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浜田真理子・中山うり
コンサート

～MARIURI SPRING～

島根県松江市を拠点に幅広く活躍する

シンガーソングライター浜田真理子。

毎年恒例のホームタウン・島根県民会館での

コンサートを2022年1月に開催決定！

今回のタイトルは“MARIURI SPRING”̶

浜田真理子、中山うりを中心に、

実力派ゲストミュージシャンとの

コラボレーションなど、新しい年の幕開けに

ふさわしい特別なひとときをお贈りします！

浜田真理子（vocal，piano）
伊藤大地（druｍs）   

Marino（saxophone）

中山うり（vocal,accordion,etc）
安宅浩司（guitar，etc）   

小林創（piano）   

南勇介（bass）

浜田真理子

安宅浩司 小林創 南勇介 中山うり

伊藤大地 Marino

［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、および公演チラシ、島根県民会館HPをご確認ください］

1/15［土］
●会場／島根県民会館 中ホール
●料金／全席指定・税込 4,700円
　　　　※未就学児入場不可　
　　　　※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、
　　　　　島根県民会館へお問い合わせください。

16：00開演（15：15開場） 島根県民会館 シマチケメンバーズ

12/4［土］～6［月］
※枚数限定・先着先行（先着順で受け付けます）
※予定枚数に達し次第、上記期間中であっても受付終了となりますのでご注意
ください。

［シマチケ］WEB会員 ： 入会／会費無料

WEB会員：先行予約あり12/12［日］
チケット一般発売
先行予約あり

2022年

皆様、お元気ですか。ごぶさたしています。

新しい年の初めに、中山うりさんをお招きしてコンサートをお届けします。

うりさんのバンドメンバーには

安宅浩司さん（g）、小林 創さん（p）、南 勇介さん（b）。

そしてわたしのメンバーには伊藤大地さん（dr）とMarinoさん（sax）。

素敵な方々ばかりです。うりさんの歌声を島根のみなさんにも

ご紹介したいと思っています。賑やかで楽しい1日になりますよ。

初春の歌をどうぞ聞きに来てくださいね。

Messagefrom浜田真理子
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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／12・1月の休館日 ： 12/13、27、29～31、1/1～3、11、24〉

新型コロナウイルス感染症で様変わりした舞台を取り巻く状況。「知
識を得る場」・「自己研鑽の場」・「情報交換や交流の場」として、
これからの動向に対応した知識を取り入れるセミナーを開催します。
聴講したいセミナーを選んで受講できますのでお気軽にご参加くだ
さい！

むすび座の＜オズのまほうつかい＞は、ドロシーだけでなく、カカシ
もブリキもライオンも子ども。３人は自信がなく自分を好きになれ
ませんが、オズの魔法で悩みが解決すれば好きになれると信じて
います。でもそれは本当に魔法で叶えられるものでしょうか？

Pick  Up  E v e n tイベント情報

掲載内容は2021年11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）

12/6［月］・7［火］

12/6［月］

ステージテクニカルアカデミー2021

島根県舞台芸術セミナー

人形劇団むすび座
「オズのまほうつかい」

12/19［日］
●会場／島根県民会館　中ホール　
●料金／全席自由・税込 
  〈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　●問合せ／おやこ劇場松江センター　TEL.0852-22-4937

●会場／島根県民会館　大ホール・中ホール　●料金／無料（要申込）
●問合せ／島根県民会館施設利用課舞台振興グループ　TEL.0852-22-5510　メール：backstage@cul-shimane.jp

15：00開演（14：15開場）

※3歳以下膝上鑑賞無料（座席が必要な場合有料）

〈会場〉大ホール

【スペシャルゲスト】浜田真理子 /シンガーソングライター

●特別講演（14：15～15：30）
「真理子のコロナ奮闘記！」

【インストラクター】川瀬篤志 /NPO法人プロジェクトゆうあい

●共通セミナー（15：45～17：00）
「笑顔と声掛け～公共文化施設のおもてなし」

12/7［火］
〈会場〉大ホール

【講師】松本泰 /TOA㈱エンジニアリング部

●舞台セミナー①（10：00～11：15）
「音響電源におけるノイズの現状と改善方法」

【講師】三好和夫 /（公社）空気調和・衛生工学会

●舞台セミナー②（13：00～14：15）
「ホール・劇場における空調・衛生設備」

〈会場〉中ホール

【講師】南部充央 /（一社）日本障害者舞台芸術協働機構

●制作セミナー①（10：00～11：15）
「障がいのある人と舞台公演を楽しむために
　　　　　～鑑賞サポートをデザインする～」

【講師】山根悟郎 /（一社）MCSヤング・アーティスツ

●制作セミナー②（13：00～14：15）
「山根悟郎のコンサート制作いろは」

【ゲストスピーカー】
尾中孝次 /岡山芸術創造劇場
堀信喜一 /三原市芸術文化センター「ポポロ」
田中 勲 /とりぎん文化会館　河村 浩 /周南市文化会館

※会期中、ホール内にてメーカー協力による劇場備品機器展示を行います。

●座談会（14：30～16：30）
「新しい創造劇場を迎えて
　～みんな知りたい！感染症対策の苦悩と工夫～」
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Cinema

※「旅立つ息子へ」はPG12作品です。12歳未満の方の鑑賞には成人保護者の助言･指導が必要です。

30年ありがとう企画

旅立つ息子へ

愛する息子ウリのために人生を捧げてきた父アハロンは、田舎町で2人だけの世界を
楽しんできた。しかし、別居中の妻タマラは自閉症スペクトラムを抱える息子の将来を
心配し、全寮制の支援施設への入所を決める。入所の日、ウリは大好きな父との別れ
にパニックを起こしてしまう。アハロンは決意した。「息子は自分が守る」こうして2人
の無謀な逃避行が始まった。（2020年/94分/イスラエル・イタリア/PG12）

君のために何ができるだろう

© 2020 Spiro Films LTD.

監督：ニル・ベルグマン
出演：シャイ・アヴィヴィ
　　　ノアム・インベル 
　　　　　　　　　　ほか

12/11［土］ 14：00／18:30

やすらぎの森　

カナダ・ケベック州、人里離れた深い森の湖畔。３人の老父が愛犬たちと暮らす小屋に、
80歳のジェルトルードが訪れる。彼女は不当な措置によって精神科療養所に入れられ、
60年以上も外界と隔絶した生活を送っていた。澄みきった空気を吸い込み、日に日に
活力を取り戻してくジェルトルードだったが、穏やかな森の日常を揺るがす緊急事態が
巻き起こり、森の住民たちは重大な決断を迫られていく…。（2019年/126分/カナダ）

雨のように鳥が降り、やがて、悲しい雨は愛に変わる
監督：ルイーズ・
　　　　アルシャンボー
出演：アンドレ・ラシャペル
　　　ジルベール・シコット
　　　　　　　　　　　ほか

2022年1/22［土］ 14：00／18:30

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

※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。

12月「旅立つ息子へ」の
ページはこちら▶

1月「やすらぎの森」の
ページはこちら▶

公
演
情
報

©2019 les films insiders inc. une
 filiale des films OUTSIDERS inc.

定　員 510人(事前申込受付中)

S i n c e 1 9 7 2
島根県民会館名画劇場

まもなく閉
幕！

Ⓒ2019 Kaori Sakagami

安来の銘酒！
「月山」 3本セット

知夫の岩牡蠣
「姫宮」

Pickupピックアップ

映画『プリズン･サークル』 
上映＆トークショー

11/28［日］

商品ラインナップは
しまね映画祭HPからご覧ください♪

【問い合わせ】
しまね映画祭実行委員会事務局（島根県民会館内）　0852-22-5502

官民協働の新しい刑務所「島根あさひ社会復帰促
進センター」を、2年間にわたり丹念に追った圧巻
のドキュメンタリー。服役中の若者たちが、更生を
促すプログラムを通じて新たな価値観や生き方を
身につけていく姿が描かれる。

9月に開幕した「第30回しまね映画祭」。
今年の映画祭もまもなく閉幕となります。
最後までどうぞごゆるりと、お楽しみください。

ご来場頂いた
皆様の中から抽選で30名様に
島根の美味しいものプレゼント！

映画『プリズン･サークル』の上映にあわせ、
坂上香監督のトークショーを開催します。

11/28［日］
15：50～

同時開
催！

同時開
催！

〈会場〉石央文化ホール
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今後の上映ラインナップ
横田コミュニティ

センター
奥出雲町教育委員会
問 0854-52-2672

11/23（火・祝）
13:30

弁当の日
～『めんどくさい』は幸せへの近道～

15:30 【テーマ映画】地球交響曲第九番

悠　邑
ふるさと会館

問 0855-72-0001

11/27（土）

10:00 エノケンの頑張り戦術

13:00 大当たり三色娘

15:15 ニッポン無責任時代

17:30 君も出世ができる

11/28（日）

10:00
それいけ！アンパンマン 
ふわふわフワリーと雲の国

13:00 【テーマ映画】地球交響曲第九番

16:00
バイプレイヤーズ
～もしも100人の名脇役が映画を作ったら～

江津市
総合市民センター
問 0855-52-2155

11/20（土）
10:00 【テーマ映画】地球交響曲第九番

13:30 大コメ騒動

浜田市旭町 和田
まちづくりセンター
お問合せは石央文化ホールまで

11/20（土） 13:00 プリズン・サークル

石央文化ホール
問 0855-22-2100

11/28（日）
10:00 【テーマ映画】地球交響曲第九番

13:30 プリズン・サークル

ふれあいホールみと
問 0856-52-2295

11/21（日） 14:00 ドクター・ドリトル（吹替版）

※料金等、詳しくはお問い合わせください。



掲載内容は2021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。
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

12/2［木］ 開演18：00（開場17：30） 

●会場／チェリヴァホール　●料金／【全席自由】一般1,000、学生500
●問合せ／アステリズムミュージック　TEL.048-281-5511

パンフルート・エイケントリオ　風と情歌
～今、私は風になる～

2022年1/22［土］ 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（延期公演）

12/5［日］ 開演14：00（開場13：00） 

●会場／大社文化プレイスうらら館　  　　　　　　　　※300席限定
●料金／【全席自由】一般3,000、高校生以下1,000、ライヴ視聴1,000
●問合せ／しまねフルート音楽企画　TEL.090-8728-0711

工藤重典としまねフルートオーケストラ
～音楽の力を信じて～

12/12［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　※未就学児入場不可
●問合せ／大社町音楽協会　TEL.0853-53-1822

大社町音楽協会創立50周年記念コンサート
「ふる里の音楽家たち」

12/14［火］ 開演18：30（開場17：30） 

●会場／出雲市民会館　
●料金／【全席指定】5,500、当日学生席（大学生以下）2,000
　※学生席は当日会場販売のみ（高校生以上は要学生証）※未就学児入場不可
●問合せ／MIN-ON中国　TEL.082-567-0585

上田正樹コンサートツアー2021
「魂の歌を聴いてくれ！」

11/28［日］ 開演15：00（開場14：30）  
島根大学教育学部 音楽科教育専攻 
定期演奏会（管弦楽団）
12/5［日］ 吹奏楽開演13：30／合唱開演15：00（開場13：00）  
島根大学教育学部 音楽科教育専攻　
定期演奏会（吹奏楽団・声専合唱団）
●会場／プラバホール　●料金／入場無料
●問合せ／TEL.0852-32-6317（管弦楽）
　　　　　TEL.0852-32-6320（吹奏楽）　TEL.0852-32-6321（合唱）

事前解説トークあり
『曽根崎心中』の観音巡りと
　　　　　心中道行（20分）

19：00開演（18：30開場）1/22［土］
14：00開演（13：30開場）23［日］

2022年●会場／スサノオホール
●料金／［全席指定・税込］ 
　〈S席〉4,000円、ペア7,000円
　〈A席〉3,000円、ペア5,000円
　学割2,000円（中高大学生）
●問合せ／スサノオの風
　　　　　TEL.0853-84-0833

若村麻由美の劇世界
『曽根崎心中』

●会場／チェリヴァホール　
●料金／［全席自由・税込］
　〈前売〉一般2,000円
　　　　学生1,000円
　〈当日〉一般2,500円
　　　　学生1,200円
●問合せ／
　劇団Yプロジェクト
　TEL.090-8065-1325

ケータイ・クローン2022
～きみはひとりじゃない～

島根県民会館 地域ステージ

11/27［土］ 開演15：00（開場14：00） 

●会場／出雲市民会館　●料金／【全席指定】一般4,000、高校生以下1,000
●問合せ／出雲市芸術文化振興財団　TEL.0853-21-7580

ブラス・エクシード・トウキョウ　
吹奏楽が奏でるゲーム音楽 in 出雲 ※未就学児入場不可

12/5［日］ 開演9：30（開場9：00） 

●会場／スサノオホール　
●料金／【全席自由】一般1,000、中学生以下500、未就学児膝上無料
●問合せ／スサノオの風　TEL.0853-84-0833

民謡大響演

12/5［日］ 開演13：30（開場13：00） 

●会場／スサノオホール　●料金／【全席自由】一般1,000、中学生以下無料
●問合せ／スサノオの風　TEL.0853-84-0833

佐田神楽共演大会

（入場券有）

12/18［土］ 開演15：00（開場14：30） 

●会場／平成スポーツ公園交流棟
●料金／【全席自由】一般2,000、高校生以下1,000（当日500増）
●問合せ／ジョイント・リサイタル実行委員会　TEL.090-9255-3517

芦原充 永瀬未希ジョイント・リサイタル
※未就学児入場不可

12/18［土］ 開演15：00（開場14：30） 

●会場／プラバホール
●料金／【全席指定】一般1,500、高校生以下500
●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Special 2021

※未就学児入場不可

田中俊太郎（バリトン）

14：00開演
（13：20開場）1/15［土］

2022年
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賑わい事業

スペシャルゲスト
小泉 凡

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

※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。
※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。

【問合せ】島根県民会館 施設利用課 TEL.0852-22-5507

6

photo：コヤママサシ

松江市在住のサックス奏者･宮本美香さんを迎えてのクリスマスライブ☆

小泉八雲の暮らした街という縁で交流をはじめた、松江市と友好都市

提携を結ぶニューオーリンズに松江市青年交流団として派遣された

経験が、現在の活動へとつながる大切なきっかけとなった宮本美香さん。

小泉八雲へ想いを馳せ、小泉凡さんをスペシャルゲストに迎えます♪

リラックスした空間になる吹き抜けのロビーを会場に、親しみのある曲目

も交えたプログラムをご準備して皆さまのご来場をお待ちしています。

0～100歳のチョット夜あそび
宮本美香のクリスマス☆サックスライブ

音楽の生音でチョット夜あそびしませんか♪

日 時

会 場 島根県民会館 共用ロビー
17:00～17：45（予定）12/18［土］ 入場

無料

お持ち帰り用の
“チョット”おやつも
販売します☆

お持ち帰り用の
“チョット”おやつも
販売します☆
※なくなり次第販売
　終了します。

※ 2021 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） お問い合わせ先

1
～
6

（水）

（月）

9：00
～

17：30

展示ホール
多目的ホール
大会議室

第54回島根県総合美術展（後期／日本画、書、デザイン、彫刻） 入場無料 島根県文化国際課
0852-22-5878

3（金） 開場18：15
開演19：00 中ホール 異界とつなぐ八雲の怪談～能と琵琶と語りと 一般2,000円 

高校生以下・介助者500円
島根県民会館チケットコーナー
0852-22-5556

4（土） 開場18：30
開演19：00 中ホール 柳家さん喬独演会其之九 〈前売〉一般3,000円、高校生以下1,500円

〈当日〉一般3,500円、高校生以下2,000円
タテオカ
090-7597-5584

5（日） 開場13：15
開演14：00 大ホール 島根県洋舞連盟 プリマヴェーラ16 『乙月姫』 1,700 円 瞳エコール・ドゥ・バレエ

0852-28-3980

6（月） 開場13：15
開演14：00 大ホール ステージテクニカルアカデミー 2021 

島根県舞台芸術セミナー　▶詳しくは p3 へ 入場無料（要申込） 島根県民会館舞台振興グループ
0852-22-5510

7（火） 開場  9：15
開演10：00

大ホール
中ホール

ステージテクニカルアカデミー 2021 
島根県舞台芸術セミナー　▶詳しくは p3 へ 入場無料（要申込） 島根県民会館舞台振興グループ

0852-22-5510

11（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 『旅立つ息子へ』（PG12）　▶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14：00 大ホール 第30回記念 県民手づくり「第九」コンサート in 島根 〈前売〉一般2,500円、学生1,200円

〈当日〉一般3,000円、学生1,500円
島根第九をうたう会（菊池）
090-4694-9389

15（水） 開場17：30
開演18：30 大ホール 日本・ウルグアイ外交関係樹立100周年記念 

『ルベン・ラダ』
A席5,200円、B席4,200円
当日学生席 2,000円

MIN-ON 中国
082-567-0585

18（土） 開演17：00 共用ロビー ０〜100歳のチョット夜あそび
宮本美香のクリスマス☆サックスライブ ▶詳しくはページ下へ 入場無料 島根県民会館施設利用課

08252-22-5507

19（日） 開場14：15
開演15：00 中ホール 人形劇団むすび座『オズのまほうつかい』 〈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

23
～

26

（木）

（日）
展示ホール
多目的ホール

第54回島根県高校美術展 
〈23〜25日〉10：00〜17：00　〈26日〉10：00〜14：00 入場無料 島根県高等学校文化連盟美術・工芸専門部（周藤）

090-3374-2077

開催日 時　間 会　場 催　事　名 料　金　（税　込） お問い合わせ先

15（土） 開場15：15
開演16：00 中ホール 浜田真理子・中山うりコンサート 

～ MARIURI SPRING ～ 　▶詳しくは p2 へ 4,700円 島根県民会館チケットコーナー
0852-22-5556

19
～

21

（水）

（金）
展示ホール 全島根小・中学校図画作品展

〈19〜20日〉10：00〜18：00　〈21日〉10：00〜15：00 入場無料 松江市立第三中学校（三桐）
0852-21-0531

22（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 『やすらぎの森』　▶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

23（日） 開場11:30
開演12:00 大ホール 第12回 筝曲宮城会中国支部演奏会 2,500円 木次

090-5264-3946

30（日） 開場12:00
開演13:00 大ホール 能の名作で新春を寿ぐ

日本全国 能楽キャラバン！島根新春能
一般4,000円 
学生2,000円

京都観世会事務局
075-771-6114

12月

1月

December

January2022 年



賑わい事業

スペシャルゲスト
小泉 凡

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

※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。
※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。

【問合せ】島根県民会館 施設利用課 TEL.0852-22-5507
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松江市在住のサックス奏者･宮本美香さんを迎えてのクリスマスライブ☆

小泉八雲の暮らした街という縁で交流をはじめた、松江市と友好都市

提携を結ぶニューオーリンズに松江市青年交流団として派遣された

経験が、現在の活動へとつながる大切なきっかけとなった宮本美香さん。

小泉八雲へ想いを馳せ、小泉凡さんをスペシャルゲストに迎えます♪

リラックスした空間になる吹き抜けのロビーを会場に、親しみのある曲目

も交えたプログラムをご準備して皆さまのご来場をお待ちしています。

0～100歳のチョット夜あそび
宮本美香のクリスマス☆サックスライブ

音楽の生音でチョット夜あそびしませんか♪

日 時

会 場 島根県民会館 共用ロビー
17:00～17：45（予定）12/18［土］ 入場

無料

お持ち帰り用の
“チョット”おやつも
販売します☆

お持ち帰り用の
“チョット”おやつも
販売します☆
※なくなり次第販売
　終了します。
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　突然ですが、島根県民会館内の点字ブロックは何色か
ご存知でしょうか。
　10年くらい前、松江市にある障がいのある人を支援す
る団体のご協力のもと、障がいのある人と館内バリアフリー
ツアーを行った時に、ロービジョンの方から「床の色と同
じだと見えにくい」と教えていただいて、その後黄色に変
身！ 50年以上たった古い建物のため、ご不便をおかけし
ていることが多々あると思いますが、建物を含め、舞台作
品などを鑑賞したり参加できる環境を整える努力を続けて
います。
　島根県民会館のバリアフリーの取り組みとして、6年前
から目の不自由な人たちとダンサー・振付家の田畑真希
さんと一緒にダンスワークショップやダンス作品を制作して
います。現在、仲間が増え、見えない人も見える人も
一緒に活動しています。また、目が不自由なメンバーからの
アイディアで始まった「ダンスを耳で聴く」音声ガイド解説
は、今では欠かせないサポートの一つになっています。
　2019年からは、障がいのある人もない人も一緒に作品
を創ったり、音楽、ダンス、映画などを一緒に楽しめるよ
うに、音声ガイドなどの鑑賞サポートがある公演や、障が

いのある子どもたちが劇場をお試しできる体験プログラム
を開催したり、サポートができる人を増やすなどの取り組
みをまとめ、「インクルーシブシアター・プロジェクト」を
スタートしました。
　障がいの有無だけでなく、年齢、性別、人種、宗教、ジェ
ンダー…誰もが一人ひとり多様な人であり、それぞれが認め
合って誰一人取り残されることない世の中であってほしい。
劇場にこそ、
文化芸術にこ
そできる役割
があるのでは
ないかと日々
模索していま
す。（H.K）

11月3日、文化の日。島根県民会館のTwitter を開設しました！
島根県民会館で開催されるコンサートや演劇、映画上映などの文化情報。
チケットの発売。ほか会議室など施設のことや時にはイベントの制作状
況や裏側まで。もっと島根県民会館のことを身近に感じていただけるよ
うに、のんびりゆったりつぶやいていこうと思っています。

島根県民会館つぶやきます。

0８

「イベントで照明・音響ってどうやればいいの？」
「舞台ができるまでの流れが知りたい」

そんな疑問が解決するかも！？

このアイコンが目印です。
ぜひ、フォローしてくださいね～♪ 島根県民会館　

Twitter▶

　7月3日に開催した「映像×ダンス公演
『或る椅子の、つぶやき』」舞台映像の
配信準備中！ご期待ください♪

島根県民会館YouTubeチャンネル▶

7

しまね文化ファンド

対象事業／
募集期間／
助成金額／
募集要項／
申込用紙／

2022年 4月1日～2023年 3月31日に行われる文化事業
11月15日（月）～12月17日（金）(当日消印有効 )
対象経費の概ね２分の１以内
各市町村役場、公立文化施設等
HPからダウンロードしてください。

URL ： https：//www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/shinkou/jyosei_jigyo/bunkafund/

募 集 内 容

2022年 前期助成事業募集

お申込み・お問い合わせ

受託者

TEL0852－22－5500　FAX0852－22－6412
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（東京都中野区中野3-36-16）

対象分野

「地域文化振興」「芸術文化振興」「国際文化交流」

事業実施期間
〔助成決定予定

月 日 月 日月 金後
　
期

当日消印有効

事業実施期間
〔助成決定予定

月 日 月 日月 金前
　
期

当日消印有効

間
期
付
受

る
よ
に
ま
さ
な
み
の
民
県

を
業
事
化
文
な
的
主
自
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助

地域文化振興

芸術文化振興

国際文化交流
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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.８ 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。
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。

【出演】 瞳エコール･ドゥ･バレエ
　　　 ダンススタジオジャム
　　　 樋口忠三(和太鼓)

Tチケット情報

異界とつなぐ八雲の怪談～能と琵琶と語りと
●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・介助者500　※定員200人
●問合せ／島根県民会館チケットコーナー TEL.0852-22-5556

12/3［金］ 開演19：00（開場18：15）

大阪交響楽団公演 オーケストラ・キャラバン YASUGI
～オーケストラと心に響くひとときを～
●会場／アルテピア 
●料金／【全席指定】一般3,000、アンダー25 1,500 ※未就学児入場不可
●問合せ／アルテピア TEL.0854-21-0101

12/10［金］ 開演19：00（開場18：15）

【振替公演】純烈コンサート2021
●会場／出雲市民会館　
●料金／【全席指定】S席5,500　
●問合せ／グッドラック・プロモーション TEL.086-214-3777

12/4［土］ 開演13：00（開場12：30）

12/12
発売

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
第30回記念 県民手づくり「第九」コンサート in 島根
●会場／島根県民会館大ホール 
●料金／【全席自由】前売一般2,500、高校生以下1,200、当日一般3,000、
高校生以下 1,500　※未就学児入場不可
●問合せ／島根第九をうたう会（菊池）
　　　　　TEL.090-4694-9389

12/12［日］ 開演14：00（開場13：30）

日本・ウルグアイ外交関係樹立100周年記念
「ルベン・ラダ」
●会場／島根県民会館 大ホール 
●料金／【全席自由】A席5,200、B席4,200、当日学生席2,000（大学生以
下対象／高校生以上は要学生証提示） ※未就学児入場不可
●問合せ／MIN-ON中国 TEL.082-567-0585

12/15［水］ 開演18：30（開場17：30）

人形劇団むすび座「オズのまほうつかい」
●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（席が必要な場合は有料）
●問合せ／おやこ劇場松江センター TEL.0852-22-4937

12/19［日］ 開演15：00（開場14：15）

日本全国 能楽キャラバン！島根新春能
●会場／島根県民会館 大ホール 
●料金／【全席自由】一般4,000、学生2,000　※未就学児入場不可
●問合せ／京都観世会事務局 TEL.075-771-6114

2022年 1/30［日］ 開演13：00（開場12：00）

浜田真理子・中山うりコンサート
～MARIURI SPRING～
●会場／島根県民会館 中ホール 
●料金／【全席指定】4,700　※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

2022年 1/15［土］ 開演16：00（開場15：15）

柳家さん喬独演会其之九
●会場／島根県民会館 中ホール　
●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／タテオカ TEL.090-7597-5584

12/4［土］ 開演19：00（開場18：30）

プリマヴェーラ16　
創作舞台　乙月姫
●会場／島根県民会館 大ホール　
●料金／【全席自由】1,700
　　　　※3歳未満入場不可
●問合せ／
　瞳エコール・ドゥ・バレエ
　TEL.0852-28-3980

12/5［日］ 
開演14：00（開場13：15）

▶詳しくはP3へ

▶詳しくはP2へ

指揮　伊藤翔 ©K.Miura第九ステージ


