）

○コ 松江クラシックス2018 松江城野外コンサート
（①16：00 ②19：00／国宝松江城）
○コ 琴・アンサンブル“華”　箏曲コンサート
（13：00／ビッグハート出雲）
○演 人形劇団むすび座
「アラビアンナイト～魔法のランプと明日のヒカリ～」
（18：00／石央文化ホール）

○コ 斉藤和義 
LIVE TOUR 2018 “Toys Blood Music”
（17：00／島根県民会館）
○コ 第33回松江プラバ音楽祭
「奥井紫麻　ピアノ・リサイタル」
（14：00／プラバホール）
○映 さんびるシアター「彼らが本気で編む時は、」
（①10：00 ②14：00／松江テルサ）

○映 名画劇場「希望のかなた」
（①14：00 ②18：30／島根県民会館）

○コ 松江クラシックス2018　受講生･ソロコンサート
（14：00／鹿島文化ホール）
○コ 紅白歌の祭典
（12：30／島根県民会館）
○コ チャリティーコンサート100人の吹奏楽
（14：00／グラントワ）
○演 劇団新派　河合宥季舞踊公演
（①12：00 ②16：00／グラントワ）

○コ パイプオルガン学園入学式＆ウエルカム演奏
（13：30／プラバホール）
○映 日本と再生　光と風のギガワット作戦
（①10：30 ②14：00／松江スティックビル）

○コ FLOW 15th Anniversary TOUR 2018
「アニメ縛り」
（17：00／松江AZTic canova）
○コ 石見銀山天領太鼓和太鼓コンサート
（15：00／大田市民会館）
○演 人形劇団むすび座
「アラビアンナイト～魔法のランプと明日のヒカリ～」
（15：00／島根県民会館）

○コ THE RAMPAGE LIVE TOUR 2017-2018 
GO ON THE RAMPAGE" 再追加公演"
（17：00／島根県民会館）
○コ 第8回ふれあいコンサートin益田（14：00／グラントワ）
○コ 池田怜士ソロと2台ピアノによるコンサート
（14：00／グラントワ）
○演 スサノオの里スーパー神楽2018
（9：00／スサノオホール）

○映 グラントワシアター「人生フルーツ」
（①10:00 ②14:00／グラントワ）

「ナミヤ雑貨店の奇蹟」小説で読
みましたが、大変おもしろかった。
ぜひ、映画も見たいです。

（松江市 H･Hさん）

GWを前に、どんなイベントがあるか楽
しみです。不昧公200年祭も待つ今
年、茶道に関するイベントにもとても興
味があります。（益田市 Y･Tさん）

編集長もあしたメロンさんもなじみに
（せっかくなれたのに）最終回。交
代残念ですね。次はどこかでお会
いできるのかな。ご活躍を期待して
おります。（松江市 K･Kさん）

津和野のヤブサメの記事を載せて
いただいてうれしかったです。

（津和野町 K･Kさん）

開館50周年おめでとうございます。
記念の様 な々公演、今から楽しみ
にしています。「ボブという猫」見に行
きました。ジーンとくるとてもいい映画
でした。「幼子われらに生まれ」助演
女優賞の田中麗奈さんの演技、ス
トーリーともに楽しみです。

（松江市 Y･Fさん）

松江クラシックス2018が地元鹿島
町で開催されるということで、とても楽
しみにしています。客席は少ないけ
ど、お客さんが大勢来られるといいな
と思います。（松江市 K･Sさん）

映画好きの私は、一番最初に「シネ
マ恋恋」を読みますよ～！！毎回楽し
みにしています。（安来市 S･Sさん）

島根県立美術館の周りで仕事後
に夕日を見ながら走るってとても気
持ちがいいですよ。こんな美しい所
で走っている他の県の人っているの
かなあ～と思うくらいいいんです。

（松江市 T･Nさん）

リニューアルしました！

「キャッチナビ」

※いただいた個人データは「キャッチ」プレゼント提供のみに利用します。

各会場への問い合わせ先

展示カレンダー ※問い合わせ先は6pの各会場への問い合わせ先をご参照ください。

メールでも随時受け付けています。

島根県松江市殿町158〒690-0887

島根県民会館
島根文化情報誌CATCH 5月号
イラスト・メッセージ＆チケプレ係 行
氏名、住所、電話番号、年齢を郵便ハガキに

ご記入のうえ、ご応募ください。
イラストの方は作品名と作者名もご記入ください。

catch1994@cul-shimane.jp
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ゴールデンウィーク

キャッチ美術館

6月といえばやはり梅雨。ジメジメする季節
ですが、雨で緑が美しく映えるのもこの季
節ならでは。日々 を楽しく彩るイラストをお待
ちしています♪

2010年からスタートした、コンサー
ト・演劇・映画・ギャラリーなどの文
化芸術をまとめてご紹介するウェブ
サイト 「しまねキャッチナビ」 を、今
年３月末にリニューアルしました！

新しくなったキャッチナビでは、
「キャッチ」 紙面でご紹介している
コンサートなどの詳しい内容や、他
にも多くの文化イベント情報をお伝
えしています。

「ウキウキG・W」
Y・Yさん

「海もいいよ」
きょうこさん

「５月の風」
chaさん

「晴れるといいなあ」
Tokiさん

「大黒山にのぼるよ」
そうた まつもとさん

「サファリパーク」
かいちゃん

「こいのぼりでゆらゆら」
ちゃとらさん

「海にでも行こうカナ」
夏男さん

「さよなら三江線」
ありがとうさん

「将棋で一服」
匿名さん

「あってるのかな?!」
まろむさん

「
牡
丹
の
園
」 

和
音
さ
ん

Catchひろば

今月のテーマ

キャッチ美術館

チケットプレゼント＆
イラスト・メッセージの
宛先はこちらまで！

チケット
プレゼント

引き続きイラスト・メッセージも募集しています！

雨の日次号のテーマ

5/7(月)必着
P.2

名画劇場「希望のかなた」
5/12(土)島根県民会館　 チケプレ

ペア 2 組様
1

5/18(金)必着
P.3

奥井紫麻ピアノ・リサイタル
5/26(土)プラバホール チケプレ

ペア 1 組様
2

ここからも応募できるよ♪
しまねキャッチナビ
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Sunday Friday Saturday日 金Thursday木Wednesday水Tuesday火Monday月 土

マツオヒロミ展―百花繚乱―～郷土出身、今、最も注目を集めるイラストレーター～
◯場 平田本陣記念館　◯時 9:00～17:00　◯休 火曜日 ◯場 小泉八雲記念館(松江市奥谷町)　◯時 8:30～17:00

◯場 松江歴史館　◯時 8:30～18:30　◯休 5/17

◯場 安来市加納美術館　◯時 9:00～16:30　◯休 火曜日

◯場 石見美術館（グラントワ内）　◯時 10:00～18:30　◯休 火曜日

◯場 石正美術館　◯時 9:00～17:00　◯休 月曜日(祝日の場合翌日休館)

◯場 益田市立雪舟の郷記念館　◯時 9:00～17:00　◯休 火・水曜日（祝日の場合翌日休館）

◯場 今岡美術館　◯時 9:00～17:00　◯休 月曜日(祝日の場合翌日休館)

◯場 島根県立美術館　◯時 10:00～日没後30分　◯休 火曜日

◯場 今井美術館　◯時 10:00～16:00

◯場 八雲立つ風土記の丘　◯時 9:00～17:00　◯休 火曜日（祝日の場合翌平日休館)

◯場 出雲文化伝承館　◯時 9:00～17:00　◯休 月曜日（但し4/30は開館）

◯場 益田市立歴史民俗資料館　◯時 9:00～17:00　◯休 火・水曜日

◯場 古代出雲歴史博物館　◯時 9:00～18:00

◯場 出雲弥生の森博物館　◯時 9:00～17:00　◯休 火曜日（祝日の場合翌平日休館)

◯時 9:30～17:00　◯休 火曜日（祝日の場合翌平日休館)

◯場 サヒメル　◯時 9:30～17:00　◯休 火曜日(祝日の場合翌平日休館)

◯場 足立美術館　◯時 9:00～17:30

開催中～5/6（日）

特別展にょろにょろファミリー　◯場 島根県立宍道湖自然館ゴビウス　開催中～5/7（月）

特集展「古天神古墳と西宗寺古墳－保存修復された石棺式石室出土の鉄製品－」開催中～5/13（日）

現代日本画 巨匠30人展―佐藤美術館コレクション 花と緑の名品―開催中～5/13（日）

【企画展】隠岐の黒曜石開催中～5/16（水）

春季企画展「ふるさと今昔物語その１－佐田町－」開催中～5/21（月）

【平成30年春の企画展】火山のチカラ　火と水のダイナミズム開催中～5/27（日）

耳を澄ませば　ささやく日本画開催中～5/31（木）

【企画展】ふるさと美術工芸展 Ⅰ ◆ドールハウス＆風景画◆開催中～6/3（日）

企画展「文学の宝庫IRELAND～ハーンと同時代を生きたアイリッシュ・ライターズ」開催中～6/10（日）

【企画展】長澤蘆雪―躍動する筆墨―4/27（金）～6/10（日）

特別展　名品と出会う－企業コレクションによる日本近代洋画展開催中～6/11（月）

【企画展】モダン・アートに出会う 5つの扉　-和歌山県立近代美術館名品展開催中～6/17（日）

2018年度石本正作品選1／石本正素描展「イタリアの思い出」開催中～6/24（日）

花鳥画・彩（いろどり）開催中～6/24（日）

申酉騒ぎ戌笑う干支を楽しむ絵画展開催中～6/30（土）

【企画展】エヴァンゲリオン展開催中～7/9（月）

再興第102回院展5/12（土）～6/3（日）

EVENT

Calendar

○コ コトノブラザーズコンサート（石正美術館）
○コ 石見杯争奪歌謡選手権大会（グラントワ）
○演 雲南市創作市民演劇
「水底平家～みなそこへいけ～」（チェリヴァホール）
○演 金子あいの気ままに「源氏物語」～若紫～
（ビッグハート出雲）
○演 スーパー神楽選抜競演大会（グラントワ）

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

【凡例】 コンサート 演劇・舞踊 映画○コ ○演 ○映 

足立美術館  
安来市加納美術館
島根県民会館
島根県立美術館
プラバホール 
松江テルサ 
松江スティックビル
松江歴史館  
松江城山管理事務所  
小泉八雲記念館  
八雲立つ風土記の丘  
鹿島文化ホール 
松江AZTiC canova 
宍道湖自然館ゴビウス 
古代出雲歴史博物館  
ビッグハート出雲　
出雲文化伝承館 
出雲弥生の森博物館  
平田本陣記念館  
今岡美術館  
出雲APOLLO
スサノオホール
チェリヴァホール 
大田市民会館 
三瓶自然館サヒメル  
今井美術館  
石央文化ホール  
石正美術館  
グラントワ 
雪舟の郷記念館 
益田市立歴史民俗資料館  

　

☎ 0854-28-7111
☎ 0854-36-0880
☎ 0852-22-5506
☎ 0852-55-4700
☎ 0852-27-6000
☎ 0852-31-5550
☎ 0852-32-0800
☎ 0852-32-1607
☎ 0852-21-4030
☎ 0852-21-2147
☎ 0852-23-2485
☎ 0852-82-3181
☎ 0852-67-1821
☎ 0853-63-7100
☎ 0853-53-8600
☎ 0853-20-2888
☎ 0853-21-2460
☎ 0853-25-1841
☎ 0853-62-5090
☎ 0853-25-2239
☎ 0853-23-1531
☎ 0853-84-0833
☎ 0854-42-1155
☎ 0854-82-0938
☎ 0854-86-0500
☎ 0855-92-1839
☎ 0855-22-2100
☎ 0855-32-4388
☎ 0856-31-1860
☎ 0856-24-0500

☎ 0856-23-2635

　

山陰のイベント情報を随時発信中！
ぜひのぞいてみてください♪
https://www.cul-shimane.jp/catch-navi/

※イベントの詳細は各会場へお問い合わせください。

お出かけの予定を立てるのにぴったりの
カレンダーと読者からの投稿・
キャッチからのお知らせを
ご紹介するコーナーです。
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キャッチ６月号
発行予定日

○コ 第26回山陰ギターコンクール
（9：15／プラバホール）
○コ 出雲楽友協会
第7回島根県新人演奏会
（15：00／ビッグハート出雲）
○演 演劇ユニット「大根」第1回公演
（19：00／チェリヴァホール）

○コ 毛利治郎グラントワライブ
（19：00／グラントワ）
○コ 和楽器バンドJAPAN TOUR 2018
（19：00／島根県民会館）

○コ coldrainANOTHER DECADE 
IN THE RAIN TOUR 2018
（19：00／出雲APOLLO）

○コ ザ50回転ズ Hello!Eighteen Tour
（19：00／出雲APOLLO）

○コ あびこめぐみ feat.IKUO Live in 
グラントワ 2018
（19：00／グラントワ）

○コ 水森かおりコンサート～歌謡紀行～
（①12：00 ②16：00／島根県民会館）

○演 NHKラジオ番組「上方演芸会」
（18：30／石央文化ホール）

○演 人形劇団むすび座
「アラビアンナイト
～魔法のランプと明日のヒカリ～」
（18：30／グラントワ）

○コ リサイタル支援シリーズ＃２
～チェロとフランスの音楽家たち～
（14：00／プラバホール）
○演 劇団新派　河合宥季舞踊公演
（18：30／グラントワ）
○演 演劇ユニット「大根」第1回公演
（①14：00 ②18：00／チェリヴァホール）

○コ 松江クラシックス2018 松江城野外コンサート
（①16：00 ②19：00／国宝松江城）
○コ 琴・アンサンブル“華”　箏曲コンサート
（13：00／ビッグハート出雲）
○演 人形劇団むすび座
「アラビアンナイト～魔法のランプと明日のヒカリ～」
（18：00／石央文化ホール）

○コ 斉藤和義 
LIVE TOUR 2018 “Toys Blood Music”
（17：00／島根県民会館）
○コ 第33回松江プラバ音楽祭
「奥井紫麻　ピアノ・リサイタル」
（14：00／プラバホール）
○映 さんびるシアター「彼らが本気で編む時は、」
（①10：00 ②14：00／松江テルサ）

○映 名画劇場「希望のかなた」
（①14：00 ②18：30／島根県民会館）

○コ 松江クラシックス2018　受講生･ソロコンサート
（14：00／鹿島文化ホール）
○コ 紅白歌の祭典
（12：30／島根県民会館）
○コ チャリティーコンサート100人の吹奏楽
（14：00／グラントワ）
○演 劇団新派　河合宥季舞踊公演
（①12：00 ②16：00／グラントワ）

○コ パイプオルガン学園入学式＆ウエルカム演奏
（13：30／プラバホール）
○映 日本と再生　光と風のギガワット作戦
（①10：30 ②14：00／松江スティックビル）

○コ FLOW 15th Anniversary TOUR 2018
「アニメ縛り」
（17：00／松江AZTic canova）
○コ 石見銀山天領太鼓和太鼓コンサート
（15：00／大田市民会館）
○演 人形劇団むすび座
「アラビアンナイト～魔法のランプと明日のヒカリ～」
（15：00／島根県民会館）

○コ THE RAMPAGE LIVE TOUR 2017-2018 
GO ON THE RAMPAGE" 再追加公演"
（17：00／島根県民会館）
○コ 第8回ふれあいコンサートin益田（14：00／グラントワ）
○コ 池田怜士ソロと2台ピアノによるコンサート
（14：00／グラントワ）
○演 スサノオの里スーパー神楽2018
（9：00／スサノオホール）

○映 グラントワシアター「人生フルーツ」
（①10:00 ②14:00／グラントワ）

「ナミヤ雑貨店の奇蹟」小説で読
みましたが、大変おもしろかった。
ぜひ、映画も見たいです。

（松江市 H･Hさん）

GWを前に、どんなイベントがあるか楽
しみです。不昧公200年祭も待つ今
年、茶道に関するイベントにもとても興
味があります。（益田市 Y･Tさん）

編集長もあしたメロンさんもなじみに
（せっかくなれたのに）最終回。交
代残念ですね。次はどこかでお会
いできるのかな。ご活躍を期待して
おります。（松江市 K･Kさん）

津和野のヤブサメの記事を載せて
いただいてうれしかったです。

（津和野町 K･Kさん）

開館50周年おめでとうございます。
記念の様 な々公演、今から楽しみ
にしています。「ボブという猫」見に行
きました。ジーンとくるとてもいい映画
でした。「幼子われらに生まれ」助演
女優賞の田中麗奈さんの演技、ス
トーリーともに楽しみです。

（松江市 Y･Fさん）

松江クラシックス2018が地元鹿島
町で開催されるということで、とても楽
しみにしています。客席は少ないけ
ど、お客さんが大勢来られるといいな
と思います。（松江市 K･Sさん）

映画好きの私は、一番最初に「シネ
マ恋恋」を読みますよ～！！毎回楽し
みにしています。（安来市 S･Sさん）

島根県立美術館の周りで仕事後
に夕日を見ながら走るってとても気
持ちがいいですよ。こんな美しい所
で走っている他の県の人っているの
かなあ～と思うくらいいいんです。

（松江市 T･Nさん）

リニューアルしました！

「キャッチナビ」

※いただいた個人データは「キャッチ」プレゼント提供のみに利用します。

各会場への問い合わせ先

展示カレンダー ※問い合わせ先は6pの各会場への問い合わせ先をご参照ください。

メールでも随時受け付けています。

島根県松江市殿町158〒690-0887

島根県民会館
島根文化情報誌CATCH 5月号
イラスト・メッセージ＆チケプレ係 行
氏名、住所、電話番号、年齢を郵便ハガキに

ご記入のうえ、ご応募ください。
イラストの方は作品名と作者名もご記入ください。

catch1994@cul-shimane.jp
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ゴールデンウィーク

キャッチ美術館

6月といえばやはり梅雨。ジメジメする季節
ですが、雨で緑が美しく映えるのもこの季
節ならでは。日々 を楽しく彩るイラストをお待
ちしています♪

2010年からスタートした、コンサー
ト・演劇・映画・ギャラリーなどの文
化芸術をまとめてご紹介するウェブ
サイト 「しまねキャッチナビ」 を、今
年３月末にリニューアルしました！

新しくなったキャッチナビでは、
「キャッチ」 紙面でご紹介している
コンサートなどの詳しい内容や、他
にも多くの文化イベント情報をお伝
えしています。

「ウキウキG・W」
Y・Yさん

「海もいいよ」
きょうこさん

「５月の風」
chaさん

「晴れるといいなあ」
Tokiさん

「大黒山にのぼるよ」
そうた まつもとさん

「サファリパーク」
かいちゃん

「こいのぼりでゆらゆら」
ちゃとらさん

「海にでも行こうカナ」
夏男さん

「さよなら三江線」
ありがとうさん

「将棋で一服」
匿名さん

「あってるのかな?!」
まろむさん

「
牡
丹
の
園
」 

和
音
さ
ん

Catchひろば

今月のテーマ

キャッチ美術館

チケットプレゼント＆
イラスト・メッセージの
宛先はこちらまで！

チケット
プレゼント

引き続きイラスト・メッセージも募集しています！

雨の日次号のテーマ

5/7(月)必着
P.2

名画劇場「希望のかなた」
5/12(土)島根県民会館　 チケプレ

ペア 2 組様
1

5/18(金)必着
P.3

奥井紫麻ピアノ・リサイタル
5/26(土)プラバホール チケプレ

ペア 1 組様
2

ここからも応募できるよ♪
しまねキャッチナビ
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イオンレクサス松江
松江市西津田6丁目 1番 12号　Tel：0852-22-2222
　　　　　　　　　　　　　　　定休日：毎週月曜日・祝日
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