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ミュージシャンとレコーディングスタジオは密接な関係にある。
そこには音楽を通した人と人とのコミュニケーションがあり、
もの作りの醍醐味がある。本作は、「CITY-POP」の総本山と
して近年再注目を集めているレコーディングスタジオ・音響ハ
ウスが歩んだ45年の歳月と、日本の音楽史に与えた影響を
俯瞰する。さらに、佐橋佳幸と飯尾芳史が発起人となり、大貫
妙子、葉加瀬太郎、井上鑑、高橋幸宏らゆかりのミュージシャ
ンによるコラボ新曲「Melody-Go-Round」のレコーディング
にも密着。（2019年/日本/99分/製作 音響ハウス/配給 太秦）

ギタリスト、プロデューサー。1983年「エピック・ソニー」よりデビュー。セッション
ギタリストとして数えきれないほどのレコーディング、コンサートツアーに参加。

［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、およびＨＰ、公演チラシ等をご確認ください］

©2019 株式会社 音響ハウス

8/14［土］

●会場／島根県民会館 中ホール
●料金／全席自由・税込 
　　　　一般1,500円、学生（小学生以上25歳以下）1,000円
　　　　未就学児無料

14：00開演（13：15開場）※1回上映

※特別イベントのため、通常の名画劇場チケットは招待券を含めご利用いただけません

日本初！
名曲を生むレコーディングスタジオの
秘密に迫るドキュメンタリー！

松江観光協会観光プロデューサーの
羽田昭彦氏（週刊文春元副編集長）が主宰する
トークライヴ「くるま座」と初のコラボレーション企画。
映画上映に加えて、出演アーティストがここ松江の地で
豪華トークセッション！

14：00～15：40 映画上映　
15：50～17：00 トークセッション「奇跡の音が降る場所とは」

佐橋佳幸

レコーディングエンジニア、プロデューサー。オフィス・インテンツィオ所属。
1979年「アルファレコード」に入社。Yellow Magic Orchestra等「YEN
レーベル」全般のレコーディングに関わる。その後、フリーランスになるとイ
ギリスでプロデュースワークも学んだ。

飯尾芳史

株式会社音響ハウス代表取締役社長。本作のエグゼクティブプロデュー
サーを務める。島根県松江市生まれ。島根県立松江北高等学校卒業。

高根護康

『音響ハウス Melody‒Go‒Round』
くるま座×名画劇場

ゲスト
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新型コロナウイルス感染症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。
■会場での対応　　　・公演内容により、客席は人数制限を設ける場合があります。
 　　　　　　　　　　・客席等の抗ウイルス・抗菌コーティング加工を行っています。　・ブランケット貸出･託児サービスは休止いたします。
 　　　　　　　　　　・車椅子スペース、磁気ループ補聴器対応エリアをご希望の方は島根県民会館までお問い合わせください。
■お客様へのお願い　・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。入場時の検温で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。
 　　　　　　　　　　・チケット購入時および入場時にお客様の氏名･連絡先等をお伺いします。保健所等からの要請があった場合に情報提供を行うことがあります。
お問い合わせ／島根県民会館チケットコーナー　ＴＥＬ.0852-22-5556（10～18時／8・9月の休館日：8/10（火）、26（木）27（金）、9/7（火）～10（金）、13（月）、27（月））

総合演出･長谷川達也（ダンスカンパニーDAZZLE主宰）のもと、国籍、文化、障がいの有無を
問わない多様なダンサーが共創したDANCE DRAMA「Breakthrough Journey」（2021
年1月30・31日公演）。
島根からは昨年7月のオーディションを経て、当時小学生から高校生4人のダンサーが出演。
魅力的なストーリーと、これまでの常識を打ち破るダンスパフォーマンスはいかにして生まれ
たのか。公演映像の上映とともに、演出家･出演者がオーディションから公演までのメイキング
を語ります。

劇団四季のレパートリーより、おなじみの海外ミュージカルから、オ
リジナル／ファミリーミュージカルのナンバーまで、名曲の数々を
再構成。多彩なダンスはもちろん、ストレートプレイの台詞朗誦も交
えてお届けします。劇団四季が持てる力のすべてをつくして、歌っ
て踊って語る圧巻のエンターテインメント。どうぞご期待ください。

Pick  Up  E v e n tイベント情報

掲載内容は2021年7月1日現在の内容です。今後の状況により、
急遽公演内容を変更、中止する場合がございますので予めご了承ください。島根県民会館 主催公演に関するご案内（※2～4ページ掲載の公演）

ご来場の皆さまに
舞台公演プログラムを
プレゼント！

8/15［日］
●会場／島根県民会館 大ホール　●料金／全席指定・税込 8,800円
●問合せ／キャンディープロモーション岡山 
　　　　　TEL.086-221-8151（平日11：00～15：00）

※３歳以上有料

出　演：桂南光、桂米紫、桂佐ん吉、桂そうば
ゲスト：桂ざこば

17：00開演
（16：30開場）

エフエム山陰開局35周年記念

舞台写真撮影：冨田了平

撮影：荒井健

KIKKAWA KOJI LIVE TOUR 2021 
BELLING CAT

劇団四季 The Bridge ～歌の架け橋～

8/28［土］
●会場／島根県民会館 大ホール ●料金／入場無料 ●定員／100人（要申込／申込多数の場合抽選） ●申込締切／8月1日（日）必着
●問合せ・申込先／国際障害者交流センター ビッグ・アイ　TEL.072-290-0962  FAX.072-290-0972
　　　　　　　　　Eメール：dancedrama@big-i.jp　Webサイト：https://www.big-i.jp/

13：30～16：00終了予定（13：00開場）

8/30［月］
●料金／全席指定・税込 Ｓ席9,900円、Ａ席7,700円、Ｂ席5,500円、Ｃ席3,300円
●会場／島根県民会館 大ホール

18：30開演
（17：45開場）

DANCE DRAMA
「Breakthrough Journey」
舞台公演上映会＆トークセッション in 島根

～劇団四季の「舞台への祈り」を名曲にのせて贈る華やかな新作ショウ～

圧倒的な歌唱力、刻まれる言葉、
迫力のダンス、劇団四季をいいとこ取り！

吉川晃司 BLOODY BLACK TOUR振替公演決定！

■トークセッション
＜出演＞長谷川達也（ダンスカンパニーDAZZLE主宰／
　　　　　　　　　　   ダンサー･演出家･振付家）
　　　　田畑　真希（振付家･ダンサー）
　　　　安達　恭吾（ダンサー）
■鑑賞支援
トークセッション 字幕付･手話通訳（要申込）
舞台公演上映会　字幕付･音声ガイド対応

申込〆切間近！

※3歳以上有料・2歳以下入場不可

［上記の公演情報にあわせ、Ｐ3：島根県民会館 主催公演に関するご案内、および公演チラシ、島根県民会館HPにて詳細をご確認ください］

7/31［土］
チケット一般発売
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S i n c e 1 9 7 2
島根県民会館

天国にちがいない

映画監督であるエリア・スレイマンは、新作映画の企画を売り込むため、そして新たなる故郷を

探すため、ナザレからパリ、ニューヨークへと旅をする。しかし、訪れた街では様々な喜劇が巻き

起こり、何かがいつも彼に故郷を思い起こさせる。ひとりの男の極私的な旅路を通して、パレス

チナへの愛と苦悩、そして世界の混迷と人間の愛おしさを気品あふれる映像美で描く。

第 72回カンヌ国際映画祭 特別賞・国際映画批評家連盟賞 W受賞。
（2019年/フランス・カタール・ドイツ・カナダ・トルコ・パレスチナ/ 102分）

アイロニーに満ちたユーモアと、
詩情豊かなイマジネーションで贈る珠玉のコメディー
監督： エリア・スレイマン
出演：エリア・スレイマン、ガエル・ガルシア・ベルナル　ほか

9/11［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・託児サービスは休止中です。

お問い合わせ　島根県民会館チケットコーナー　TEL.0852-22-5556

9月「天国にちがいない」の
ページはこちら↓↓↓

公演情報

©2019 RECTANGLE PRODUCTIONS - PALLAS FILM -
 POSSIBLES MEDIA II - ZEYNO FILM - ZDF -

 TURKISH RADIO TELEVISION CORPORATION

定　員 510人（事前申込受付中）

演目紹介

島根県民会館では、２０２３年２月に県民参加型の創造事業として

上演を予定するオペラ『ラ・ボエーム』の制作をスタートしました。

メインキャストに島根県出身の声楽家・金山京介さんと田中俊太郎

さんを迎え、若者たちの友情と恋愛をロマンティックな音楽で彩る

プッチーニの傑作を、島根の皆さんと共に演奏します。

公演までの間、随時情報を公開していきます。ぜひご期待ください！

舞台は 19 世紀のパリ。詩人ロドルフォや画家マルチェッロた
ちの貧しくも夢への希望を抱いた暮らしぶりと、ロドルフォと
お針子ミミの純愛を、この上なくロマンティックな旋律で彩っ
た青春物語。1896年、イタリア・ミラノにて初演。『蝶々夫人』
などと並び、プッチーニの代表作として絶大な人気を誇る。
昨年の NHK 連続テレビ小説「エール」の劇中劇として使用
され、広く注目を集めた。

※事前申込または当日窓口にて来場者氏名・連絡先を
お伺いしております。
　事前申込方法・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。

しまね県民オペラ2023  制作決定！

オペラ『ラ・ボエーム』

●会　場／島根県民会館 大ホール
●総合プロデュース・演出／高島 勲　　
●指　揮／水戸 博之
●オーケストラ／山陰フィルハーモニー管弦楽団
●合唱団／公募による市民合唱団、松江プラバ少年少女合唱隊
●キャスト／金山 京介（ロドルフォ役）、田中 俊太郎（マルチェッロ役）、
　その他、2021年10月30日（土）のオーデイションにて決定
※キャストオーディション募集要項は当館HPをご確認ください。
※合唱メンバーの公募は2022年春に開始予定です。

（G. プッチーニ作曲／全四幕・イタリア原語上演・日本語字幕付）

2023年 2/25［土］・26［日］

高島勲（総合プロデュース・演出） 水戸博之（指揮） 金山京介（ロドルフォ役） 田中俊太郎（マルチェッロ役）
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14：00開演（13：30開場）8/29［日］

“ライブへのエール。ライブからのエール。”
昨年、日本全国で開催され話題となった「JAPAN LIVE YELL project」が今年も開催されます。
島根県民会館と県内各ホールが連携して様々なジャンルの公演（ライブ）プログラムを実施します。
お近くの公演にぜひお出かけください！

●料金／全席自由・税込 一般3,000円、学生1,500円（当日各500円増）
※学生は大学生以下が対象。当日入場時に学生証等の提示が必要　※3歳未満入場不可

●会場／アルテピア（安来市飯島町）

●問合せ／アルテピア　TEL.0854-21-0101

開演18:30（開場18:00）

掲載内容は2021年7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。
詳細については各問合せ先までお問い合わせください。料金は税込です。

S 県内イベント情報

HAGANE MUSIC2021 第一弾

PAN NOTE MAGIC（パンノートマジック）

14：00開演（13：30開場）9/26［日］
●会場／大田市民会館（大田市大田町）　
●料金／全席指定・税込 一般3,500円、高校生以下1,500円
●問合せ／大田市民会館 TEL.0854-82-0938

新垣隆の音楽室

活動弁士と素晴らしき話芸の世界　
名画をいろどる話芸と音楽Vol.9　
―夢声と非水の時代―

8/21［土］ 

●会場／グラントワ 
●料金／【全席指定】一般2,000、大学生以下1,500
　　　　（当日各500増）※未就学児入場不可
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

8/22［日］ 開演14:00（開場13:30）

●会場／グラントワ 
●料金／【全席指定】一般2,000、大学生以下1,500
　　　　（当日各500増）※未就学児入場不可
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

活動弁士と素晴らしき話芸の世界　
活弁と日本三大話芸　落語×講談×浪曲

9/26［日］ 開演14：00（開場13：30）

●会場／プラバホール
●料金／【全席指定】一般 6,000、学生 3,000
　　　　　　　　　※未就学児入場不可
●問合せ／プラバチケットコーナー　TEL.0852-27-6400

オーケストラ･アンサンブル金沢 松江公演

8/29［日］  開演15：00（開場14：15）

●会場／グラントワ
●料金／【全席指定】5,800
　※３歳以上有料。３歳未満は保護者１人につき１人まで
　　膝上鑑賞無料(座席が必要な場合は有料)
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

水谷千重子 
ありがとうコンサート2021 in 島根

9/11［土］  開演17：00（開場16：00）

●会場／グラントワ 
●料金／【全席指定】8,800
　※4歳以上有料。3歳以下は保護者1人に
　　つき1人まで膝上鑑賞無料
　　（座席が必要な場合は有料) 
●問合せ／グラントワ
　　　　　TEL.0856-31-1860

森高千里「この街」TOUR 2020-22

9/12［日］ 開演14：00（開場13：30）

●会場／プラバホール 
●料金／【全席指定】〈S席〉一般4,000、学生2,000
　　　　〈A席〉一般3,600、学生1,800〈B席〉一般2,000、学生1,000
　　　　〈C席〉一般1,600、学生800　※未就学児入場不可
●問合せ／プラバチケットコーナー TEL.0852-27-6400

木嶋真優ヴァイオリン・リサイタル8/28［土］ 開演11:30（開場11:00）

●会場／グラントワ 
●料金／【全席指定】4,300（当日 500増）
　　　　※３歳以上有料、３歳未満入場不可
●問合せ／グッドラック・プロモーション　TEL.086-214-3777

爆笑！！お笑いフェスｉｎ島根（グラントワ）

8/28［土］ 開演15:00（開場14:30）

●会場／石央文化ホール 
●料金／【全席指定】4,300（当日 500増）
　　　　※３歳以上有料、３歳未満入場不可
●問合せ／グッドラック・プロモーション　TEL.086-214-3777

爆笑！！お笑いフェスｉｎ島根（石央）

新垣 隆 柿迫 秀 吉田知明

≪出　演≫新垣　隆（ピアノ、作曲）
≪ゲスト≫柿迫　秀（テノール）
≪ナビゲーター≫吉田知明（テノール）

　※未就学児入場不可
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Even t  C a l e n d a r
島根県民会館  イベントカレンダー

島根県民会館　　　
　　　あれこれ…②

～ちょこっとガイド～

Wi-Fi

会議室などの貸施設をお借りいただく場合にご利用いただける
Wi-Fiを整備しました！

Wi-Fi サービスの利用に際し、接続回線の切断や遅延によって発生した利用者様の損害に
ついて、当館では一切の責任を負いません。
その他、注意事項がございますので、ご利用当日にご確認ください。

Wi-Fi利用をご検討されている方は、まずはお気軽にお問い合わせください♪Wi-Fi利用をご検討されている方は、まずはお気軽にお問い合わせください♪

■申込方法：電話にてWi-Fi 利用内容をお伝えの上、申込（申請書不要）
■利 用 料：無料　　
■利用事例：ZOOM会議、動画閲覧 等

※接続機器へのWi-Fi 設定や配信等の機材セッティング等は
　ご利用者様にて行っていただきます。

貸施設の鍵の貸出時に
写真の「利用ガイド」を
お渡ししてパスワード等
をお伝えします。

6

※ 2021 年 7 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　（税　込） お問い合わせ先

9（月） 開場12：40
開演13：00 中ホール ミュージックフェスティバル 入場無料 かどわき音楽教室

090-4808-1935

14（土） 開場13：15
開演14：00 中ホール くるま座×名画劇場

「音響ハウス Melody-Go-Round」　▶詳しくは p2 へ 一般 1,500 円、学生 1,000 円 島根県民会館チケットコーナー
0852-22-5556

15（日） 開場16：30
開演17：00 大ホール KIKKAWA KOJI LIVE TOUR 2021 BELLING CAT

▶詳しくは p3 へ 8,800 円 キャンディープロモーション岡山
086-221-8151

25
～

31

（水）

（火）
展示

ホール
松江写真作家協会 第21回写真展 〈25日〉13:00～17:00 

〈28～30日〉 9:10～17:00 〈31日〉9:10～16:00 入場無料 松江写真作家協会
090-9060-9434

28（土）

開場13：00
開演13：30 大ホール DANCE DRAMA「Breakthrough Journey」

舞台公演上映会＆トークセッション in 島根　▶詳しくは p3 へ 入場無料（要申込） ビッグ・アイ
072-290-0962

開場  9：45
開演10：00

第１多目的
ホール

人形劇団ののはな
ウレタン人形づくりワークショップ 有料（要問合せ） おやこ劇場松江センター

0852-22-4397

30（月） 開場17：45
開演18：30 大ホール 劇団四季 The Bridge ～歌の架け橋～　▶詳しくは p3 へ S 席 9,900 円、A 席 7,700 円

B 席 5,500 円、C 席 3,300 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　（税　込） お問い合わせ先

2（木） 開場 18:00
開演 18:30 大ホール KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2021 

 “202020 ＆ 55 STONES” 6,900 円 夢番地
086-231-3531

4（土）

①開場 10:30
　開演 11:00
②開場 14:30
　開演 15:00

大ホール 高橋泰臣ダイエット成功記念コンサート 2,000 円
高橋泰臣ダイエット成功
記念コンサート実行委員会
090-9411-7045

11（土）

開場 16:00
開演 17:00 大ホール 浦島坂田船 SUMMER TOUR 2021 6,000 円 夢番地

086-231-3531

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「天国にちがいない」　
▶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

12（日） 開場 13:30
開演 14:30 大ホール 漫才の DENDO　全国ツアー in 島根 Ｓ席 4,800 円、Ａ席 4,300 円 山陰中央新報社

0852-32-3415

20（月） 開場 15:00
開演 16:00 大ホール 小柳ゆき LOST ANNIVERSARY TOUR 

～ SPHERE 球宇宙 2021～
〈前売〉 7,000 円〈当日〉 7,500 円
〈特典付きチケット〉10,000 円

TSK さんいん中央テレビ
0852-20-8888

24（金） 開場 17:30
開演 18:30 大ホール ピアノ・バトル JAPAN TOUR 2021 Ｓ席 5,500 円、Ａ席 4,500 円 サンライズプロモーション東京

0570-00-3337

26（日） 開場 13:30
開演 14:00 大ホール 市川海老蔵　秋の特別公演 「古典への誘い」 1 等席 12,000 円

2 等席 9,000 円
TSK さんいん中央テレビ
0852-20-8888

29（水）

①開場 13:15
　開演 14:00
②開場 17:15
　開演 18:00

中ホール EXO FILMLIVE JAPAN TOUR 
-EXO PLANET 2021- 4,000 円 キャンディープロモーション岡山

086-221-8151

8月

9月

August

September
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C
O
LU
M
N

令和３年６月に登録有形文化財（建造物）に登録されました。

こ
れ
か
ら
の
日
々

　私が島根県民会館に就職したのは今年の4月のことで、
県民会館について日々新たな発見をしながら働いてい
ます。新たな職場である県民会館に通勤をするように
なって数ヶ月ですが、歩いて通勤しているので行き帰
りとそれぞれの時間帯にその様子を観察しながら歩い
ています。
　島根県民会館の特徴的な外観は、コンクリートとガ
ラスで構成されています。打ち放しのコンクリートに
はよく見ると木目が浮き出ていて、無機質な質感の中
にどこか温かみを感じる見た目をしています。所々レ
ンガが見える点も個人的なお気に入りのポイントです。
また大きなガラスには反射加工が施されていて、昼間
は鏡のように付近の景色や人々の姿を映し出していま
す。一方で暗い時間帯には、館内の明かりが窓から漏
れ出し、ほんのりと明るい幻想的な雰囲気を醸し出し
ます。建築素人ではありますが、周りの景色と調和し
ながらも存在感のある佇まいに美しさを感じます。
　ちなみに働きだしてからの発見ですが、この美しい
ガラスにはひとつ注意点があります。前記の通り反射
加工が施されているので、明るい時間には建物の外か

ら中の様子は見えづらいですが、中から外は丸見えです。
私自身、採用試験を受ける際にはガラスを見て、身だし
なみを確認しながら入り口をくぐった覚えがあります。
あの時ガラスの向こう側に誰もいなかったようにと願っ
ています。
　そんな島根県民会館ですが、今年で竣工から53年目
を迎えたそうです。誕生から半世紀を超えて、耐震補強
を施しながらも設備改修が十分ではない部分もあります。
そのため来館いただく方々にはご迷惑をお掛けする場面
もあると推察いたします。しかしこの美しい建物を眺め、
50年間の日々を想像すると、島根県民会館は地域の文
化・コミュニティを象徴する一つのシンボルなのだと感
じます。来館者の方々とご一緒に島根県民会館の日々を
積み重ねてい
くためのお手
伝いが出来れ
ばと思ってい
ます。

（T･K）

　昨年11月に島根県民会館で開催した「しまね伝統芸能祭クロージング公演」で
は多種類のマイクを用いて音響環境を整えました。そこで、免許を必要とする
ワイヤレスマイクの電波がお互い邪魔をしないよう調整する機関「一般社団法人 
特定ラジオマイク運用調整機構」が技術者を表彰する制度である「特ラ機構技術
賞」にこの公演の音響について応募したところ、「金賞」と大賞である「八幡賞」
をいただくことができました。
　島根が誇る伝統芸能と現代芸術のコラボなど、舞台芸術としての作品性とスタッ
フの技術力の高さを評価していただきました。
　島根県民会館では過去に２度受賞していますが、金賞及び八幡賞は今回初と
なりました。ひとえに、出演者、関係者のみなさまのおかげと感じています。
　これを励みに島根の文化芸術の振興に尽力してまいりたいと思います。

「特ラ機構技術賞」金賞・八幡賞受賞しました

06

報 告

　2021年 1月に予定しておりました「映像×ダンス公演『或る椅
子の、つぶやき』」公演は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響
で延期となっておりましたが、去る7月3日に念願の振替公演を行
いました。
　目の見えない見えにくい人と振付家・ダンサーの田畑真希さんが
出会ってはじまったプロジェクトは
６年目を迎えました。６月末から約
１週間のクリエーションを経て発表
した今回の公演は、新型コロナウ
イルス感染症の影響で人が触れ合
うことが難しい中の開催のため、
接触を減らす工夫を魅力的な演出
に昇華させたり、参加がかなわな
かったメンバーは映像で出演するな
ど、コロナ禍ならではの演出となり

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」報 告

ました。映像と生の舞台とのコラボレーション、障がいの有無や年
齢、ダンス経験など様々なダンサーの自由な身体表現、ミュージシャ
ンの声色・音色の多様さが響きあう作品ができあがりました。今こ
の時に、予想以上に多くのお客様とその時間を共に過ごすことがで
き感謝しております。これからの活動にもぜひご期待ください☆
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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.6 島根県民会館
公益財団法人 しまね文化振興財団

掲載内容は2021年7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。
料金は税込です。「シマチケ」マークのある公演はオンラインチケット「シマチケ」で購入できます。
掲載内容のほかにも取扱チケットがございます。詳しくは島根県民会館HPをご覧ください。

ピアノ・バトル JAPAN TOUR 2021
●会場／島根県民会館 大ホール
●料金／【全席指定】〈S席〉5,500〈A席〉4,500 ※未就学児入場不可
●問合せ／サンライズプロモーション東京 TEL.0570-00-3337

9/24［金］ 開演18：30（開場17：30）

第8回 地球のステージinいずも
●会場／平田文化館 
●料金／【全席自由】〈前売〉1,000〈当日〉1,500、高校生以下無料
●問合せ／地球のステージ応援団いずも TEL.090-3637-6214

8/28［土］ 開演13：30（開場13：00）

山陰フィルジュニアオーケストラ第33回定期演奏会
●会場／プラバホール　●料金／【全席自由】入場料500
●問合せ／山陰フィルジュニアオーケストラ TEL.080-6343-6465

8/29［日］ 開演14：00（開場13：30）

Tチケット情報

小柳ゆき LOST ANNIVERSARY TOUR 
～SPHERE 球宇宙 2021～
●会場／島根県民会館 大ホール 
●料金／【全席指定】〈前売〉7,000
〈特典付チケット〉10,000（数量限定）
〈当日〉7,500 ※3歳以上有料（3歳未満で
もお席が必要な場合は有料） 
●問合せ／ＴSKさんいん中央テレビ TEL.0852-20-8888

9/20［月・祝］ 開演16:00（開場15:00）

漫才のDENDO 全国ツアー in 島根
●会場／島根県民会館 大ホール ●料金／【全席指定】〈S席〉4,800〈A席〉
4,300 ※5歳以上チケット必要。 4歳以下は保護者1人につき1人まで膝上観覧可。
●問合せ／山陰中央新報社 TEL.0852-32-3415

9/12［日］ 開演14：30（開場13：30）

佐陀神能
●料金／【全席自由】〈前売〉一般800〈当日〉一般1,000、学生500 
●問合せ／アルテピア TEL.0854-21-0101

9/5［日］ 開演14：00（開場13：30）

HAGANE MUSIC 2021 第一弾 
PAN NOTE MAGIC（パンノートマジック） ▶詳しくはp5へ
●会場／アルテピア ●料金／【全席自由】〈前売〉一般3,000、学生1,500
〈当日〉一般3,500、学生2,000 ※3歳未満入場不可 
●問合せ／アルテピア TEL.0854-21-0101

8/29［日］ 開演14：00（開場13：30）

劇団四季
The Bridge ～歌の架け橋～ ▶詳しくはp3へ
●会場／島根県民会館 大ホール ●料金／【全席指定】〈S席〉9,900〈A席〉
7,700〈B席〉5,500〈C席〉3,300 ※3歳以上有料。2歳以下入場不可。
●問合せ／島根県民会館チケットコーナー TEL.0852-22-5556

8/30［月］ 開演18:30(開場17:45）

市川海老蔵 「秋の特別公演 古典への誘い」
●会場／島根県民会館 大ホール
●料金／【全席指定】〈一等席〉12,000〈二等席〉9,000 
※未就学児入場不可　
●問合せ／TSKさんいん中央テレビ TEL.0852-20-8888

9/26［日］ 開演14：00（開場13：30）

島津亜矢　歌怪獣襲来ツアー2021
●会場／島根県民会館 大ホール
●料金／【全席指定】〈S席〉7,150〈A席〉5,500（当日指定） 
　※未就学児入場不可 
●問合せ／清水芸能企画 TEL.082-292-0080

10/23［土］ 
①開演13：00（開場12：30） ②開演17：00（開場16：30）

7/31
発売

7/24
発売

8/28
発売

島根県民会館オンラインチケット「シマチケ」

島根県民会館　臨時休館のお知らせ
臨時休館期間／

臨時休館中の施設予約受付、チケット予約等の業務については、電話対応のみ行います

2021年9月7日(火)～10日(金)

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➡

  9:00～18:00／TEL.0852-22-5506／施設利用課施設の予約受付

  9:00～18:00／TEL.0852-22-5510／施設利用課舞台技術振興グループ舞台技術相談

10:00～18:00／TEL.0852-22-5556／チケットコーナーチケット予約など

島根県民会館チケットコーナーにて取扱のチケットの一部です。

I CKET  IN FORMAT ION

●会場／アルテピア 

宝くじまちの音楽会 南こうせつ
withウー・ファン 心のうたコンサート
●会場／アスパル ●料金／【全席指定】〈前売〉
2,000〈当日〉2,500 ※未就学児入場不可 ※宝く
じ助成による特別料金 ※島根県在住者限定
●問合せ／アスパル TEL.0854-45-9222　

10/28［木］ 開演19：00（開場18：15）

平素より、島根県民会館をご利用いただきまことにありがとう
ございます。消防設備更新工事のため、右記期間について臨時休
館いたします。ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力のほど
よろしくお願いします。


