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山下洋輔
クリスマス スペシャル・
ジャズ・ライブ
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♪山下洋輔（ピアノ）
♪松本治（アレンジ&トロンボーン）＊鳥取県出身
♪坂井紅介（ベース）　　　　♪本田珠也（ドラム）
♪池田篤（アルトサックス）　♪川嶋哲郎（ソプラノ&テナーサックス）

既成ルールにとらわれず自由奔放かつ狂熱の演奏を繰り広げ、聴く人を魅
了してやまない山下氏。本公演は、「チュニジアの夜」などジャズのスタン
ダードナンバーや山下洋輔作曲「グルーヴィン・パレード」、有名クラシック
曲のジャズアレンジなどジャズの世界をたっぷり堪能できる贅沢なプログラ
ムでお届けします。
今回は本誌の発行に合わせ、メンバーの松本治氏（鳥取県出身）との関係も
交えながら島根県民会館公演への想いを伺いました。

50年以上の長きに渡り、
ジャズ界を牽引し続けるジャズピアニスト山下洋輔。
トッププレイヤー5名を引き連れ、
島根県民会館にてスペシャルジャズライブを開催！

［このページに記載する公演情報にあわせ、P3：島根県民会館 主催公演に関するご案内をご確認ください］

松本治のアレンジ
　松本治はトロンボーン奏者だが、アレンジャーとしての能力も素晴

らしい。ぼくの「スペシャル・ビッグバンド」のアレンジも担当して

もらっている。最近はムソルグスキーの「展覧会の絵」や、ドヴォル

ザークの「新世界より」などのクラシック作品を取り上げているのだ

が、松本治が素晴らしいビッグバンド・ジャズの音に作り変えてくれ

た。これらは何度も演奏されている。

　今年はベートーヴェン生誕250周年にちなみ、ベートーヴェンのピ

アノ・ソナタ第８番「悲愴」全３楽章をビッグバンド・サウンドで

ジャズにするという試みに挑戦している。コロナのせいで発表の機会

が遅れているのだが、この年末から来年初めに、兵庫、東京などで

ご披露できる予定だ。

　その松本治と同じビッグバンドの二人の管楽器奏者を迎えて、今回

島根県民会館に出演するグループができた。三管

編成のこのグループは、ビッグバンドではな

い、かといって普通のジャズ・コンボでもな

い。この編成のグループにはまさに「アレ

ンジ」が必要なのだ。松本アレンジに

よって醸し出される唯一無二のサウ

ンドは、参加しているぼくでさえエ

キサイトしてしまう。いつもできる

わけではないこの「スペシャル・

グループ」が松江で演奏できる機

会を持てたことは本当に嬉しい。

　どうか皆様、おいでになって、この

グループの特別な音を味わっていただ

きたい。他では経験できない時間が出

現することだろう。

　山下洋輔

12/9［水］
●会場／島根県民会館 大ホール
●料金／全席指定・税込

19：00開演
（18：15開場）

〈前売〉5,000円 〈当日〉5,500円　
〈U-25チケット〉3,000円 （25歳以下対象/当日要身分証提示）
※未就学児入場不可
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2021年1/31［日］
●会場／島根県民会館 中ホール
●料金／全席指定・税込〈前売〉3,800円〈当日〉4,200円

※未就学児入場不可

▼鑑賞サポート・障がい者介助割引あり
　詳細については、順次ホームページでお知らせいたします

1970年二代目桂枝雀に入門し、桂べかこを名乗り、1993年に
三代目桂南光襲名。いまやテレビ・ラジオでも大活躍の桂南光の
古希を祝う独演会。
今回の公演では全国屈指の人気落語家 桂ざこば、その後に続く世代
の米紫、佐ん吉、そうばも出演。庶民の娯楽として人々に親しまれた
上方落語を個性豊かなメンバーとともにお届けします！

2021年に古希を迎える桂南光の独演会を開催！

出　演：桂南光、桂米紫、桂佐ん吉、桂そうば
ゲスト：桂ざこば

◎客席は人数制限を設け座席を限定します。
◎客席等の消毒を行っています。
◎ブランケットの貸出は行いません。
◎託児サービスは休止いたします。
◎車椅子スペース、磁器ループ補聴器対応エリアを
　ご希望の方は事前にお問い合わせください。

◎発熱、咳など体調不良の症状のある方はご来場をお控えください。
◎マスクの着用、手指消毒のご協力をお願いします。
◎入場時に検温を実施します。37.5 度以上の発熱がある場合、
　入場をご遠慮いただきます。
◎入場時にお客様の氏名、連絡先をお伺いします。感染が疑われる方
があった場合、保健所等に情報提供を行うことがあります。

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等を行っておりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

島根県 民会館  主 催 公 演に関 するご案 内 （※2～4、7ページ掲載の公演）

14：00開演
（13：30開場）

2021年1/24［日］
●会場／島根県民会館 大ホール
●料金／全席自由・税込〈前売〉一般1,000円、大学生以下500円

〈当日〉一般1,500円、大学生以下700円

15：00開演
（14：30開場）

インクルーシブシアター・プロジェクト

映像×ダンス公演
「或る椅子の、つぶやき」
毎年好評をいただいている田畑真希演出ダンス公演、開催決定！
コロナ禍で制作したダンス映像を投影した舞台空間と生のダンスや音楽が
交わり生まれる新たな表現をお楽しみに。

Pick  Up  E v e n tイベント情報

※都合により出演者を一部変更する場合がございます。

古希記念 桂南光独演会

11/19［木］
チケット一般発売

お問い合わせ　 島根県民会館チケットコーナー TEL.0852-22-5556
（10～18時／第2・第4月曜休、祝日の場合は開館、翌平日休館） 島根県民会館の

ホームページはこちらから ▼

■会場での対応 ■お客様へのお願い

※最新情報は島根県民会館の
　ホームページにてご案内します。

桂　米紫 桂　佐ん吉 桂　そうば

ダンス公演「ハコニワ」
（2019年度）より

ゲスト：桂ざこば桂　南光

振付・演出：田畑真希　映像：吾郷克彰
出演：田畑真希／中村理／安岡あこ／市民ダンサー
音楽：ハブヒロシ／多久和千絵／善財和也
衣装：中本淳子
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ようこそ、革命シネマへ

S i n c e 1 9 7 2
島根県民会館

映画が失われた軍事独裁政権下のスーダンを舞台に、一夜限りの映画館復活を
目指す古老の映画人たちを追ったドキュメンタリー。「愛する映画をスーダンに取
り戻したい」という想いから穏やかに力を合わせる4人の男。彼らが失ったもの、作
りたいと願った映像から愛する祖国の美しさと恐怖が浮き彫りになっていく…。
（2019年/フランス・スーダンほか/97分）

もう一度、愛する映画を、みんなで。

© AGAT Films & Cie ‒ Sudanese
 Film Group - MADE IN GERMANY

監督：スハイブ・ガスメルバリ
出演：イブラヒム・シャダッド
　　　エルタイブ・マフディ
　　　　　　　　　　　　ほか

11/28［土］ 14：00／18:30

海の上のピアニスト

『ニュー・シネマ・パラダイス』のジュゼッペ・トルナトーレ監督と映画音楽の巨匠
エンニオ・モリコーネのタッグによる不朽の感動作が、最新のデジタル修復技術に
よって再び劇場公開。大西洋をめぐる豪華客船には類稀な即興曲を披露する
一人の天才ピアニストがいた。彼はこの船で生まれ、以後一度も船を降りずに暮ら
していた―。（1998年/イタリア・アメリカ/121分）

【追悼上映】映画音楽の巨匠エンニオ・モリコーネ　偉大な功績を称えて
監督：ジュゼッペ・トルナトーレ
出演：ティム・ロス
　　　メラニー・ティエリー
　　　　　　　　　　　　　ほか

12/19［土］ 14：00／18:30

Cinema
名画劇場

会　　場　島根県民会館中ホール
開催時間　【１回目】 開場13:15／上映14:00
　　　　　【２回目】 開場17:45／上映18:30
料　　金
　　　　　一般1,000円、5枚セット券4,000円、
　　　　　学生500円（小学生以上25歳以下）、未就学児無料
そ の 他　ブランケット貸出は行っていません。
　　　　　託児サービスは休止します。
お問い合わせ
島根県民会館チケットコーナー　TEL.0852-22-5556

お問い合わせ　しまね映画祭実行委員会（島根県民会館内）　TEL.0852-22-5502

※前売・当日同料金になりました！

来場者名簿作成のため、事前申込にて来場者の氏名・連絡先をお伺いしております。
申込方法・詳細は島根県民会館HPイベント情報ページをご確認ください。

11月「ようこそ、革命シネマへ」の
ページはこちら↓↓↓

12月「海の上のピアニスト」の
ページはこちら↓↓↓

公演情報

©1998 MEDUSA

定　員 230名（事前申込）

今年で18回目を迎えるしまね映画塾。これまでに島根県内17カ所で開催し、170本の
作品が誕生しました。「まずは、撮ってみよう！」が合言葉のしまね映画塾は、映画の製作
体験を通して“もっと”映画を知ってもらうことを目的に2003年から開催しているワーク
ショップです。
参加者が書いた脚本をもとに、社会人・学生・主婦などキャリアも年齢もバラバラの全く
見知らぬ他人同士がチームを組んで撮影し、コメディや時代劇、SF、その土地ならではの
民話をモチーフにしたファンタジーなど、バラエティー豊かな作品が次々と生まれていま
す。
そして、このたびこの17年を振り返る特別番組の放送が決定しました！この番組のため
に撮影したしまね映画塾塾長 錦織良成監督の特別インタビューも放送します★
おたのしみに～！

今年度参加者限定配布の『レクチャー動画』撮影風景

インタビューの様子

～しまね映画塾の歴史を振り返る～

TSKさんいん中央テレビにて特別番組放送決定！！

番組情報

4Kデジタル
修復版

放送日：12月29日（火）
　　　 深夜0：00～0：30（24：00～24：30）
放送局：TSKさんいん中央テレビ
※放送日は変更となる場合がございます。予めご了承ください。

しまね映画祭HP しまね映画祭Facebook

最新情報更新中！

18回目となる
『しまね映画塾2020』は、

新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑み、
特別版として、リモートで開催！
参加者それぞれの地元・おうちで

絶賛映画製作中！4



出雲会場

14：00開演（13：15開場）

勝部奈緒 福間志保 渡部恵深

18：30開演（17：30開場）

12/27［日］

島根県民会館では、県内のさまざまな地域で舞台芸術を楽しめるように、プロのアーティストを派遣して、各地域の
ホール、コミュニティーセンターなどと協働で公演を実施する「地域ステージ事業」と、県内アーティストのさらなる
活躍のために活動の場を提供する「県内アーティスト発信公演」を行っています。

●会場／雲南市加茂文化ホール ラメール（雲南市加茂町）
●料金／全席自由・税込 〈前売〉一般 1,000円、学生 500円
　　　　　　　　　〈当日〉一般 1,500円、学生 800円（定員170人）
　　　　　　　　　※未就学児入場不可
●問合せ／島根県民会館 文化事業課 TEL.0852-22-5502

問合せ／じかん旅行舎（NPO法人スサノオの風内） TEL.0853-84-0833

≪出演≫ 勝部奈緒（ソプラノ）
　　　　 福間志保（ヴァイオリン）
　　　　 渡部恵深（ピアノ）

≪出演≫ 白崎映美（上々颱風ボーカル）
　　　　 東北の伝統芸能・音楽家・
 　　　　　美術家の異色集団（まつろわぬ民）
　　　　 ※開催地の地元芸能団体とのコラボ企画も予定2021年1/29［金］

●会場／スサノオホール（出雲市佐田町） ●料金／２，０００円

江津会場 18：00開演（17：15開場）2021年1/30［土］
●会場／江津市総合市民センター（江津市江津町） ●料金／２，０００円

安来会場 18：00開演（17：15開場）2021年1/31［日］
●会場／安来市総合文化センター アルテピア（安来市飯島町） ●料金／２，０００円

開演18：30（開場18：00）

掲載内容は2020年11月1日現在の内容です。新型コロナウイルスの影響等で、延期・中止となる場合がございます。予めご了承ください。

開演15：00（開場14：30）12/19［土］ 

●会場／プラバホール 
●料金／一般 1,000（当日1,500）、高校生以下 500（当日700）
●問合せ／プラバチケットコーナー TEL.0852-27-6400

オルガンコンサート クリスマスの贈りもの2020
～金管五重奏とオルガンの饗演～ 

S 県内イベント情報

県内アーティスト発信公演
ト リ オ シ ュ シ ュ

Trio Chou Chouコンサート
～シュシュと一緒に楽しい音楽会～

地域ステージ

白崎映美＆東北6県ろ～るショー！！

立川平林の防火落語会inやすぎ
12/3［木］ 

●会場／アルテピア ●料金／無料（要事前申込／定員300人）
●問合せ／安来市消防本部予防課内 安来市少年女性防火委員会事務局 
　　　　　TEL.0854-23-3426

12/6［日］ 開演14：00（開場13：15）

●会場／大社文化プレイスうらら館 ●料金／一般 1,500、高校生以下 500
●問合せ／大社町音楽協会 TEL.0853-53-1822

秋場敬浩 ピアノリサイタル

12/19［土］ 開演17：00（開場16：00）

●会場／興雲閣 ●料金／〈前売〉5,000〈当日〉5,500
●問合せ／喫茶MG TEL.0852-24-2099

冬銀河コンサート

1/23［土］ 開演14：00（開場13：30）

●会場／江津市総合市民センター 
●料金／一般 3,500、中学生以下 1,500（当日各500増）※未就学児入場不可
●問合せ／江津市総合市民センター TEL.0855-52-2155

半﨑美子&小原孝 デュオコンサート

12/20［日］ 9:30～18:00

●会場／プラバホール ●料金／無料
●問合せ／プラバホール TEL.0852-27-6000

第18回松江プラバ音楽コンクール

1/31［日］ 10:00～17:00

●会場／雲南市加茂文化ホール ラメール ●料金／無料
●問合せ／ラメール TEL.0854-49-8500

第20回ラメール小中学校管弦打独奏コンクール

1/9［土］ 開演14：30（開場14：00）

●会場／アルテピア 
●料金／5,000（当日500増）※3歳未満入場不可
●問合せ／キャンディープロモーション TEL.086-221-8151

【振替公演】柏木広樹＆光田健一 
Duo Live Tour 2020“二人旅”

1/10［日］ 開演13：00（開場12：30）

●会場／グラントワ ●料金／ホール入場料・オンライン視聴料 1,000
●問合せ／グラントワ TEL.0856-31-1860

グラントワ・カンタート2021【つなぐ】
フレンドシップコーラスコンサート

12/13［日］ 開演13：30（開場13：00）

●会場／サンレディ―大田 ●料金／500（定員245人）
●問合せ／サンレディ―大田 TEL.0854-82-6700

－島根ど真ん中－ 大田とびっきり寄席

※収益はすべて江津水害被災地に寄付します。

2021年

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

※3会場とも全席自由。定員は収容定員の半分程度です。

5
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ピアノ・歌島昌智 ダンス・Dance Studio A★STEP

新型コロナウイルス感染症の影響で、世界中のコンサートや演
劇公演など芸術イベントが姿を消しました。アーティストや芸術
団体は活動の場・表現の場を失い、困難な日常を送りながらも
WEB配信の中に新たな表現の場を見出しました。
島根県は、県内で活動するアーティストや芸術・文化団体のため
に新たな表現の場を提供！！県内５会場（島根県民会館、雲南市
加茂文化ホール ラメール、大田市民会館、石央文化ホール、島
根県芸術文化センター「グラントワ」）、無観客のホールでそれ
ぞれのパフォーマンスを発表してもらい、その様子を収録した動
画を配信する特別サイトをオープンしました！

県内文化芸術団体発表支援事業

「SHIMANE ARTIST STAGE」
特別サイト「SHIMANE ARTIST STAGE」

⇒　https://artist-stage.org/

December12月

1月2021年 January

※ 2020 年 11 月1日現在の情報です。詳細については各お問い合わせ先までお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、急遽イベント等が中止及び延期等になる可能性があります。

公演延期・中止に関するお問い合わせについて 公演中止・延期に関する最新情報は島根県民会館ホームページにてお知らせしています。
お問い合わせ：島根県民会館チケットコーナー 電話 0852-22-5556（10:00 ～18:00 ／毎月第 2・4 月曜日休）

開催日 時　間 会　場 催　事　名 料　　　　金 お問い合わせ先

1（火） 開場 13:00
開演 13:30

第 1・2
多目的ホール がん専門医が語るコロナと最先端予防治療と放射線 無料 松江エネルギー研究会

090-9412-2417（石原）
2

3

（水）

（木）
開場   9:00
開演 10:00

第１多目的
ホール

今年 1 年の気持ちを込めて「大感謝祭」
（12/3 17:00 まで） 無料 ㊀呉ふ久

090-3323-2251

5（土） 開場 14:15
開演 15:00 大ホール 劇団風の子九州

「このゆびと～まれ！」
〈前売〉一般2,600円、18歳以下1,800円
〈当日〉一般3,000円、18歳以下2,000円

島根県民会館チケットコーナー
0852-22-5556

6（日） 開場 13:30
開演 14:00 中ホール 映像と生演奏による

島根「第九」をうたう会 特別コンサート
一般 2,000 円
高校生以下 1,000 円

島根「第九」をうたう会　
特別コンサート実行委員会
090-4694-9389（菊池）

8（火）
①開場 13:00
　開演 13:30
②開場 17:00
　開演 17:30

大ホール ［再振替公演］坂本冬美コンサート2020
S 席（指定）7,700 円
A 席（当日指定）5,500 円
GL チケット 2,000 円

グッドラック・プロモーション
0120-30-8181

9（水） 開場 18:15
開演 19:00 大ホール 山下洋輔クリスマス スペシャル・ジャズ・ライブ　

▶詳しくは p2 へ
〈前売〉5,000円 〈当日〉5,500円
〈U-25チケット〉3,000円

島根県民会館チケットコーナー
0852-22-5556

11（金） 開場 18:30
開演 19:00 中ホール [ 振替公演 ] 三回目の立川志らく独演会 in 松江 〈前売〉3,800 円

〈当日〉4,300 円
立川企画
03-6452-5901

13（日） 開場 15:00
開演 15:30 大ホール ハルモニア・アンサンブルが贈る

～青少年のための合唱芸術鑑賞会～ 整理番号あり（要メールにて申込） （一社）ハルモニア・アンサンブル
080-3084-0321（斉藤）

13（日） 開場 13:00
開演 13:30 中ホール 松江北高合唱部・浜田高校合唱部

合同発表会 無料 島根県立松江北高等学校
0852-21-4888

19（土）
①開場 13:15
　開演 14:00
②開場 17:45
　開演 18:30

中ホール 名画劇場『海の上のピアニスト』4K デジタル修復版
▶詳しくは p4 へ

一般 1,000 円
学生 500 円

島根県民会館チケットコーナー
0852-22-5556

開催日 時　間 会　場 催　事　名 料　　　　金 お問い合わせ先

9（土）
①開場 13:15
　開演 14:00
②開場 17:45
　開演 18:30

中ホール 名画劇場／上映作品調整中 一般 1,000 円
学生 500 円

島根県民会館チケットコーナー
0852-22-5556

10（日） 開場 12:00
開演 13:00 中ホール 令和３年公益財団法人松江体育協会新年総会 関係者のみ 公益財団法人松江体育協会

0852-24-7227

16（土） 開場 13:00
開演 13:30 展示ホール 地層処分って何？ 無料 松江エネルギー研究会

090-9412-2417（石原）

17（日） 開場 12:45
開演 13:00 中ホール ピアノ・エレクトーン教室　 関係者のみ 高木・青山

0852-62-0761

24（日） 開場 14:30
開演 15:00 大ホール

インクルーシブシアター・プロジェクト
映像×ダンス公演

「或る椅子の、つぶやき」　▶詳しくは p3 へ

〈前売〉一般 1,000 円
　　 　大学生以下 500 円

〈当日〉一般 1,500 円
　 　　大学生以下 700 円

島根県民会館文化事業課
0852-22-5502

31（日） 開場 13:30
開演 14:00 中ホール 古希記念 桂南光独演会　▶詳しくは p3 へ 〈前売〉3,800 円

〈当日〉4,200 円
島根県民会館チケットコーナー
0852-22-5556

〜
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奥で受付業務をしています

会議室で使用する設備

〈過去の展示より〉

12/
［水］～2 ［金］25

施
設
利
用
課
で
の
私
の
仕
事

　島根県民会館ではどんな仕事があると思いますか？多くの人は照明や音
響など舞台上の仕事や催し物の企画やコンサート、チケットの販売のよう
な企画事業の仕事を思い浮かべると思います。私はそれとは別の、施設利
用課という部署でホール・会議室の予約受付や利用料の精算、会議室の設
備の準備、大規模なイベントや学会等の受入れといった施設の利用に関す
る仕事をしています。職務内容は幅広く、時には変わった仕事をすること
もあります。
　その一つに虫の捕獲・駆除があります。今からの時期は寒くなってくる
ので、クサイあいつらが県民会館に侵入してきます。そう、みなさんご存

じのカメムシです。寒さをしのぐ為に県民会館に侵入し、来館者に悪臭でダメージを与えてきます。
　ある年の冬、県庁側の自動ドア付近に数匹侵入していました。自動ドアに挟まり、人が通るたびに悪臭を放ち、
その臭いで通行する人のほとんどが顔をしかめていました。そんな悪臭に立ち向かいな
がら細い棒を使ってカメムシと格闘すること約10分、追い出すことに成功しました。
代償として右手の人差し指と中指が２～３日ほど臭いが取れなくなってしまいました…。
　そんな変わった仕事もする中、利用者と受付で接したり、利用相談を受けたり、利
用者とのコミュニケーションをとるたびに利用される方々の笑顔を見ると、「みなさ
んに気持ちよく利用してもらえてよかった」なんて思ったりします。日々変化の少な
い業務が多い部署ですが、今は「いつも通り」の大切さを強く感じています。これか
らも誰かの役に立てていることを秘かに思いながら、仕事に励んでいこうと思います。

（K.M）

雲南市を拠点に、全国でも活動する劇団ハタチ族の代表・西藤将人さんの島
根ワンマンツアーが、10月に県内10地域11会場で開催されました。
島根県民会館では「県内アーティスト発信公演」として会館舞台スタッフが
サポート。
作品の世界観を大ホールの舞台上でどう表現するか。西藤さんの思いもよら
ぬ発想に会館の舞台機構を知り尽くした舞台スタッフが呼応して、
濃密で大胆な作品世界が構築されました。
ご来場いただいたお客さまには、
限られた人数だからこそ体験で
きたぜいたくな時間。
もしかして、世界初チャレン
ジの作品が生まれた瞬間に
立ち会えた！？

劇団ハタチ族　西藤将人　島根ワンマンツアー2020

「one person play」

島根県民会館クリスマスイルミネーション   
和紙 de クリスマス ※12/14（月）は休館日のため点灯しません。

※発熱や体調がすぐれない方のご参加はご遠慮ください。その他、感染症対策へのご協力をお願いします。
　また、今後の感染状況等により、急遽中止となる場合がございます。

◎会　場：島根県民会館 共用ロビー
◎料　金：入場無料
◎問合せ：島根県民会館 施設利用課
　　　　　☎ 0852-22-5507

“1日かぎり”のライトアップ 点灯式
オトナのJAZZ de クリスマス
～斉藤 潔（ウッドベース）＆足塚正治（ギター）Duo Live～

まもなくやってくる12月といえば！クリスマス★

今年の島根県民会館のクリスマスイルミネーションはちょっと趣をかえて―。

松江市八雲町に伝わる「出雲民藝紙」。原料の持ち味を生かした独特の風合いの

出雲民藝紙を使い様々な作品を制作するアーティスト〈「紙々ノあそび」 門脇志保〉

による“ハコライトツリ―”が吹き抜けの共用ロビーに登場します。

やわらかい和の趣の灯りで、ご来館の皆さんがちょっとほっこりできますように。

02
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関連企画 12/12［土］ 
17:00～17:30
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ピアノ・歌島昌智 ダンス・Dance Studio A★STEP

新型コロナウイルス感染症の影響で、世界中のコンサートや演
劇公演など芸術イベントが姿を消しました。アーティストや芸術
団体は活動の場・表現の場を失い、困難な日常を送りながらも
WEB配信の中に新たな表現の場を見出しました。
島根県は、県内で活動するアーティストや芸術・文化団体のため
に新たな表現の場を提供！！県内５会場（島根県民会館、雲南市
加茂文化ホール ラメール、大田市民会館、石央文化ホール、島
根県芸術文化センター「グラントワ」）、無観客のホールでそれ
ぞれのパフォーマンスを発表してもらい、その様子を収録した動
画を配信する特別サイトをオープンしました！

県内文化芸術団体発表支援事業

「SHIMANE ARTIST STAGE」
特別サイト「SHIMANE ARTIST STAGE」

⇒　https://artist-stage.org/
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島根県民会館
ホームページはこちらから

Facebook
やってます！

島根県民会館情報誌【シマカル】vol.2 島根県民会館
公益財団法人 しまね文化振興財団

島根県民会館オンラインチケット「シマチケ」

掲載内容は2020年11月1日現在の内容です。新型コロナウイルス感染症の影響等で、延期・中止となる場合がございます。予めご了承ください。
「シマチケ」マークのある公演は島根県民会館オンラインチケット「シマチケ」で購入できます。

映像と生演奏による 島根「第九」をうたう会 特別コンサート
●会場／島根県民会館 中ホール ●料金／【全席自由】一般2,000、高校生
以下1,000、未就学児入場不可 ●問合せ／菊池 TEL.090-4694-9389

12/6［日］ 開演14:00（開場13:30）

山下洋輔クリスマス スペシャル・ジャズ・ライブ
●会場／島根県民会館 大ホール 
●料金／【全席指定】〈前売〉5,000〈当日〉5,500〈U-25チケット〉3,000
未就学児入場不可 
●問合せ／島根県民会館チケットコーナー TEL.0852-22-5556

12/9［水］ 開演19:00（開場18:15）

三回目の立川志らく独演会in松江
●会場／島根県民会館 中ホール 
●料金／【全席指定】〈前売〉3,800〈当日〉4,300
●問合せ／立川企画 TEL.03-6452-5901

12/11［金］ 開演19:00（開場18:30）

冬銀河コンサート
●会場／興雲閣 ●料金／【全席自由】〈前売〉5,000〈当日〉5,500 
●問合せ／喫茶MG TEL.0852-24-2099

12/19［土］ 開演17:00（開場16:00）

劇団風の子九州 
このゆびと～まれ！
●会場／島根県民会館 大ホール
●料金／【全席自由】〈前売〉一般
2,600、18歳以下1,800〈当日〉 一
般 3,000、18歳以下 2,000、3歳
以下無料（座席が必要な場合は有
料）　●定員／450人 
●問合せ／島根県民会館チケット
コーナー TEL.0852-22-5556

12/5［土］ 
開演15:00（開場14:15）

TICKET  IN FORMAT ION
チケット情報

WEB会員 登録手数料無料！　＊島根県民会館主催の文化事業のチケットの購入、先行予約がWEB上でできます！
（先行予約は枚数制限があります。また、先行予約を行わない公演もあります。）

入会は随時受付中！　島根県民会館オンラインチケット「シマチケ」にアクセスして、「会員登録／入会」へお進みください。
「シマチケ」は
　こちらから➡
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セコム山陰 ホームセキュリティ●簡単！資料請求はこちら

通話料無料

●詳しいお問い合わせは 〈受付〉24時間365日

0120-756-312

もしものときも、安心。
月額2,200円（税別）
から気軽にはじめられる
見守りサービス。

こんな方に
おすすめ！

※別途、加入料金10,000円（税別）と
　都度かかる料金が発生します。

お気軽にお電話ください！

救急通報 安否見守り 防  犯

セコム
みまもりホン
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