
地元アーティストやパフォーマーが集結！

島根県民会館が子どもと楽しめる

アートであふれます♪

島根県民会館情報誌 【シマカル】 
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開演10：30（開場9：45）

島根県民会館 中ホール

10/23［日］ 

アート縁日やまったりお買い物横町、
テイクアウトコーナーもあるよ！

10/23［日］
●入場無料（定員あり／要事前申込）
●問合せ／島根県民会館 文化事業課
　　　　　TEL.0852-22-5502

●料金／全席自由・税込 ※3歳以下膝上鑑賞無料（座席が必要な場合有料）

●問合せ／おやこ劇場松江センター　TEL.0852-22-4937

13：00～15：30

〈前売〉一般2,600円、18歳以下1,300円
〈当日〉一般3,000円、18歳以下1,500円

音と空間のジャグリング
空転軌道with 桐山ショウゴ

島根県民会館・NPO法人おやこ劇場松江センター連携公演

島根県民会館が子どもと楽しめるアートであふれます♪
ガムランや弦楽器の音色を間近で聴いたり、アートな
工作や遊び、読み聞かせ、ジャグリングのワークショップ
など盛りだくさん！

世界各地のフェスティバルで活躍するジャグリング創作集団
による、美しさと爽快感を追求した感動のパフォーマンス！

島根県民会館 大ホール ほか

～    は事前申込が必要です。

(①～④の数字は申込時に選択する際の番号です)

NPO法人おやこ劇場松江センターNPO法人おやこ劇場松江センター
「空転軌道」ジャグリングワークショップ

キッズランド（島根県立大学短期大学部保育学科）

　ゲーム(ハロウィンボーリング等)と
　　製作(紙コップロケット等)の7つの遊び

山陰フィル弦楽アンサンブル①③
しまねガムラン ②④

プラバーフット(ヴォーカルユニット)

たのしい楽団① 
　障がいのある子どもたちが生みだす
　　おもしろおかしな音楽体験ワークショップ
オルガン･ピクニック② 
　懐かしい足踏みオルガンの演奏&試奏体験

わくわくドキドキに飛び込もう！①②

親子リズムサークル(新日本婦人の会)　
　ハロウィンバッグ作り
NPO法人もりふれ倶楽部
　木切れ･木の実でなんでもアート
松江友の会
　おさんぽカメさん＆パクパク人形つくり
島根県立美術館
　北斎コレクションワークショップ
　　　　　　　　オリジナルチャーム作り

わっくわく！子どもワークスペース①～④

ほかにも

9/15（木）
正午
受付開始

定員に達し次第受付終了詳細・お申し込み・
お問い合わせはこちら▲

主催：「子どもアートDay」実行委員会
共催：（公財）しまね文化振興財団

8/27［土］
チケット一般発売
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■会場での対応　　　・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します。
■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、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〈10:00～18:00／休館日：第２・第４月曜日〉

掲載内容は2022年8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、6ページ掲載の公演）

観覧無料

本公演のごあんない

こちらで
配布

します！

3

舞台技術に関する体験型安全研修会を開催します。実際に特殊
効果機器を見て、触り、火災の原因となる可能性のある照明機器
と幕類について燃焼実験も行う予定です。舞台技術者による座談
会も必聴です。

韓国伝統武術であるテコンドーやテッキョンなどをベースに
アクションとダンス、難易度の高いアクロバットが魅力の
JUMP。セリフのないノンバーバルパフォーマンスのため誰も
が楽しめるうえ、息をつく暇もないほどのスリルと興奮、笑いが
絶えないコメディータッチのエンターテインメントショーです。
個性あふれる武術の達人一家に、秘密のある若い男や
泥棒が加わって繰り広げられる奇想天外のストーリーを
お楽しみください！

衣裳ワークショップで製作した衣裳でファッションショーを行います♪
2月の本公演に先駆けて本番で使用される衣裳が間近でご覧いただけます。
皆様から頂いた古着が衣裳となって登場するかも…！？
オペラの世界を体験しにぜひお立ち寄りください！

Pick  Up  E v e n tイベント情報

ステージテクニカルアカデミー２０２２
島根県舞台技術研修会

オペラ衣裳
ファッションショー

2022ＪＵＭＰ島根公演

9/29［木］

14：00～14：30（予定）

16：30開演（15：30開場）

9/11［日］
●会場／島根県民会館 大ホール
2023年 2/25［土］・26［日］

韓国武術をベースにした
迫力のアクロバット・パフォーマンス！

●「火気イベントの危険性」10:00～12:00
　講師：松永猛裕（産業技術研究所 安全科学研究部門 招聘研究員）

●「舞台特殊効果機器について」13:00～15:30
　講師：小峰　聖（有限会社酸京クラウド代表取締役）

●座談会／テーマ「舞台の温故知新」15:45～17:00
　［ゲストスピーカー］
　   林 明弘（大田市民会館 館長）
　   上代啓司（島根県民会館 OB）
　   勝部保行（元出雲文化企画代表取締役）
　   ほか 若手舞台技術者が登壇

しまね県民オペラ2023『ラ･ボエーム』
（G.プッチーニ作曲 全4幕／イタリア語原語上演･日本語字幕付き）

９月１日（木）10:00～　整理券配布開始

●対象／公立文化施設職員、文化団体、一般（大学生以上）
●申込／チラシ、HPをご参照下さい。 
●問合せ／島根県民会館 舞台振興グループ TEL.0852-22-5510

●会場／大田市民会館

●会場／島根県民会館 1階大ホール階段前　
●問合せ／島根県民会館 文化事業課　TEL.0852-22-5502

10/9［日］
●会　場／島根県民会館 大ホール　●料　金／入場無料（要整理券、全席自由）
●問合せ／島根県文化国際課 国際交流グループ TEL.0852-22-5019　

■島根県民会館オンラインチケット「シマチケ」
■島根県民会館チケットコーナー　TEL:0852-22-5556



テーマ映画①

今年のテーマ映画は、地球とともに生きる人々を追った2本のドキュメンタリー。

これまでに誕生した映画塾製作作品約200本の中から、各会場がセレクトした作品を上映します！
どこでどの作品を上映するのか･･･ 詳しくはしまね映画祭HPをチェック！

各種SNSも
やってます！ ➡

ナウシカのような人に 出逢った。

【テーマ】環境・ひと

しまね映画塾20周年企画！

第31回しまね映画祭上映ラインナップ（９・10月）

『杜人　環境再生医 矢野智徳の挑戦』
もりびと

2022.9/24［土］～11/27［日］ 

ある人は「地球の医者」と呼び、ある人は「ナウシカの
よう」と言う。人間よりも自然に従う風変わりな造園家に
3年間密着。全国で頻発する豪雨災害は本当に「天災」
なのか？環境問題の根幹に風穴をあける奇跡のドキュ
メンタリー。（2022年/日本/101分）

今年の「しまね映画祭」は、島根県内8市町村12会場で開催！
素敵な映画との出会いを、あなたのまちに届けます。

テーマ映画②

第31回（2022） 日本映画批評家大賞 
ドキュメンタリー賞受賞

『くじらびと』

命を賭けてモリ一本で巨大なマッコウクジラに挑む、
インドネシア・ラマレラ村の人々。壮絶な狩りの背景に
は、400年に渡り命を繋いできた鯨と人間の魂の物語
があった。眩しいほどの生命力に満ち“生きること”の本
質に触れるドキュメンタリー。大迫力の映像をぜひ大画
面、大音響のスクリーンで。（2021年/日本/113分）

©Lingkaran Films ©Bon Ishikawa 2021

しまね映画祭   検 索

掲載内容は2022年8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

9/4［日］ 開演16：00（開場15：30）

●会場／キャバレー赤玉(益田市)
●料金／【全席自由】一般1,500、中高生500（当日各500増）
　　　　※小学生以下無料（要無料入場券）
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

グラントワまちなか劇場Vol.2
「ブラックベルベッツ コンサート」

9/23［金・祝］ 開演13：30（開場13：00）

●会場／グラントワ
●料金／【全席自由】一般1,500、中学生以下無料（要事前申込）
　　　　※未就学児入場不可
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

音楽会「古典調律で奏でる音楽」

9/3［土］ 開演13：30（開場13：00）

●会場／STICビル
●料金／【全席自由】一般2,500（当日500増）、
　　　　学生1,500（要学生証等）　※未就学児入場不可
●問合せ／智丸弥っこ落語会事務局　TEL.080-5618-3796

第2回智丸・弥っこ落語会　
山陰で上方落語をきく会

9/19［月・祝］ 開演14：00（開場13：20）

●会場／出雲市民会館
●料金／【全席自由】一般2,000（当日2,500）、
　　　　ユース1,000（当日1,200）、ペア3,600（前売のみ） 
　　　　※未就学児入場不可　※ユースは小学生～28歳までの
　　　　学生が対象。当日要身分証明書等　
●問合せ／出雲芸術アカデミー･出雲フィルハーモニー事務局
　　　　　TEL.0853-21-6371

出雲フィルハーモニー交響楽団 
創設25周年記念 第25回定期演奏会

10/1［土］ 開演15：00（開場14：30）

●会場／平成スポーツ公園交流棟（旧出雲国際交流プラザ）　
●料金／【全席自由】一般2,000、高校生以下1,000（当日各500増）
　　　　※未就学児入場不可
●問合せ／デュオ・リサイタル実行委員会　TEL.090-9255-3517

芦原充 望月美希デュオ･リサイタル

10/14［金］ 開演18：30（開場17：30）

●会場／出雲市民会館　●料金／【全席指定】7,800
※学生･キッズ料金当日返金あり（要身分証明書）　
※3歳以下無料（ただし席が必要な場合は有料）
●問合せ／夢番地　TEL.086-231-3531

大黒摩季　MAKI OHGURO 30th Anniversary 
Best Live Tour 2022-23 -SPARKLE- 
SeasonⅡ Powered by CHAMPAGNE COLLET

10/22［土］ 開演18：30（開場18：00）

●会場／大田市民会館　
●料金／【全席自由】一般1,000、高校生以下500 ※未就学児入場不可
●問合せ／大田市民会館　TEL.0854-82-0938

なぎさブラスゾリステン　
金管五重奏と打楽器によるアンサンブル

10/30［日］ 開演14：00（開場13：30）

●会場／ラメール　
●料金／【全席指定】一般2,500、大学生以下1,000（当日各500増）
●問合せ／ラメール　TEL.0854-49-8500

玉木優トロンボーンリサイタルツアー2022 
島根公演

10/23［日］ 開演13：00（開場12：30）

●会場／出雲市民会館　
●料金／【全席指定】S席6,000、A席4,000（当日指定） 
●問合せ／清水芸能企画　TEL.082-292-0080

特撰!! 東西落語競演会
※未就学児入場不可

※未就学児入場不可
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開催時間　①（2回上映）開場9:15／上映10:00、開場17:45／上映18:30　②（1回上映）開場13:15／上映14:00
　　　　　※10:00・14:00の各回終演後、樋口泰人氏（音響監修）によるアフタートークを行います。

料　　金　①一般1,200円、高校生以下500円　②一般800円、高校生以下500円
　　　　　※企画上映のため通常の名画劇場チケット(招待券含む)はご利用いただけません。
　　　　　※②『アメリカン・ユートピア』のみ200席限定でのチケット販売となります。

Cinema

① ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ★アディオス
世界中にキューバ音楽ブームを巻き起こした『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ』から18年、伝説的バンドの最後の世
界ツアーを捉え、キューバ音楽の歴史とカルチャー、メンバーたちのパーソナルな旅路に迫る音楽ドキュメンタリー。

（2017年/110分/イギリス）

ライヴ用の音響機材を用いた繊細かつ大迫力のサウンドで映画を楽しむ
大人気企画「爆音上映」が、2年ぶり4回目の島根開催！！音楽の魅力、
ライヴ・パフォーマンスの魅力を再発見する至極のミュージック・フィル
ムを2作品上映。

©2017 Broad Green Pictures LLC

10：00／18:30

① 勝手にしやがれ　4Kレストア版／14：00
② 気狂いピエロ　　2Kレストア版／16：15
全世代の映画人に圧倒的な影響を及ぼし続けるヌーヴェル・ヴァーグの金字塔『勝手にしやがれ』
（1960年/フランス/90分）と『気狂いピエロ』（1965年/フランス/110分）は、いずれもゴダール監
督の天才的な独創とベルモンドの鮮烈な存在感が生み出した奇跡的傑作。昨年秋にこの世を去った
フランスの国民的大スター、ベルモンドへの哀悼を込めて同時上映！

② アメリカン・ユートピア
元「トーキングヘッズ」フロントマンにしてグラミー賞受賞アーティストのデイヴィッド・バーンが手掛けたブロードウェ
イ・ショーを、アカデミー賞受賞監督のスパイク・リーがライヴ映画として撮影。熱狂と幸福に溢れた唯一無二の劇場体
験がスクリーンに甦る。（2020年/107分/アメリカ）

14：00

9/10［土］ 

10/8［土］ 

会　　場　島根県民会館中ホール
そ の 他　ブランケット貸出・託児サービスは休止中です。　　　　　

問合せ　島根県民会館チケットコーナー TEL.0852-22-5556

©2020 PM AU FILM, LLC AND
 RIVER ROAD ENTERTAINMENT,
 LLC ALL RIGHTS RESERVED

©1960 STUDIOCANAL ‒ Societe Nouvelle
de Cinematographie ‒

ALL RIGHTS RESERVED

©1962 STUDIOCANAL / SOCIETE
NOUVELLE DE CINEMATOGRAPHIE / DINO

DE LAURENTIS CINEMATOGRAPHICA,
S.P.A. (ROME). ALL RIGHTS RESERVED.

S i n c e 1 9 7 2
島根県民会館

名画劇場

監督：ジャン＝リュック・ゴダール
出演：ジャン＝ポール・ベルモンド、①ジーン・セバーグほか、②アンナ・カリーナほか

開催時間　①開場13:15／上映14:00　②開場15:45／上映16:15　※通常の上映時間から変更がありますのでご注意ください。

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
　　　　　※1作品鑑賞につき1枚のチケットが必要です。　　※当日会場入口にて、来場者連絡先聞き取り票(氏名・電話番号)をご記入いただきます。

共通情報
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テーマ映画①

今年のテーマ映画は、地球とともに生きる人々を追った2本のドキュメンタリー。

これまでに誕生した映画塾製作作品約200本の中から、各会場がセレクトした作品を上映します！
どこでどの作品を上映するのか･･･ 詳しくはしまね映画祭HPをチェック！

各種SNSも
やってます！ ➡

ナウシカのような人に 出逢った。

【テーマ】環境・ひと

しまね映画塾20周年企画！

第31回しまね映画祭上映ラインナップ（９・10月）

『杜人　環境再生医 矢野智徳の挑戦』
もりびと

2022.9/24［土］～11/27［日］ 

ある人は「地球の医者」と呼び、ある人は「ナウシカの
よう」と言う。人間よりも自然に従う風変わりな造園家に
3年間密着。全国で頻発する豪雨災害は本当に「天災」
なのか？環境問題の根幹に風穴をあける奇跡のドキュ
メンタリー。（2022年/日本/101分）

今年の「しまね映画祭」は、島根県内8市町村12会場で開催！
素敵な映画との出会いを、あなたのまちに届けます。

テーマ映画②

第31回（2022） 日本映画批評家大賞 
ドキュメンタリー賞受賞

『くじらびと』

命を賭けてモリ一本で巨大なマッコウクジラに挑む、
インドネシア・ラマレラ村の人々。壮絶な狩りの背景に
は、400年に渡り命を繋いできた鯨と人間の魂の物語
があった。眩しいほどの生命力に満ち“生きること”の本
質に触れるドキュメンタリー。大迫力の映像をぜひ大画
面、大音響のスクリーンで。（2021年/日本/113分）

©Lingkaran Films ©Bon Ishikawa 2021

しまね映画祭   検 索

掲載内容は2022年8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

9/4［日］ 開演16：00（開場15：30）

●会場／キャバレー赤玉(益田市)
●料金／【全席自由】一般1,500、中高生500（当日各500増）
　　　　※小学生以下無料（要無料入場券）
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

グラントワまちなか劇場Vol.2
「ブラックベルベッツ コンサート」

9/23［金・祝］ 開演13：30（開場13：00）

●会場／グラントワ
●料金／【全席自由】一般1,500、中学生以下無料（要事前申込）
　　　　※未就学児入場不可
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

音楽会「古典調律で奏でる音楽」

9/3［土］ 開演13：30（開場13：00）

●会場／STICビル
●料金／【全席自由】一般2,500（当日500増）、
　　　　学生1,500（要学生証等）　※未就学児入場不可
●問合せ／智丸弥っこ落語会事務局　TEL.080-5618-3796

第2回智丸・弥っこ落語会　
山陰で上方落語をきく会

9/19［月・祝］ 開演14：00（開場13：20）

●会場／出雲市民会館
●料金／【全席自由】一般2,000（当日2,500）、
　　　　ユース1,000（当日1,200）、ペア3,600（前売のみ） 
　　　　※未就学児入場不可　※ユースは小学生～28歳までの
　　　　学生が対象。当日要身分証明書等　
●問合せ／出雲芸術アカデミー･出雲フィルハーモニー事務局
　　　　　TEL.0853-21-6371

出雲フィルハーモニー交響楽団 
創設25周年記念 第25回定期演奏会

10/1［土］ 開演15：00（開場14：30）

●会場／平成スポーツ公園交流棟（旧出雲国際交流プラザ）　
●料金／【全席自由】一般2,000、高校生以下1,000（当日各500増）
　　　　※未就学児入場不可
●問合せ／デュオ・リサイタル実行委員会　TEL.090-9255-3517

芦原充 望月美希デュオ･リサイタル

10/14［金］ 開演18：30（開場17：30）

●会場／出雲市民会館　●料金／【全席指定】7,800
※学生･キッズ料金当日返金あり（要身分証明書）　
※3歳以下無料（ただし席が必要な場合は有料）
●問合せ／夢番地　TEL.086-231-3531

大黒摩季　MAKI OHGURO 30th Anniversary 
Best Live Tour 2022-23 -SPARKLE- 
SeasonⅡ Powered by CHAMPAGNE COLLET

10/22［土］ 開演18：30（開場18：00）

●会場／大田市民会館　
●料金／【全席自由】一般1,000、高校生以下500 ※未就学児入場不可
●問合せ／大田市民会館　TEL.0854-82-0938

なぎさブラスゾリステン　
金管五重奏と打楽器によるアンサンブル

10/30［日］ 開演14：00（開場13：30）

●会場／ラメール　
●料金／【全席指定】一般2,500、大学生以下1,000（当日各500増）
●問合せ／ラメール　TEL.0854-49-8500

玉木優トロンボーンリサイタルツアー2022 
島根公演

10/23［日］ 開演13：00（開場12：30）

●会場／出雲市民会館　
●料金／【全席指定】S席6,000、A席4,000（当日指定） 
●問合せ／清水芸能企画　TEL.082-292-0080

特撰!! 東西落語競演会
※未就学児入場不可

※未就学児入場不可
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開催時間　①（2回上映）開場9:15／上映10:00、開場17:45／上映18:30　②（1回上映）開場13:15／上映14:00
　　　　　※10:00・14:00の各回終演後、樋口泰人氏（音響監修）によるアフタートークを行います。

料　　金　①一般1,200円、高校生以下500円　②一般800円、高校生以下500円
　　　　　※企画上映のため通常の名画劇場チケット(招待券含む)はご利用いただけません。
　　　　　※②『アメリカン・ユートピア』のみ200席限定でのチケット販売となります。

Cinema

① ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ★アディオス
世界中にキューバ音楽ブームを巻き起こした『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ』から18年、伝説的バンドの最後の世
界ツアーを捉え、キューバ音楽の歴史とカルチャー、メンバーたちのパーソナルな旅路に迫る音楽ドキュメンタリー。

（2017年/110分/イギリス）

ライヴ用の音響機材を用いた繊細かつ大迫力のサウンドで映画を楽しむ
大人気企画「爆音上映」が、2年ぶり4回目の島根開催！！音楽の魅力、
ライヴ・パフォーマンスの魅力を再発見する至極のミュージック・フィル
ムを2作品上映。

©2017 Broad Green Pictures LLC

10：00／18:30

① 勝手にしやがれ　4Kレストア版／14：00
② 気狂いピエロ　　2Kレストア版／16：15
全世代の映画人に圧倒的な影響を及ぼし続けるヌーヴェル・ヴァーグの金字塔『勝手にしやがれ』
（1960年/フランス/90分）と『気狂いピエロ』（1965年/フランス/110分）は、いずれもゴダール監
督の天才的な独創とベルモンドの鮮烈な存在感が生み出した奇跡的傑作。昨年秋にこの世を去った
フランスの国民的大スター、ベルモンドへの哀悼を込めて同時上映！

② アメリカン・ユートピア
元「トーキングヘッズ」フロントマンにしてグラミー賞受賞アーティストのデイヴィッド・バーンが手掛けたブロードウェ
イ・ショーを、アカデミー賞受賞監督のスパイク・リーがライヴ映画として撮影。熱狂と幸福に溢れた唯一無二の劇場体
験がスクリーンに甦る。（2020年/107分/アメリカ）

14：00

9/10［土］ 

10/8［土］ 

会　　場　島根県民会館中ホール
そ の 他　ブランケット貸出・託児サービスは休止中です。　　　　　

問合せ　島根県民会館チケットコーナー TEL.0852-22-5556

©2020 PM AU FILM, LLC AND
 RIVER ROAD ENTERTAINMENT,
 LLC ALL RIGHTS RESERVED

©1960 STUDIOCANAL ‒ Societe Nouvelle
de Cinematographie ‒

ALL RIGHTS RESERVED

©1962 STUDIOCANAL / SOCIETE
NOUVELLE DE CINEMATOGRAPHIE / DINO

DE LAURENTIS CINEMATOGRAPHICA,
S.P.A. (ROME). ALL RIGHTS RESERVED.

S i n c e 1 9 7 2
島根県民会館

名画劇場

監督：ジャン＝リュック・ゴダール
出演：ジャン＝ポール・ベルモンド、①ジーン・セバーグほか、②アンナ・カリーナほか

開催時間　①開場13:15／上映14:00　②開場15:45／上映16:15　※通常の上映時間から変更がありますのでご注意ください。

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
　　　　　※1作品鑑賞につき1枚のチケットが必要です。　　※当日会場入口にて、来場者連絡先聞き取り票(氏名・電話番号)をご記入いただきます。

共通情報

4

松
江
市

島根県民会館
問 0852-22-5556 10/8（土）

14：00 勝手にしやがれ 
４K レストア版

16:15 気狂いピエロ 
２K レストア版

松江テルサ
問 0852-31-5550

9/24（土） ①10：00 
②14：00 くじらびと

10/15（土） ①10：00 
②14：00

ぼけますから、
　よろしくお願いします。
　　～ おかえり お母さん～

メテオプラザ
問 0852-72-3939

10/22（土）
10：00 愛を乞うひと
12:50 GO
15:20 杜人

10/23（日）
10：00 ゆれる
12:40 幻の光
15:00 とんび

安
来
市

安来市総合
文化ホール 
アルテピア
問 0854-21-0101

10/29（土）

10:00 脇差と懐剣　★

11:25
たたら 
～変わらない、それは幸せを
　願う気持ち～ ★

13:15 杜人

15:35
劇場版　岩合光昭の世界
ネコ歩き あるがままに、
水と大地のネコ家族

出
雲
市

スサノオホール
NPO 法人スサノオの風
問 0853-84-0833

10/1（土）

10:45 杜人
13:15 くじらびと

①   9：45
②15：30

たたら 
～変わらない、それは幸せを
　願う気持ち～ ★

※料金等、詳しくはお問い合わせください。
★島根県内にて撮影



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

11月19日（土）  開演15：00／開場14:15（17：00終演予定）開催日時

無料（全席自由） ※要事前申込料　　金

島根県民会館 中ホール

●ブラスバンドコンサート　出演：The Tomorrow Girls
●石見神楽　出演：いわみ福祉会芸能クラブ「大蛇」

会　　場

200人定　　員

10/3(月)より受付開始　※詳しくは島根県民会館HPをご覧ください。受　　付

島根県民会館文化事業課　TEL.0852-22-5502問 合 せ

障がいのある人もない人も一緒に楽しむ
バリアフリー公演、開催。
石見神楽を観たりブラスバンドの演奏を楽しんだり、
ロビーではアート体験や買い物コーナーも。
にぎやかで色とりどりの表現をお楽しみください。

にぎやかな日々in松江

ステージイベント

◆石見神楽ブース（道具展示など）
◆アート体験ブース　　◆販売ブース

ロビーイベント※安心して参加できる鑑賞サポートあり

主催：（公財）しまね文化振興財団（島根県民会館）、島根県障がい者文化芸術活動支援センター アートベースしまねいろ、「にぎやかな日々in松江」実行委員会
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JAPAN LIVE YELL
project（JLYP）
公式サイト

水の日ライトアップを行いました！

　８月1日の「水の日」にあわせて水の大切さについて考える

ため「水」を連想させるブルーで県民会館をライトアップしま

した！ライトアップでは照明灯体を30台使用して館内と、会館

の周りを囲むように外にも設置しました。18時点灯だったため

13時頃から準備しましたが、 日が長いこともあり照明の明るさ

が外光に負けてしまい上手くライトが当たっているか確認する

���
シマ
カル ・ コ ネ タ

日本全国で開催される「JAPAN LIVE YELL project」に島根県も参加して
今年で3年目。
島根県民会館が取りまとめて、県内のホールやNPO法人と連携しながら様々
なジャンルの公演（ライブ）プログラムを実施します。
お近くのライブにぜひお出かけください！

日 時

会 場 八雲立つ風土記の丘 休憩舎

料 金 無料

●申込・問合せ／八雲立つ風土記の丘 TEL.0852-23-2485

●問合せ／アルテピア　TEL.0854-21-0101

全席自由・税込
一般・大学生300円
高校生以下無料
※各回定員50人　
※要申込

9/11［日］ 17：30開演（17：00開場）

第37回 月の宴
～中秋の名月に奏でるパンフルートの調べ～ 日 時

会 場 安来市総合文化ホール アルテピア 小ホール
料 金 一般3,000円（当日3,500円）

学生1,500円（当日2,000円） 

9/23［金・祝］ 14：00開演（13：30開場）

HAGANE MUSIC2022　第三弾
PAN NOTE MAGIC（パンノートマジック） 

日 時

会 場 八雲立つ風土記の丘　ガイダンス棟
料 金

9/18［日］ 
益田糸操り人形　特別公演

のも一苦労…。日が落ちるのを

楽しみに待っていると20時頃から綺麗に

染まり始めて写真を撮りに来てくださる人の姿も見えました！

　この活動は全国88箇所で行われたそうです。実際に見て

くださった方も見ておられない方も是非、画像からでも伝わる

美しいブルーライトアップをご覧ください。

①10：30開演（10：00開場）　
②13：30開演（13：00開場）

全席自由・税込 

料 金

一般1,000円（当日1,500円） 
高校生以下500円（当日700円） 

全席自由・税込（全会場共通）

●問合せ／チェリヴァホール　TEL.0854-42-1155

期 間

会 場 雲南市久野交流センター
　
ほか雲南市3会場

10/8［土］～10［月・祝］ 

10/8［土］ 19：00開演（18：30開場）

桂弥っこ　雲南市後援会立ち上げ記念寄席

※他会場の詳細はチェリヴァホールにお問い合わせください

※3歳未満入場不可　
※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

島根県民会館　県内ホール連携事業

JAPAN LIVE YELL project 
島根プログラム

風土記の丘 開所50周年記念

7

※2022年8月1日現在の情報です。詳細については各問合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。

開催日 時　間 会　場 催　事　名 料　金　（税　込） 問合せ

3（土）

開場16：15
開演17：00 大ホール 若佐久美子バレエスクール定期発表会 

エスポワール2022 無料 ラルジェス
0852-31-3173

開場13：30
開演14：00 中ホール 山根一仁 ヴァイオリン・リサイタル 〈前売〉一般 4,000 円、学生 2,000 円

〈当日〉一般 4,500 円、学生 2,200 円
松江音楽協会
0852-27-6000

4（日）
①開場12：00
　開演12：30
②開場15：00
　開演15：30

大ホール おしりたんていミュージカル 
『むらさきふじんのあんごうじけん』

3,500 円
おしりたんていライト付きチケット 
5,100 円　

日本海テレビ
0857-27-2136

10（土）

開場12：00
開演14：00 大ホール 山陰中央新報　女性クラブ YUI （結） 

「河野景子さん トークイベント」 有料（要申込） 山陰中央新報社文化事業局女性
クラブ YUI 係　0852-32-3415

①開場  9：15
　開演10：00
②開場17：45
　開演18：30

中ホール
名画劇場特別企画 爆音上映 in 島根県民会館

『ブエナ ･ ビスタ･ソシアル ･ クラブ★アディオス』
▶詳しくは p4 へ

一般1,200円
高校生以下500円

島根県民会館チケットコーナー
0852-22-5556

開場13：15
開演14：00 中ホール 名画劇場特別企画 爆音上映 in 島根県民会館 

『アメリカン・ユートピア』　▶詳しくは p4 へ
一般 800円 
高校生以下 500円

島根県民会館チケットコーナー
0852-22-5556

18（日） 開場16：00
開演17：00 大ホール 和楽器バンド ボカロ三昧2 大演奏会 前方指定席／プレゼント付 15,000 円

一般指定席 10,000 円
キャンディープロモーション岡山
086-221-8151

19（月） 開場13：15
開演14：00 大ホール 山内惠介コンサートツアー2022 

～歌のまごころ、あなたに届け～ 7,200円 グッドラック・プロモーション 
086-214-3777

22（木） 開場18：00
開演18：30 大ホール 劇団銅鑼公演 

『おとうふコーヒー』 会員制 松江市民劇場
0852-26-3094

23（金）

開場14：15
開演15：00 大ホール が～まるちょば　猛烈・炸裂・ドッカンコメディー !! 一般 4,800 円

U-25 チケット 3,500 円
島根県民会館チケットコーナー
0852-22-5556

開場  9：30
開演10：00 中ホール しまね文芸フェスタ 2022 無料 島根県文化国際課

0852-22-5586

24（土） 開場10：00
開演10：30 中ホール まつえ市民大学公開講座 

「松江忍者のルーツを探る 松江藩の忍者」 無料 まつえ市民大学事務局
0852-32-0893

27（火） 開場17：30
開演18：30 大ホール 山下達郎 PERFORMANCE 2022 11,000 円 キャンディープロモーション岡山

086-221-8151

開催日 時　間 会　場 催　事　名 料　金　（税　込） 問合せ

2（日） 開場13：30
開演14：00 中ホール 金子三勇士 ピアノ・リサイタル　 〈前売〉一般 5,000 円、学生 2,500 円

〈当日〉一般 5,500 円、学生 2,700 円
松江音楽協会
0852-27-6000

8（土）
①開場13：15
　開演14：00
②開場15：45
　開演16：15

中ホール 名画劇場
①『勝手にしやがれ』②『気狂いピエロ』　▶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

9（日） 開場15：30
開演16：30 大ホール 2022JUMP島根公演　▶詳しくは p3 へ 無料（要整理券） 島根県文化国際課 国際交流グループ　

0852-22-5019

23（日）

13：00〜
15：30

大ホール
他 子どもアートDay　▶詳しくは p2 へ 無料（要申込） 島根県民会館 文化事業課

0852-22-5502

開場  9：45
開演10：30 中ホール 音と空間のジャグリング 空転軌道 with 桐山ショウゴ

▶詳しくは p2 へ

〈前売〉一般2,600円、
         18歳以下1,300円 

〈当日〉一般3,000円、
         18歳以下1,500円

おやこ劇場松江センター
0852-22-4937

30（日）

開場13：30
開演14：00 大ホール 令和4年度 文化講演会 

「晴れのち曇り ときどき雨」（講師：河野景子氏） 無料（要整理券） 島根県教職員互助会
0852-22-6617

開場13：30
開演14：00 中ホール 松江プラバ少年少女合唱隊定期演奏会 2022

オペラ『ヘンゼルとグレーテル』
一般2,000円
高校生以下1,000円

松江プラバ少年少女合唱隊事務局
070-5671-8560

9月

10月

September

October



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

11月19日（土）  開演15：00／開場14:15（17：00終演予定）開催日時

無料（全席自由） ※要事前申込料　　金

島根県民会館 中ホール

●ブラスバンドコンサート　出演：The Tomorrow Girls
●石見神楽　出演：いわみ福祉会芸能クラブ「大蛇」

会　　場

200人定　　員

10/3(月)より受付開始　※詳しくは島根県民会館HPをご覧ください。受　　付

島根県民会館文化事業課　TEL.0852-22-5502問 合 せ

障がいのある人もない人も一緒に楽しむ
バリアフリー公演、開催。
石見神楽を観たりブラスバンドの演奏を楽しんだり、
ロビーではアート体験や買い物コーナーも。
にぎやかで色とりどりの表現をお楽しみください。

にぎやかな日々in松江

ステージイベント

◆石見神楽ブース（道具展示など）
◆アート体験ブース　　◆販売ブース

ロビーイベント※安心して参加できる鑑賞サポートあり

主催：（公財）しまね文化振興財団（島根県民会館）、島根県障がい者文化芸術活動支援センター アートベースしまねいろ、「にぎやかな日々in松江」実行委員会

6

JAPAN LIVE YELL
project（JLYP）
公式サイト

水の日ライトアップを行いました！

　８月1日の「水の日」にあわせて水の大切さについて考える

ため「水」を連想させるブルーで県民会館をライトアップしま

した！ライトアップでは照明灯体を30台使用して館内と、会館

の周りを囲むように外にも設置しました。18時点灯だったため

13時頃から準備しましたが、 日が長いこともあり照明の明るさ

が外光に負けてしまい上手くライトが当たっているか確認する

���
シマ
カル ・ コ ネ タ

日本全国で開催される「JAPAN LIVE YELL project」に島根県も参加して
今年で3年目。
島根県民会館が取りまとめて、県内のホールやNPO法人と連携しながら様々
なジャンルの公演（ライブ）プログラムを実施します。
お近くのライブにぜひお出かけください！

日 時

会 場 八雲立つ風土記の丘 休憩舎

料 金 無料

●申込・問合せ／八雲立つ風土記の丘 TEL.0852-23-2485

●問合せ／アルテピア　TEL.0854-21-0101

全席自由・税込
一般・大学生300円
高校生以下無料
※各回定員50人　
※要申込

9/11［日］ 17：30開演（17：00開場）

第37回 月の宴
～中秋の名月に奏でるパンフルートの調べ～ 日 時

会 場 安来市総合文化ホール アルテピア 小ホール
料 金 一般3,000円（当日3,500円）

学生1,500円（当日2,000円） 

9/23［金・祝］ 14：00開演（13：30開場）

HAGANE MUSIC2022　第三弾
PAN NOTE MAGIC（パンノートマジック） 

日 時

会 場 八雲立つ風土記の丘　ガイダンス棟
料 金

9/18［日］ 
益田糸操り人形　特別公演

のも一苦労…。日が落ちるのを

楽しみに待っていると20時頃から綺麗に

染まり始めて写真を撮りに来てくださる人の姿も見えました！

　この活動は全国88箇所で行われたそうです。実際に見て

くださった方も見ておられない方も是非、画像からでも伝わる

美しいブルーライトアップをご覧ください。

①10：30開演（10：00開場）　
②13：30開演（13：00開場）

全席自由・税込 

料 金

一般1,000円（当日1,500円） 
高校生以下500円（当日700円） 

全席自由・税込（全会場共通）

●問合せ／チェリヴァホール　TEL.0854-42-1155

期 間

会 場 雲南市久野交流センター
　
ほか雲南市3会場

10/8［土］～10［月・祝］ 

10/8［土］ 19：00開演（18：30開場）

桂弥っこ　雲南市後援会立ち上げ記念寄席

※他会場の詳細はチェリヴァホールにお問い合わせください

※3歳未満入場不可　
※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

島根県民会館　県内ホール連携事業

JAPAN LIVE YELL project 
島根プログラム

風土記の丘 開所50周年記念

7



掲載内容は2022年8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ホームページをご覧ください。

Tチケット情報

劇団四季ミュージカル『ロボット･イン･ザ･ガーデン』
●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　
●問合せ／島根県民会館チケットコーナー　TEL.0852-22-5556

8/25［木］ 開演18：30（開場17：45）

山根一仁ヴァイオリン･リサイタル
●会場／島根県民会館 中ホール
●料金／【全席指定】※未就学児入場不可
　　　　〈前売〉一般4,000、学生2,000〈当日〉一般4,500、学生2,200
●問合せ／松江音楽協会　TEL.0852-27-6000

9/3［土］ 開演14：00（開場13：30）

秋一番コンサートvol.4
●会場／LIVE＆STUDIO　松江B1
●料金／【全席自由】〈前売〉5,000〈当日〉5,500（ドリンク代別途600）
●問合せ／喫茶MG　TEL.0852-24-2099

9/10［土］ 開演17：00（開場16：00）

山陰フィルジュニアオーケストラ　第34回定期演奏会
●会場／島根県民会館 中ホール　●料金／【全席自由】700　
●問合せ／山陰フィルジュニアオーケストラ TEL.080-6343-6465

8/28［日］ 開演14：00（開場13：30）

島根県民会館オンラインチケット「シマチケ」
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➡

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

劇団Yプロジェクト「インプロ笑ーっ!!!」

●会場／島根県民会館第1・第2多目的ホール
●料金／【全席自由】〈前売〉一般2,200、学生1,100
　　　　〈当日〉一般2,750、学生1,650、ライブ配信 2,200　
　　　　※未就学児入場不可　※学生の対象は大学生以下
●問合せ／劇団Yプロジェクト　TEL.090-8065-1325

9/10［土］ ①開演11：00（開場10：30） ②開演14：00（開場13：30）
　　　　　  ③開演18：00（開場17：30）

9/  9［金］ 開演19：30（開場19：00）

山内惠介コンサートツアー2022～歌のまごころ、あなたに届け～
●会場／島根県民会館 大ホール 
●料金／【全席指定】7,200　※未就学児入場不可
●問合せ／グッドラック・プロモーション　TEL.086-214-3777

9/19［月･祝］ 開演14：00（開場13：15）

が～まるちょば　猛烈・炸裂・ドッカンコメディー!!
●会場／島根県民会館 大ホール ●料金／【全席指定】4,800、U-25 3,500
※4歳未満入場不可　※U-25(25歳以下対象)当日要身分証明書
●問合せ／島根県民会館チケットコーナー　TEL.0852-22-5556

9/23［金･祝］ 15:00（開場14:15）

HAGANE MUSIC2022 第三弾　パンノートマジック
●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　※学生の対象は大学生以下。当日要身分証明書
●問合せ／アルテピア　TEL.0854-21-0101

9/23［金･祝］ 14:00（開場13:30）

第二回瀧川鯉昇独演会
●会場／松江市総合福祉センター
●料金／【全席自由】〈前売〉一般3,000、高校生以下1,500
　　　　　　　　　〈当日〉一般3,500、高校生以下2,000
●問合せ／山陰落語の会　TEL.090-2867-4881

9/25［日］ 14:00（開場13:30）

金子三勇士ピアノ･リサイタル
●会場／島根県民会館 中ホール　
●料金／【全席指定】〈前売〉一般5,000、学生2,500 
　　　　　　　　　〈当日〉一般5,500、学生2,700 ※未就学児入場不可
●問合せ／松江音楽協会　TEL.0852-27-6000

10/2［日］ 開演14:00（開場13:30）

音と空間のジャグリング 空転軌道with桐山ショウゴ
●会場／島根県民会館 中ホール　
●料金／【全席自由】〈前売〉一般2,600、18歳以下1,300
　　　　　　　　　〈当日〉一般3,000、18歳以下1,500
　　　　※3歳以下膝上鑑賞無料（座席が必要な場合有料） 
●問合せ／おやこ劇場松江センター　TEL.0852-22-4937

10/23［日］ 開演10:30（開場9:45）

2022 年 8月19日発行
編集･発行／島根県民会館
〒690-0887 島根県松江市殿町 158
TEL.0852-22-5501　FAX.0852-24-0109
mail  shima-cul@cul-shimane.jp　https://www.cul-shimane.jp/hall
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印刷／武永印刷株式会社
〒693-0057 島根県出雲市常松町 394-1   
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※2歳以下入場不可

 ▶詳しくはp2へ
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