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しまね県民オペラ 2023

『ラ・ボエーム』プレコンサート
みんなで紡ぐしまねのオペラ。いよいよ幕開けです。

しまね県民オペラ 2023

『ラ・ボエーム』プレコンサート
みんなで紡ぐしまねのオペラ。いよいよ幕開けです。

S h i m a n e  C i v i c  O p e r a

2023年2月の上演に向けて製作が進むオペラ『ラ・ボエーム』から、

メインキャスト4名を迎えてのお披露目コンサートです。

第一部ではそれぞれの得意レパートリーでご挨拶、

第二部では『ラ・ボエーム』ハイライト演奏を、ストーリー解説も交えてお届けします。

オペラファンはもちろん、オペラは未体験という方にも

お楽しみいただけるコンサートです。

内田 千陽 （ソプラノ）
※松江市出身

～出演～

プロデュース／高島 勲（オペラ演出家 ・ プロデューサー）　経種 美和子（ピアニスト ・ コレペティトル）

金山 京介 （テノール）
※松江市出身

宮地 江奈 （ソプラノ）
©Yoshinobu Fukaya／aura.Y2

田中 俊太郎 （バリトン）
※松江市出身

［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］

島根県出身のフレッシュな実力派歌手たちが共演！！
しまね県民オペラ 2023 メインキャストによる “オペラへの招待”

島根県出身のフレッシュな実力派歌手たちが共演！！
しまね県民オペラ 2023 メインキャストによる “オペラへの招待”

2/20［日］ ●会場／島根県民会館 大ホール
●料金／全席自由・税込

15：00開演
（14：15開場） 500円 ※未就学児入場不可

※車いすスペース・磁気ループ補聴器対応エリアをご希望の方はお問い合わせください。
※やむを得ない事情により曲目等が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

しまね県民オペラ2023 

『ラ・ボエーム』プレコンサート 
みんなで紡ぐしまねのオペラ。いよいよ幕開けです。

　『ラ・ボエーム』は、ずっと出演を熱望していた憧れの作品で
した。実は、2020年にミミ役で出演予定だった公演がコロナ禍
のため無期限延期となってしまったのです。そんな時に、地元
でのオペラ公演に出演させて頂くこととなり、くすぶっていた
導火線に火がついたように、メラメラとやる気に満ち溢れてい
ます！
　ミミは、可憐な部分や純粋で素直な部分を持ったとても魅力
的な役柄だと思っています。たくさんの人から愛されるような
ミミの生涯を演じたいです。また、観に来てくださった皆様に、
音楽の力で少しでも元気をお届けすることができれば嬉しく
思います。

本公演の案内本公演の案内

■プログラム
　●第一部 わたしの宝物 ～オペラ・レパートリーから～
　　ビゼー ： 『カルメン』より “闘牛士の歌”
　　モーツァルト ： 『魔笛』より “なんと美しい絵姿”
　　プッチーニ ： 『蝶々夫人』より “ある晴れた日に”
　　バーンスタイン ： 『キャンディード』より “着飾って煌びやかに”　ほか
　●第二部 『ラ・ボエーム』の世界 ～ハイライト演奏（ストーリー解説付き）～ しまね県民オペラ2023　オペラ『ラ・ボエーム』

（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）
日時／2023年2月25日（土）、26日（日）　
会場／島根県民会館 大ホール
【演出・総合プロデュース】高島勲
【指　 揮】水戸博之
【キャスト】内田千陽（ミミ）、金山京介（ロドルフォ）
　　　　 宮地江奈（ムゼッタ）、田中俊太郎（マルチェッロ）
　　　　 竹内利樹（ショナール）、氷見健一郎（コッリーネ）
　　　　 栗原剛（ベノア）、水島正樹（アルチンドロ）
　　　　 石井基幾（パルピニョール）
【オーケストラ】山陰フィルハーモニー管弦楽団
【合　 唱】松江プラバ少年少女合唱隊、公募合唱団

内田 千陽  コメント内田 千陽  コメント
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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、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／2・3月の休館日 ： 2/14、15、28、3/14、28〉

県内アーティストと映像クリエイターをマッチングし、映像作品の制作支援を行
うプロジェクト。９月から２チームが作品制作を進め、ついに島根県民会館
YouTube チャンネルにて作品を公開いたしました！ 音楽を主体として作品づ
くりを進めた「変身」と、ダンスを主体として古事記の『国譲り』を元に制作
した「Prayers～KUNIYUZURI～」、作品内容も制作過程も全く異なるジャン
ルの２つの作品が完成しました。今回、撮影はすべて島根県内で行われました。
「撮影地はどこかなー？」と、探しながら観て頂くのも楽しいかもしれません。
島根県民会館YouTubeチャンネルでの公開期間は3/31(木 )正午までです。
期間内、どうぞ何度でもご覧ください。

ダンスに演劇、浪曲、神楽、クラシック音楽など、島根県民
会館 YouTubeチャンネルでは幅広いジャンルの映像を公開
しています。この機会にぜひ他の作品もご視聴ください♪

Pick  Up  E v e n tイベント情報

掲載内容は2022年1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）

シマネアーティストステージ2021 
～映像制作編～

【期間限定】映像作品公開中！

ゴスペラーズ坂ツアー2022
“まだまだいくよ”

5/28［土］
●会場／島根県民会館　大ホール　
●料金／全席指定・税込 7,500円　
●問合せ／ユニオン音楽事務所　TEL.082-247-6111
　　　　　https://www.union-music.com

17：00開演（16：15開場）

島根県民会館YouTubeチャンネルはコチラ⇒

日本のヴォーカル・グループのパイオニア、
ゴスペラーズの全国ツアー、開催決定！

「変　身」
音楽・出演/chemari（多久和千絵・Marino）　映像/TheClodars

recording&mix/studio glacé

島根県民会館 シマチケメンバーズ

［シマチケ］WEB会員：入会／会費無料

WEB　　  先行予約限定
2/6［日］～2/12［土］

「Prayers～KUNIYUZURI～」
演出・脚本・ダンス/髙須賀千江子（自然光ダンサー）

映像/木下陽介（114films）
挿入曲演奏/比江嶋さとる（篠笛）

チャンネル登録お願いします！

※就学児童はチケットが必要です。未就学児童は保護者1名につき1名のみ膝上鑑賞可能。
　ただし、未就学児童も座席が必要な場合はチケットが必要です。
※未就学児童とご来場される場合、公演当日ご入場の際に未就学児童の個人情報（氏名・住所、親権者の電話番号）を取得いたし
ます。お時間を要する場合がございますので、余裕を持ってご来場ください。
※お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号)を必要に応じて公共機関へ提供させていただく可能性がございます。予めご了承ください。

本公演は、政府および各自治体から発表された新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインを踏まえ、感染予防対策に取り組んだ上で公演を実施
いたします。［本公演に関する新型コロナウイルス感染拡大防止対策および公演に関する注意事項、最新情報はホームページ等でご確認願います。］

アンケート実施中！
ご意見・ご感想
どしどし

お寄せください。

2/20［日］
チケット一般発売

WEB受付のみ

3



事前予約・お問い合わせ

S i n c e 1 9 7 2
島根県民会館C inema

名画劇場

松江城や地域の酒屋さん、
宍道の公園など

松江市内各地で撮影★

無事にクランクアップ！
どんな作品が出来上がったのか・・・
ぜひ会場でご覧ください♪

映画をもっと知ってもらおうと2003年より開催している映画製作ワークショップ
「しまね映画塾」。今年は松江市を舞台に撮影した“松江コース”の５作品と全国各
地から応募のあった“ワールドコース”の６作品を一挙上映！！現役の映画人や
ゲストによるここでしか聞けない講評、映画撮影の裏話もお楽しみに♪

しまね映画祭30周年記念

しまね映画塾2021 in 松江＆ワールド⁉ 
作品発表上映会

2/6［日］会場／島根県民会館 大ホール　
開場／13：00　開演／13：45　終演／17：40（予定）

※出演者は都合により変更になる場合がございます。

ナビゲーター

しまね映画祭公式YouTubeチャンネルにて、
クロージングイベントの様子を同時生配信！ 

詳しくは、決まり次第しまね映画祭HPでお知らせします。

入場無料
要事前予約

錦織 良成
（しまね映画塾塾長）

ゲ　ス　ト

北川れい子
（映画評論家）

司　　会

おがっち
（フリーアナウンサー）

しまね映画祭実行委員会事務局
（島根県民会館内）
TEL.0852-22-5502
https://www.shimane-eigasai.com/

～松江コース撮影のようす～

錦織塾長の「よーい、スタート！」の
掛け声で、２日間の撮影WS開始！

事前
予約方法

しまね映画祭HP内の申込フォーム
またはお電話にてお申込みください。
＊事前予約受付は、2/6 10：00まで

※「ミス･マルクス」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。

ミス・マルクス

19世紀を代表する経済学者カール・マルクスの末娘エリノアの、時代を先駆けた
女性活動家としての激動の半生をパンクロックの響きに乗せて描いた伝記ドラマ。
父を亡くしたエリノアは社会主義者の劇作家エイヴリングと恋に落ちる。しかし、不実
なエイヴリングヘ注ぐ献身的な愛は次第に彼女自身の心を蝕み、苦悩に満ちた愛と
政治的信念の間で引き裂かれていく―。

（2020年/107分/イタリア・ベルギー/PG12）

前へ進め

© 2020 Vivo film/Tarantula

監督：スザンナ・ニッキャレッリ
出演：ロモーラ・ガライ
　　　パトリック・ケネディ 
　　　　　　　　　　ほか

2/12［土］ 14：00／18:30

青葉家のテーブル

大人気ECサイト「北欧、暮らしの道具店」が手掛けた“素敵空間”青春ストーリー。
春子、その息子リク、春子の飲み友達めいこ、小説家ソラオの4人が不思議な共同生
活を送る青葉家。夏のある日、春子の旧友の娘・優子が美術予備校の講習に通うた
め、青葉家に居候をすることに。優子の母・知世とは20年来の友人であるはずの
春子だが、どうしようもなく気まずい過去があるようで…。（2021年/104分/日本）

なりたい私と、なりたかった私。
監督：松本壮史
出演： 西田尚美、市川実和子
　　　栗林藍希、寄川歌太
　　　　　　　　　　　ほか

3/12［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。

2月「ミス・マルクス」の
ページはこちら▶

3月「青葉家のテーブル」の
ページはこちら▶

公
演
情
報

©2021 Kurashicom inc.

定　員 510人（事前申込受付中）
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掲載内容は2022年1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。

1/30［日］ 開演14：00（開場13：00） 

●会場／江津市総合市民センター　
●料金／一般2,000、高校生以下1,000（当日各500増）
●問合せ／江津市総合市民センター　TEL.0855-52-2155

ハイブリッドウィンドオーケストラ　
第2回定期演奏会　ニューイヤーコンサート

3/6［日］ 開演18：00（開場17：30） 

●会場／海士町隠岐神社境内
●料金／【全席自由】1,000　※3/6雨天の場合、3/13（日）に延期
●問合せ／島民劇実行委員会事務局（永海）　TEL.090-7137-7626

島民劇 海士のごとばんさん～承久の海の彼方から～

3/12［土］ 開演18：00（開場17：00） 

●会場／アルテピア
●料金／【全席指定】6,600　※4歳以上チケット必要、3歳以下膝上鑑賞可
　　　　　　　　　　　　　　但し、席が必要な場合はチケットが必要
●問合せ／夢番地　TEL.086-231-3531

きゃりーぱみゅぱみゅ 10th ANNIVERSARY 
JAPAN TOUR 2022　CANDY WAVE

3/21［月・祝］ 開演14：00（開場13：00） 

●会場／石央文化ホール
●料金／【全席自由】一般2,000、高校生以下1,000（当日各500増）
●問合せ／石見音楽文化振興会　TEL.0855-52-0333

小林未侑クラリネットリサイタル

3/21［月・祝］ 開演14：00（開場13：30） 

●会場／プラバホール　　　　　
●料金／【全席指定】〈前売〉一般2,000、高校生以下1,000
　　　　　　　　　〈当日〉一般2,500、高校生以下1,200　※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

プラバホールクロージングコンサート
第33回プラバ・ニューイヤーオペラコンサート

●会場／ふれあいホールみと
●料金／【全席自由】一般1,000、中高生500、小学生無料
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

サウンドライブしまね
【益田会場】 2/20［日］ 開演14：00（開場13：30） 

●会場／AZTiC canova　●料金／【全席自由】1,000
●問合せ／AZTiC canova　TEL.0852-67-1821

【松江会場】 3/6［日］ 開演13：00（開場12：30） 

●会場／大田市民会館　
●料金／【全席自由】1,000（当日200増）　※中学生以上要チケット
●問合せ／大田市民会館　TEL.0854-82-0938

【大田会場】 3/12［土］ 開演19：00（開場18：30） 

●会場／ラメール
●料金／【全席自由】一般1,000、高校生以下500、未就学児無料
●問合せ／ラメール　TEL.0854-49-8500

【雲南会場】 3/27［日］ 開演13：00（開場12：30） 

2/11［金・祝］ 開演14：00（開場13：30） 

●会場／大社文化プレイスうらら館
●料金／【全席自由】一般500、就学前～高校生 無料（要整理券）
●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

福来たる 出雲フィルハーモニー夢いっぱい♪
春まちコンサート2022

2/20［日］

●会場／江津市総合市民センター   ※未就学児入場不可
●料金／【全席指定】S席6,000、A席5,500、学生1,500
●問合せ／江の川・さくらライン観光推進機構　TEL.0855-92-0050

加藤登紀子コンサート2022  
昼の部 開演15：00（開場14：30） 夜の部 開演18：30（開場18：00）  

2/27［日］ 開演9：30（開場9：00） 

●会場／石央文化ホール
●料金／【全席自由】大人1,000（当日500増）、高校生以下無料
●問合せ／「令和に新たに拓く石見のステージ」実行委員会
　　　　　TEL.0855-22-2100

令和に新たに拓く石見のステージ

2/20［日］ 開演13：00（開場12：30） 

●会場／大田市民会館
●料金／【全席自由】高校生以上1,000（当日500増）、中学生以下無料
●問合せ／石見銀山神楽連盟事務局　TEL.090-7995-3701

第21回 白銀の舞神楽大会2022

1/29［土］

●会場／出雲市民会館　
●料金／【全席自由】一般800、中学生以下500円（当日各200増）
　　　　1部・2部セット券〈前売〉一般1,500、中学生以下1,000
　　　　　　　　　　　 〈当日〉一般1,800、中学生以下1,200
●問合せ／出雲市文化財課（出雲弥生の森博物館）　TEL.0853-21-6893

日本博 出雲の神楽　
第1部 開演14：00（開場13：30） 第2部 開演18：00（開場17：30）  

田中俊太郎吉田サハラ鳥谷尚子 ©Toshiyuki_Tanaka

S 県内イベント情報

2/6［日］ 開演10：00（開場9：15） 

●会場／出雲市民会館　●料金／【全席指定】一般3,000、中学生以下2,000
●問合せ／出雲市芸術文化振興財団　TEL.0853-21-7580

出雲市民会館 開館40周年記念事業　
スーパー神楽2022　 ※3歳未満は膝上鑑賞無料
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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…③

～ちょこっとガイド～

磁気ループ 磁気ループ対応エリア

《大ホール》1階4列～19列

《中ホール》1階7列～14列

　劇場などのホール内は様々な音であふれており、補聴器を使用する場
合には全ての音を拾ってしまうため、本当に聞きたい音をうまく聞き取る
ことができず、聞こえを良くすることが難しい場合もあります。
　そのような時にご利用いただけるのが「磁気ループシステム」です。
磁気ループは、マイク等からの音声を直接補聴器へ送ることができ、
周りの雑音の影響を受けずクリアな音声で聞き取れます。

磁気ループ対応エリアのお席
にて、ご利用の補聴器を「T
モード」に切り替えてください。

一緒に笑ったり、泣いたり―
　　同じ空間でもっと感情の共有をしませんか♪ ご利用方法

島根県民会館では、大・中ホールで利用できます！
※Tモード（磁場受信用誘導コイル）搭載補聴器に限ります。

6

※ 2022 年 1 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

4（金） 開場  9：30
開演10：00 中ホール 島根県人権教育冬期研修会 入場無料 島根県人権教育研究協議会

0856-23-4488

6（日）

開場13：00
開演13：45 大ホール しまね映画塾 2021 in 松江＆ワールド !?

作品発表上映会　▶詳しくは p4 へ 入場無料（要申込） しまね映画祭実行委員会事務局
0852-22-5502

開場13：15
開演14：00 中ホール 前進座公演　松本清張朗読劇『波の塔』 会員制 松江市民劇場

0852-26-3094
9
～

13

（水）

（日）
展示ホール 第49回島根県高等学校写真展 

〈9～12日〉10:00～18:00 〈13日〉10:00～15:00 入場無料
島根県高等学校文化連盟
写真専門部（内藤）
0855-72-0355

12（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『ミス・マルクス』　▶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

13（日）

①開場12:00
　開演12:30
②開場14:00
　開演14:30

大ホール きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル　 
ソドー島のたからもの　

3,000 円
ファミリー券（4枚以上の場合/1枚） 
2,600 円

キャンディープロモーション岡山
086-221-8151

19（土） 開場11：00
開演11：30 中ホール 被爆ピアノ演奏＆映画『おかあさんの被爆ピアノ』上映会 〈前売〉一般1,200円

〈当日〉一般1,500円、小中高生600円
島根県生活協同組合連合会
0852-27-6284

20（日）

開場14：15
開演15：00 大ホール しまね県民オペラ2023 『ラ・ボエーム』プレコンサート

▶詳しくは p2 へ 500円 島根県民会館チケットコーナー
0852-22-5556

開場10：00
開演10：30

多目的
ホール

おやこ劇場松江センター 
「げきじょっこまつり」 500円 おやこ劇場松江センター

0852-22-4937

26（土） 開場13：00
開演14：00 中ホール 来てみんさい　石見神楽 in 松江 一般 1,500円(中学生以上) 

小学生 750円
出羽神楽団
090-4142-5121

27（日） 開場13：15
開演14：00 大ホール 山陰フィルハーモニー管弦楽団 

創立 50 周年記念 第 50 回定期演奏会
〈前売〉一般1,200円、高校生以下700円
〈当日〉一般1,500円、高校生以下1,000円

山陰フィル事務局
080-6343-6465

開催日 時　間 会　場 催　事　名 料　金　（税　込） お問い合わせ先

12（土）

開場16：00
開演17：00 大ホール スキマスイッチ TOUR 2022 “café au lait” 9,000円 ユニオン音楽事務所

082-247-6111

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『青葉家のテーブル』　▶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

13（日）

①開場12:00
　開演12:30
②開場15:00
　開演15:30

大ホール しまじろうコンサート
すすめ！たからのしまのだいぼうけん

〈前売〉3,480円 
〈当日〉3,580円

日本海テレビ
0857-27-2136

25（金） 開場18:00
開演18:30 大ホール 前進座公演『くず～い屑屋でござい』 会員制 松江市民劇場

0852-26-3094

29（火） 開演13:00 中ホール 国立音楽大学進学ガイダンス＆体験レッスン2022 無料（要申込） 国立音楽大学 広報センター
042-535-9500

2月

3月

February

March
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　外に出かけるたび、店に入るとき、ありとあらゆる場所
で置いてないところはないといっても過言ではないアル
コール消毒液。1日に何回あのアルコールに手を出すか
数えてみると１８回。外から入るときにはまず消毒。まず
アルコール消毒液がどこにあるか探す習慣が、ここ２年
で定着してきました。もちろん島根県民会館にも置いて
あります。館内が広いので数か所設置しています。定期
的に見回り、補充する仕事が加わって２年が経とうとして
いますが、ここ最近はなくなるスピードが早くなりました。
日によっては朝出勤後に補充、午後にもう１回補充する
こともあります。
　そしてこのアルコール消毒。この２年で地味に変化して
います。最初は慌てて買ってきたポンプ式の小さな容器に
入ったアルコール消毒液でした。全国的にアルコールが足
りない、県民会館でも足りない！さらにアルコールを入れ
る容器がない！（普通のプラスチック容器だと溶けてしま
うので使えないのです）とアルコールについて四六時中思
いを巡らせていました。流通が増え、注文制限を気にせず
アルコール消毒液を用意できるようになり、アルコール

ショックから抜け出しました。が、アルコール問題は続き
ます。
　アルコール消毒液のポンプを消毒の済んでいない手で
押して消毒液を出して、消毒する。それを解消するため、
手をかざすだけで消毒液が出てくるタイプのディスペン
サーを用意しました。このディスペンサーは一緒に体温も
測れますが、冬季は皮膚表面の温度が下がっているため、
正確な体温が計測しづらいです。お出かけ前に体温を測っ
てきてくださいますようお願いします。また、最近新たな
ディスペンサーとスタンドも購入しました。また近いうちに
お披露目できると思いますので、県民会館へお越しの際は、
アルコール
消毒の地味
な変化もご
注目いただ
ければ幸い
です。
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　昨年12月3日「異界とつなぐ八雲の怪談～能と琵琶と語りと」
を開催しました。
　舞台を彩るのは照明のみという空間で、3名の超絶的な演者に
より演じ奏でられた小泉八雲の怪しくも美しい怪談。固唾を呑ん
で聴き入りました。
　小泉八雲の曾孫である民俗学者・小泉凡さんと能楽師・安田登
さんとのトーク「八雲と能から学ぶ『見えないものを見る力』」
では、小泉八雲作品に多く出現する場所や八雲自身の「周縁性」と、
「あわい（境界、あいだ）」な存在である能のワキ方との共通性や、
生涯で多くの感染症流行を経験した八雲と能から学ぶウイルスや
妖怪など見えざるものとのソーシャルディスタンスについて
など、次々と興味深い話題を聞くことができました。アンケート
でも「新たな発見と気づきが沢山あった」「琵琶の音色と語り、

異界とつなぐ八雲の怪談 ～能と琵琶と語りと報 告

能で小泉八雲の怪談がさらに怪しさを増し、幽玄の世界へと誘
われた」「八雲と能との見えざる世界のつながり、納得」などの
声がありました。
　能、語り、琵琶の音に誘われ、八雲の怪談を通して「異界」に
そっと触れる一夜となりました。

「待ち望んだ昨夜の光景は、未来の光。
　　0からのスタートなんかじゃないんだと、

ロビーいっぱいのお客さんに気付かせてもらいました。」

　ご出演いただいた宮本さんの公演終了後のSNS上での言葉です。
　宮本さんも新型コロナウイルス感染症の影響を受けている演奏
家のお一人。今後の精力的な活動につなげてもらうことも目指し
ての企画でもあったため、とても嬉しい言葉でした。
　また、様々な理由によりホールでの鑑賞がしにくい方々にも、
生の演奏をリラックスした空間で楽しんでもらえる共用ロビーを
会場に開催しました。催し名のとおり、0歳からの小さなお客様
にも沢山会うことができました♪（100歳の方のご来場はあった
のでしょうか！？）

宮本美香のクリスマス☆サックスライブ
0～100歳のチョット夜あそび

報 告

　小泉凡さんのゲスト出演など、
多彩なプログラムで沢山のお客様
と一緒に楽しんだクリスマス☆
サックスライブ。今後も皆さんと
一緒に気軽に楽しめる共用ロビー
での催しもお楽しみに！

撮影：庄司 健

撮影：石川陽春（八雲会）

スペシャルゲスト
小泉 凡
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島根県民会館情報誌【シマカル】vol.９ 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2022年1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。

Tチケット情報

まつえ寄席2022
●会場／しいの実シアター 
●料金／【全席自由】〈前売〉一般3,000、高校生以下1,500
●問合せ／山陰落語の会　TEL.090-7597-5584

2/12［土］ 開演14：00（開場13：30）

新春　歌と神楽の大共演
●会場／雲南市三刀屋体育館アスパル 
●料金／【全席自由】4,000　※未就学児入場不可　
●問合せ／エス企画　TEL.090-8801-0498

2/23［水・祝］ 開演13：00（開場12：00）

きかんしゃトーマス　
ファミリーミュージカル 「ソドー島のたからもの」
●会場／島根県民会館 大ホール　
●料金／【全席指定】3,000、
ファミリー券（4枚以上の場合）1枚につ
き2,600 ※2歳以上有料、2歳未満は保
護者1名につき1名膝上鑑賞無料（席が
必要な場合は有料）

●問合せ／キャンディープロモーション岡山
　TEL.086-221-8151

2/13［日］ 
①開演12：30（開場12：00） ②開演14：30（開場14：00）

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

来てみんさい　石見神楽 in 松江
●会場／島根県民会館 中ホール 
●料金／【全席自由】一般1,500、小学生750　※未就学児無料
●問合せ／出羽神楽団　TEL.090-4142-5121

2/26［土］ 開演14：00（開場13：00）

山陰フィルハーモニー管弦楽団　
創立50周年記念　第50回定期演奏会
●会場／島根県民会館 大ホール 
●料金／【全席自由】〈前売〉一般1,200、高校生以下700
　　　　〈当日〉一般1,500、高校生以下1,000　※未就学児入場不可
●問合せ／山陰フィル事務局　TEL.080-6343-6465

2/27［日］ 開演14：00（開場13：15）

出雲の春音楽祭 2022　
●会場／出雲市民会館 
●料金／【全席自由】〈前売〉一般2,000、ユース1,000、
　ペア3,000（前売のみ）〈当日〉一般2,500、ユース1,500
　※ユースは28歳までの学生が対象　※未就学児入場不可
●問合せ／出雲市芸術文化振興財団　TEL.0853-21-7580

3/21［月・祝］ 開演14：00（開場13：15）

五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〉4,000〈当日〉4,500
  ※未就学児入場不可
●問合せ／立川企画 
　TEL.03-6452-5901

4/2［土］ 開演14：00（開場13：30）

KaTaCHI　破ノ章
●会場／プラバホール　
●料金／【全席指定】　※幼児膝上鑑賞可
　〈前売〉S席 一般4,000、学生3,500　A席 一般3,500、学生3,000
　　　　B席 一般3,000、学生2,500　C席 一般2,000、学生1,500
　〈当日〉S席 一般4,500、学生4,000　A席 一般4,000、学生3,500
　　　　B席 一般3,500、学生3,000　C席 一般2,500、学生2,000
●問合せ／KaTaCHI実行委員会　TEL.076-274-4744

2/19［土］ 開演14：00（開場13：00）

しまね県民オペラ2023『ラ・ボエーム』プレコンサート
●会場／島根県民会館 大ホール　
●料金／【全席自由】500　※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

2/20［日］ 開演15：00（開場14：15）


