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5月プレコンサートより

ロゴが
できました！

2/25［土］・26［日］
2023年

開演15：00（開場14：00）

舞台装置の製作も進行中！

1830年頃のパリの下町、クリスマス・イブの夜。
詩人のロドルフォが、仲間の画家マルチェッロ、哲学者コッリーネ、音楽家ショナールと共同生活
をする屋根裏部屋。
部屋に一人残ったロドルフォが作業をしていると、ロウソクの火をもらいに隣人のお針子ミミが
訪れ、二人は運命的な恋に落ちる。
ミミとロドルフォの悲恋を軸に、当時“ボヘミアン”と呼ばれた自由を謳歌して生きる若い芸術家
たちを主人公にした、日常の中で紡がれる恋と友情を描いた美しくもはかない青春の物語。

装置製作をお願いしている石倉産業の
担当者さんが、Instagramで製作の様子
をアップしてくださっています。完成が
楽しみです！

島根県民会館 大ホール
12/4［日］
チケット一般発売●料金／全席指定・税込

S席6,000円、A席5,000円、B席4,000円
Ｕ-30チケット3,000円　＊30歳以下対象/座席指定可/当日要身分証提示

※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あり（定員あり・要予約）
※Ｕ-30チケットは、当日生年月日のわかる身分証明書をお持ちください。
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感動のオペラ体験をあなたとしまねで。

[管弦楽] 山陰フィルハーモニー管弦楽団
[コンサートマスター] 戸澤哲夫（東京シティフィルハーモニック管弦楽団コンサートマスター）
[合　唱] しまね県民オペラ合唱団（一般公募）、松江プラバ少年少女合唱隊

[総合プロデュース・演出] 高島勲

[指揮] 水戸博之

[装置] 坪倉菜水（コクーン設計舎）

[衣裳] 桜井久美（アトリエヒノデ）

[合唱指揮] 高橋泰臣
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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
『ラ・ボエーム』をいよいよこの冬、島根県民会館で上演します。
オリジナルの舞台装置・衣裳なども絶賛製作中！本格的なオペラ公演をお届け
いたします。ご期待ください！！

山陰フィルハーモニー管弦楽団

松江プラバ少年少女合唱隊

しまね県民オペラ合唱団

2幕
舞台スケッチ

2



■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。　・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10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）

桜井久美　
武蔵野美術大学卒業後、パリオペラ座にて衣裳を学ぶ。
その後、ヨーロッパ各地でオペラ･バレエ･芝居などの衣裳デザイン、製作を経験。帰国後、舞台衣裳デザイン
製作会社「アトリエヒノデ」を設立し多方面で衣裳デザイン、スーパーバイザー、製作として活躍。
主な実績にはスーパー歌舞伎をはじめ、オペラ･バレエ･ミュージカル･芝居、長野オリンピック、NHK New 
Year Opera Concert、紅白歌合戦など。また海外では、パリオペラ座･シャトレ座･ミュンヘン歌劇場･ロン
ドンV&A美術館･メトロポリタン美術館･パリ装飾美術館でのクリエイションなど。

3

しまね県民オペラ2023「ラ・ボエーム」の舞台衣裳をデザイン・監修
する舞台衣裳家 アトリエヒノデ桜井久美氏による衣裳セミナーを開催しま
す。オペラの世界をつくりだすのに欠かせない舞台衣裳。製作の裏
話を聞けば、舞台を観る楽しみが広がることまちがいなし！

Pick  Up  E v e n tイベント情報

第31回 県民手づくり「第九」コンサート in 島根

《島根大学連携企画》
島根大学管弦楽団 第68回定期演奏会

ステージテクニカルアカデミー2022 島根県舞台芸術セミナー
プレイベント　オペラ衣裳セミナー

15：00開演（14：30開場）11/26［土］
♪Ｇ.ヴェルディ／オペラ「ナブッコ」序曲
♪Ｇ.プッチーニ／オペラ「ラ・ボエーム」より“私の名はミミ” ＊
♪湯浅譲二／おやすみなさい ＊
♪Ａ.ドヴォルザーク
　　交響曲第９番「新世界より」 第２・４楽章  他

【第１部】
第18回ショパン国際ピアノコンクール（ワルシャワ）出場

ピアノ 原 沙綾
〈曲目〉F.ショパン
　　　  アンダンテ・スピアナートと
　　　  　華麗なる大ポロネーズ 作品22  他

【第２部】
L.v.ベートーヴェン　

交響曲第9番 ニ短調 作品125「合唱付き」
◆指　　揮　伊藤 翔
◆ソリスト　ソプラノ／勝部 奈緒　アルト／稲田 睦美
　　　　　　テノール／高橋 泰臣　バ　ス／布野 浩志
◆オーケストラ・合唱／島根第九をうたう会

◆指揮とお話し 河添達也　　＊独唱 狩野麻実

指揮　伊藤 翔　©K.Miura

●会　場／島根県民会館 大ホール　
●料　金／無料（全席自由） ※未就学児入場不可　
●問合せ／島根大学 河添研究室
　　　　　TEL.0852-32-6317

14：00開演（13：30開場）12/11［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2,500円、小中高生1,200円
　　　　　　　　     〈当日〉一般3,000円、小中高生1,500円
●問合せ／島根第九をうたう会（菊池）TEL.090-4694-9389

曲 

目

17：30受付／18：00開始12/19［月］

12/20［火］・21［水］
各日9：30～17：00

島根県舞台芸術セミナー
テーマ
「劇場の未来
  ～これまでとこれからを考える～」

各メーカー機器展示会も開催します。
詳細は島根県民会館ホームページ等で
お知らせします。舞台に興味のある方
ならどなたでも参加いただけます。

●会場／島根県民会館 中ホール　
●料金／無料（全席自由）※右記QRよりお申し込みください。▶
●問合せ／島根県民会館 舞台振興グループ  TEL.0852-22-5510

※未就学児入場不可
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※チケットの事前販売・事前予約は行いません。当日会場入口にてお買い求めください。
※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。

※１作品だけのご鑑賞も可能です。　※上映中の客席内のご移動はお控えください。

Cinema

島根のインディーズ映画特集

　　　　　　　　　の名画劇場では、第31回しまね映画祭（第20回しまね映画塾）関連企画として、

島根県内で製作・撮影されたインディーズ映画4本と、しまね映画塾過去作品6本を特集上映します！

12:15 チケット販売
開場

13:00～13:45
『たたら～変わらない、それは幸せを願う気持ち～』　
雲南市・奥出雲町・飯南町で撮影。国際映画祭出品前に限定公開。

15:15～16:25 『クレマチスの窓辺』
松江市ほかで撮影。島根県出身・永岡俊幸監督の劇場デビュー作。

17:00～18:00 『エンターテイナー』　津和野町木部地区で撮影。
同地区で木部の杜ワルツ座を運営する桑原宙監督が地域住民と一緒に製作。

14:00～14:45

しまね映画塾過去作品6本　
映画評論家・北川れい子氏、映像編集技師・日下部元孝氏がセレクト！
『名探偵驚木桃子事件ファイル 断崖絶壁の女』『安来のぞんび』
『ハンザケ』『ROCK IN 軽トラ』『臭れ縁』『ぽっぷこーんズ』

18:15～19:15
『走れ！走れ走れメロス』　
三刀屋高校掛合分校演劇同好会の挑戦を追ったドキュメンタリー。
第14回下北沢映画祭コンペティションで4冠受賞。

16:25～16:45 永岡俊幸監督アフタートーク

11/12［土］ 

10/8［土］ 

会　　場　島根県民会館中ホール
料　　金　一日通し券500円
問 合 せ　島根県民会館チケットコーナー TEL.0852-22-5556

開催時間　開場12：15／上映13：00～19：15
そ の 他　託児サービスは休止中です。

エンターテイナー

クレマチスの窓辺

走れ！走れ走れメロス

S i n c e 1 9 7 2
島根県民会館

名画劇場

上映情報

たたら～変わらない、それは幸せを願う気持ち～

しまね映画塾2022 in 玉湯
作品発表上映会

11/23［水・祝］
会場／松江市 玉湯公民館
開場12：30／開演13：00／終演17：30（予定）

ナビゲーター

ゲ　ス　ト

錦織 良成（しまね映画塾塾長）

司　　会 おがっち（フリーアナウンサー）

北川れい子（映画評論家）
日下部元孝（映像編集技師）
ＦＲＯＧＭＡＮ（映像クリエイター・声優・監督）

【問合せ】
しまね映画祭実行委員会事務局（島根県民会館）
TEL.0852-22-5502

入場無料

12月の
名画劇場は
お休み

いたします。

20
祝

ANNIV
ERSARY

※出演者は都合により変更になる場合がございます。

4

テーマ映画

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、しまね映画祭上映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！

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

『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］ 
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。

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」。今年は玉湯町を舞台に撮影したしまね映画塾でしか生まれない・
出会えない10作品を一挙上映！！ゲストによる愛のあふれる辛口コメントもお楽しみに！

テーマ映画

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』

各種SNSも
やってます！ ➡

（2022年/日本/101分） （2021年/日本/113分）

掲載内容は2022年10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

11/3［木・祝］・5［土］・6［日］
●会場／メテオプラザ

①開演11：00（開場10：30） ②開演15：30（開場15：00）
●料金／【全席指定】大人(高校生以上)2,500、
　　　　小人(3歳以上～中学生)2,000（当日各500増）
　※3歳未満の膝上鑑賞無料（席が必要な場合は有料）
●問合せ／メテオプラザ　TEL.0852-72-3939

ミュージカル♫ あいと地球と競売人
【松江公演】

11/20［日］
●会場／斐川文化会館

※残席わずか【出雲公演】

11/19［土］ 開演14：00（開場13：30）

●会場／アルテピア
●料金／【全席自由】一般2,500（当日500増）、学生500
　※学生券は大学生以下が対象。入場時、要学生証等提示　
　※未就学児入場不可　
●問合せ／アルテピア　TEL.0854-21-0101

あるてぴあ寄席　講談

11/19［土］ 開演18：00（開場17：30）

●会場／ビッグハート出雲
●料金／【全席自由】大人2,500、学生1,000　※未就学児入場不可
●問合せ／出雲楽友協会事務局　TEL.090-2003-3227

プレミアム・コンサート・シリーズ Vol.11
ー生誕200年 フランクを讃えてー

11/26［土］ 開演18：30（開場18：00）

●会場／島根県立石見美術館　
●料金／【全席自由】2,000　※定員５０人　※未就学児入場不可　
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

森鷗外没後100年記念　
朗読の夕べ 文学と美術のあわいに

12/15［木］ 開演13：00（開場12：00）

●会場／出雲市民会館　
●料金／【全席指定】S席5,000、A席4,000　※未就学児入場不可
●問合せ／コスモスSS音楽企画　TEL.090-8801-0498

川野夏美＆彩青二人のコンサート 出雲公演

12/17［土］ 開演14：00（開場13：30）

●会場／アルテピア　
●料金／【全席自由】一般3,000、学生1,500（当日各500増）
　※学生券は大学生以下が対象。入場時、要学生証等提示
●問合せ／アルテピア　TEL.0854-21-0101

HAGANE MUSIC 2022 第四弾 カテリーナ＆斉藤浩

12/3［土］ 開演14：00（開場13：15）

●会場／出雲市民会館
●料金／【全席指定】一般4,000、高校生以下2,000 ※4歳以上有料
●問合せ／出雲市芸術文化振興財団　TEL.0853-21-7580

オペラシアター こんにゃく座公演　
オペラ「森は生きている」【オーケストラ版】

12/4［日］ 開演15：00（開場14：30）

●会場／石央文化ホール　
●料金／【全席自由】一般3,000、大学生以下2,000（当日各500増）
　※３歳以下膝上鑑賞無料（席が必要な場合は有料）
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

オペラシアター こんにゃく座公演　
オペラ「森は生きている」【ピアノ版】

11/27［日］ 開演9：00（開場8：30）

●会場／江津市総合市民センター　
●料金／【全席自由】大人2,000（当日500増）、中学生以下無料
●問合せ／江津市観光協会　TEL.0855-52-0534

日本遺産認定記念大会 江津市石見神楽大会

※３歳未満入場不可

11/5［土］ 開演18：00（開場17：00）

●会場／松江市市民活動センター
●料金／【全席自由】2,000 ※未就学児無料（メールにて要事前連絡）　
●問合せ／くぎくぎコンサート実行委員会
　メール： marikohamadalive1234＠gmail.com

浜田真理子のくぎくぎmiuniコンサート in 松江
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松
江
市

島根県民会館
問 0852-22-5556 11/12（土）

①13:00

②15:15
③17:00
④18:15

たたら 〜変わらない、
それは幸せを願う気持ち〜★
クレマチスの窓辺★
エンターテイナー★
走れ！走れ走れメロス★

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

大
田
市

大田市民会館
問 0854-82-0938

11/19（土）
10:00 ①杜人

②たたら 〜変わらない、
　それは幸せを願う気持ち〜★

14:00 ドライブ・マイ・カー

川
本
町

悠邑ふるさと会館
問 0855-72-0001

11/26（土）
10:00 くじらびと
14:15 Coda あいのうた

11/27（日） 13:30 神在月のこども

美
郷
町

みさと館
美郷町教育委員会
問 0855-75-1217

11/3（木・祝）
9:30 くじらびと
①13:30
②19:00 神在月のこども

江
津
市

江津市総合
市民センター
問 0855-52-2155

11/19（土）
10:00 杜人

13:00 とんび

浜
田
市

旭町和田
まちづくりセンター
お問い合わせは
石央文化ホールまで

11/12（土）①10:00
②13:30　杜人

石央文化ホール
問 0855-22-2100

11/23（水・祝） ①10:00
②14:30 ブータン 山の教室

※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

2作品連続上映



※チケットの事前販売・事前予約は行いません。当日会場入口にてお買い求めください。
※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。

※１作品だけのご鑑賞も可能です。　※上映中の客席内のご移動はお控えください。

Cinema

島根のインディーズ映画特集

　　　　　　　　　の名画劇場では、第31回しまね映画祭（第20回しまね映画塾）関連企画として、

島根県内で製作・撮影されたインディーズ映画4本と、しまね映画塾過去作品6本を特集上映します！

12:15 チケット販売
開場

13:00～13:45
『たたら～変わらない、それは幸せを願う気持ち～』　
雲南市・奥出雲町・飯南町で撮影。国際映画祭出品前に限定公開。

15:15～16:25 『クレマチスの窓辺』
松江市ほかで撮影。島根県出身・永岡俊幸監督の劇場デビュー作。

17:00～18:00 『エンターテイナー』　津和野町木部地区で撮影。
同地区で木部の杜ワルツ座を運営する桑原宙監督が地域住民と一緒に製作。

14:00～14:45

しまね映画塾過去作品6本　
映画評論家・北川れい子氏、映像編集技師・日下部元孝氏がセレクト！
『名探偵驚木桃子事件ファイル 断崖絶壁の女』『安来のぞんび』
『ハンザケ』『ROCK IN 軽トラ』『臭れ縁』『ぽっぷこーんズ』

18:15～19:15
『走れ！走れ走れメロス』　
三刀屋高校掛合分校演劇同好会の挑戦を追ったドキュメンタリー。
第14回下北沢映画祭コンペティションで4冠受賞。

16:25～16:45 永岡俊幸監督アフタートーク

11/12［土］ 

10/8［土］ 

会　　場　島根県民会館中ホール
料　　金　一日通し券500円
問 合 せ　島根県民会館チケットコーナー TEL.0852-22-5556

開催時間　開場12：15／上映13：00～19：15
そ の 他　託児サービスは休止中です。

エンターテイナー

クレマチスの窓辺

走れ！走れ走れメロス

S i n c e 1 9 7 2
島根県民会館

名画劇場

上映情報

たたら～変わらない、それは幸せを願う気持ち～

しまね映画塾2022 in 玉湯
作品発表上映会

11/23［水・祝］
会場／松江市 玉湯公民館
開場12：30／開演13：00／終演17：30（予定）

ナビゲーター

ゲ　ス　ト

錦織 良成（しまね映画塾塾長）

司　　会 おがっち（フリーアナウンサー）

北川れい子（映画評論家）
日下部元孝（映像編集技師）
ＦＲＯＧＭＡＮ（映像クリエイター・声優・監督）

【問合せ】
しまね映画祭実行委員会事務局（島根県民会館）
TEL.0852-22-5502

入場無料

12月の
名画劇場は
お休み

いたします。

20
祝

ANNIV
ERSARY

※出演者は都合により変更になる場合がございます。

4

テーマ映画

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、しまね映画祭上映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！

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

『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］ 
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。

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」。今年は玉湯町を舞台に撮影したしまね映画塾でしか生まれない・
出会えない10作品を一挙上映！！ゲストによる愛のあふれる辛口コメントもお楽しみに！

テーマ映画

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』

各種SNSも
やってます！ ➡

（2022年/日本/101分） （2021年/日本/113分）

掲載内容は2022年10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

11/3［木・祝］・5［土］・6［日］
●会場／メテオプラザ

①開演11：00（開場10：30） ②開演15：30（開場15：00）
●料金／【全席指定】大人(高校生以上)2,500、
　　　　小人(3歳以上～中学生)2,000（当日各500増）
　※3歳未満の膝上鑑賞無料（席が必要な場合は有料）
●問合せ／メテオプラザ　TEL.0852-72-3939

ミュージカル♫ あいと地球と競売人
【松江公演】

11/20［日］
●会場／斐川文化会館

※残席わずか【出雲公演】

11/19［土］ 開演14：00（開場13：30）

●会場／アルテピア
●料金／【全席自由】一般2,500（当日500増）、学生500
　※学生券は大学生以下が対象。入場時、要学生証等提示　
　※未就学児入場不可　
●問合せ／アルテピア　TEL.0854-21-0101

あるてぴあ寄席　講談

11/19［土］ 開演18：00（開場17：30）

●会場／ビッグハート出雲
●料金／【全席自由】大人2,500、学生1,000　※未就学児入場不可
●問合せ／出雲楽友協会事務局　TEL.090-2003-3227

プレミアム・コンサート・シリーズ Vol.11
ー生誕200年 フランクを讃えてー

11/26［土］ 開演18：30（開場18：00）

●会場／島根県立石見美術館　
●料金／【全席自由】2,000　※定員５０人　※未就学児入場不可　
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

森鷗外没後100年記念　
朗読の夕べ 文学と美術のあわいに

12/15［木］ 開演13：00（開場12：00）

●会場／出雲市民会館　
●料金／【全席指定】S席5,000、A席4,000　※未就学児入場不可
●問合せ／コスモスSS音楽企画　TEL.090-8801-0498

川野夏美＆彩青二人のコンサート 出雲公演

12/17［土］ 開演14：00（開場13：30）

●会場／アルテピア　
●料金／【全席自由】一般3,000、学生1,500（当日各500増）
　※学生券は大学生以下が対象。入場時、要学生証等提示
●問合せ／アルテピア　TEL.0854-21-0101

HAGANE MUSIC 2022 第四弾 カテリーナ＆斉藤浩

12/3［土］ 開演14：00（開場13：15）

●会場／出雲市民会館
●料金／【全席指定】一般4,000、高校生以下2,000 ※4歳以上有料
●問合せ／出雲市芸術文化振興財団　TEL.0853-21-7580

オペラシアター こんにゃく座公演　
オペラ「森は生きている」【オーケストラ版】

12/4［日］ 開演15：00（開場14：30）

●会場／石央文化ホール　
●料金／【全席自由】一般3,000、大学生以下2,000（当日各500増）
　※３歳以下膝上鑑賞無料（席が必要な場合は有料）
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

オペラシアター こんにゃく座公演　
オペラ「森は生きている」【ピアノ版】

11/27［日］ 開演9：00（開場8：30）

●会場／江津市総合市民センター　
●料金／【全席自由】大人2,000（当日500増）、中学生以下無料
●問合せ／江津市観光協会　TEL.0855-52-0534

日本遺産認定記念大会 江津市石見神楽大会

※３歳未満入場不可

11/5［土］ 開演18：00（開場17：00）

●会場／松江市市民活動センター
●料金／【全席自由】2,000 ※未就学児無料（メールにて要事前連絡）　
●問合せ／くぎくぎコンサート実行委員会
　メール： marikohamadalive1234＠gmail.com

浜田真理子のくぎくぎmiuniコンサート in 松江
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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

6

　ぶどう、柿、りんご、梨、きのこ、栗―。
　「秋」に実る“美味しいもの”を集めて、１階の
プロムナードギャラリーにて季節の飾りつけを
しました。
　展示を目で楽しんでもらうだけでなく、
「味覚狩り」と称して、壁面にたわわに
実った“美味しいもの”を自分で収穫で
きる企画で、小さなお子様から大人の
方にも沢山収穫してもらいました！
　今後も“ちょっぴり”ほっこりしても
らえるような企画もご準備して、みな
さまのご来館をお待ちしております♪

季節の飾りつけ
参加型展示 ～秋の味覚狩り♪～報 告

ファッションショーを行いました！

オペラ衣裳ファッションショーを9月11日に共用

ロビーで開催しました。

　初めての取り組みに舞台職員も苦慮しながらのステージ

設営でしたが、努力の甲斐あってとても素敵なステージが…！！

　当日はオペラの合唱団、衣裳ワークショップ参加者やその

お知り合い、米子文化服装専門学校の生徒さんなど全員で

36名の方に出演して頂きました。

　JAPAN LIVE YELL project 島根プログラムを広くたくさんの皆さんに知っ
て頂くために、テレビ・ラジオなどでもイベントのお知らせを行っています。こちら
の画面をテレビでご覧になられた方もいらっしゃるのではないでしょうか？皆さんと
ライブが出会うきっかけになっていたら嬉しいです。

　エフエム山陰「FRIDAY×FRIDAY」内では、「JAPAN LIVE YELL 
project 島根プログラム」のコーナーが9月からスタート！各イベントの担当
者や時には出演者が（！）生電話出演で、番組パーソナリティーとライブの
魅力・見どころなどを語っています♪

���
シマ
カル ・ コ ネ タ

　また、衣裳はワークショップで

皆さんから頂いた古着をリメイクした

もの、新しく作ったものなどを含むなんと50着もの衣裳が登場

し、約50分のショーは大盛り上がり！

　ワークショップでは2月に向けてまだまだ新しい衣裳を製作

する予定です。本番ではどのような衣裳が見れるのかますま

す楽しみになるファッションショーでした。

公式サイト

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　12/10［土］ 14：00開演
● 会 場　匹見タウンホール
● 料 金　全席自由・税込 500円 ※未就学児無料
            （要事前申込/定員80人）

劇団四季ミュージカル 人間になりたがった猫
● 日 時　11/3［木・祝］ 13：30開演
● 会 場　江津市総合市民センター（ミルキーウェイホール）
● 問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

● 日 時　11/12［土］ 14：00開演
● 会 場　隠岐島文化会館
● 料 金　全席自由・税込 
　　　 一般1,000円、学生500円

● 問合せ／隠岐島文化会館 TEL.08512-2-0237 

薩摩琵琶・唄／坂田美子（薩摩琵琶奏者）
語り・脚本／亀尾佳宏（高校教諭・劇作家・演出家）

琵琶で旅する耳感旅行 #3 隠岐 ～小野篁配流譚

● 日 時　11/12［土］ ①10：50 ②13：30
● 会 場　松江・森の演劇ゾーンの大型テント
● 料 金　全席自由・税込       一般2,500円
　　　　　　　   18歳未満500円
● 問合せ／松江・森の演劇祭 運営本部
　 　　　　TEL.0852-54-2400

第7回 松江・森の演劇祭　びり＆ブッチィー

● 問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

詳しくはこちら▲

ともとものガラクタ音楽会 in 匹見

● 日 時　12/11［日］ 14：00開演
● 会 場　三隅中央会館
● 料 金　全席自由・税込 500円 ※未就学児無料
            （要事前申込/定員150人）

ともとものガラクタ音楽会 in 三隅

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

SOLD OUT！

毎週金曜
15:45頃
  ＯＮ ＡＩＲ！

その他にも11/5～13の期間で楽しいアートが目白押し！

7

※2022年10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

6（日）

開場16：00
開演17：00 大ホール sumika Live Tour 2022-2023 「Ten to Ten」 SOLD OUT

（注釈付き指定席等販売あり）
夢番地岡山
086-231-3531

展示 
ホール

第20回島根県民文化祭特別参加展 「硬筆アート展」 
〈6〜12日〉9:00〜17:00 〈13日〉9:00〜15:30 無料 島根県文化国際課

0852-22-6464

11（金） 開場17：30
開演18：30 大ホール 斉藤和義 弾き語りツアー「十二月〜 2022」 7,700円 夢番地岡山

086-231-3531

12（土） 開場12：15
開演13：00 中ホール 名画劇場 島根のインディーズ映画特集

▶詳しくは p4 へ １日通し券500円 島根県民会館チケットコーナー
0852-22-5556

13（日）

開場13：30
開演14：00 中ホール 春雨や落雷 春雨や流真打昇進十周年 

春雨や一門会
〈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

落雷事務所
090-3177-2599

開場15：40
開演16：00

多目的 
ホール

第67回高学年例会 
CAN 青芸公演『未確認ともだち物体』 有料（要問合せ） おやこ劇場松江センター

0852-22-4937

18（金） 開場18：00
開演18：30 大ホール 劇団民藝公演『泰山木の木の下で』 会員制 松江市民劇場

0852-26-3094

19（土）

開場13：00
開演14：00 大ホール ハートフルコンサート in しまね 2022 無料(要整理券） 松江地区防衛協会事務局

0852-23-1616

開場14：15
開演15：00 中ホール にぎやかな日々 in 松江 無料(要事前申込） 島根県民会館文化事業課

0852-22-5502

20（日） 開場13：00
開演13：30 中ホール 第7回 浪曲口演会松江公演 

落語と津軽三味線
〈前売〉2,000円 
〈当日〉2,500円

iPad 浪曲愛好会松江（安部）
080-1641-6753

26（土）

開場14：30
開演15：00 大ホール 《島根大学連携企画》

島根大学管弦楽団 第68回定期演奏会　▶詳しくは p3 へ 無料 島根大学 河添研究室
0852-32-6317

開場13：00
開演13：30 中ホール 第67回島根大学邦楽部 定期演奏会 無料 大野

070-7589-3064

30（水）
①開場13：15
　開演14：00
②開場17：15
　開演18：00

大ホール 梅沢富美男劇団特別公演 梅沢富美男＆研ナオコ 
アッ！とおどろく夢芝居ー 2022 ー

S席7,700円、A席5,500円、
GLチケット2,200円

グッドラック・プロモーション
086-214-3777

開催日 時　間 会　場 催　事　名 料　金　（税　込） 問合せ

1（木） 開場18：00
開演19：00 中ホール ハンバート ハンバート ツアー 2022 

「私たちはしぶとく歌う」　 6,000円 artos Book Store
0852-21-9418

7（水） 開場17：30
開演18：30 大ホール 上田正樹 コンサートツアー2022 A席5,500円、B席4,500円 MIN-ON 中国

082-567-0585

11（日） 開場13：30
開演14：00 大ホール 第31回県民手づくり「第九」コンサート in 島根

▶詳しくは p3 へ
〈前売〉一般2,500円、小中高生1,200円 
〈当日〉一般3,000円、小中高生1,500円

島根第九をうたう会（菊池）
090-4694-9389

19（月） 開場17：30
開演18：00 中ホール ステージテクニカルアカデミー2022 島根県舞台芸術セミナー

プレイベント オペラ衣裳セミナー　▶詳しくは p3 へ 無料（要事前申込） 島根県民会館舞台振興グループ
0852-22-5510

20
・21

（火）
（水）

開場  9：00
開演  9：30

大ホール
中ホール

ステージテクニカルアカデミー2022 
島根県舞台芸術セミナー 無料（要事前申込） 島根県民会館舞台振興グループ

0852-22-5510

24（土） 開場13：00
開演13：30 大ホール 第63回（吹奏楽）・第66回（合唱）

島根大学吹奏楽団・声専合唱団定期演奏会 無料 島根大学 小坂研究室
0852-32-6320

11月

12月

November

December
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　ぶどう、柿、りんご、梨、きのこ、栗―。
　「秋」に実る“美味しいもの”を集めて、１階の
プロムナードギャラリーにて季節の飾りつけを
しました。
　展示を目で楽しんでもらうだけでなく、
「味覚狩り」と称して、壁面にたわわに
実った“美味しいもの”を自分で収穫で
きる企画で、小さなお子様から大人の
方にも沢山収穫してもらいました！
　今後も“ちょっぴり”ほっこりしても
らえるような企画もご準備して、みな
さまのご来館をお待ちしております♪

季節の飾りつけ
参加型展示 ～秋の味覚狩り♪～報 告

ファッションショーを行いました！

オペラ衣裳ファッションショーを9月11日に共用

ロビーで開催しました。

　初めての取り組みに舞台職員も苦慮しながらのステージ

設営でしたが、努力の甲斐あってとても素敵なステージが…！！

　当日はオペラの合唱団、衣裳ワークショップ参加者やその

お知り合い、米子文化服装専門学校の生徒さんなど全員で

36名の方に出演して頂きました。

　JAPAN LIVE YELL project 島根プログラムを広くたくさんの皆さんに知っ
て頂くために、テレビ・ラジオなどでもイベントのお知らせを行っています。こちら
の画面をテレビでご覧になられた方もいらっしゃるのではないでしょうか？皆さんと
ライブが出会うきっかけになっていたら嬉しいです。

　エフエム山陰「FRIDAY×FRIDAY」内では、「JAPAN LIVE YELL 
project 島根プログラム」のコーナーが9月からスタート！各イベントの担当
者や時には出演者が（！）生電話出演で、番組パーソナリティーとライブの
魅力・見どころなどを語っています♪

���
シマ
カル ・ コ ネ タ

　また、衣裳はワークショップで

皆さんから頂いた古着をリメイクした

もの、新しく作ったものなどを含むなんと50着もの衣裳が登場

し、約50分のショーは大盛り上がり！

　ワークショップでは2月に向けてまだまだ新しい衣裳を製作

する予定です。本番ではどのような衣裳が見れるのかますま

す楽しみになるファッションショーでした。

公式サイト

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　12/10［土］ 14：00開演
● 会 場　匹見タウンホール
● 料 金　全席自由・税込 500円 ※未就学児無料
            （要事前申込/定員80人）

劇団四季ミュージカル 人間になりたがった猫
● 日 時　11/3［木・祝］ 13：30開演
● 会 場　江津市総合市民センター（ミルキーウェイホール）
● 問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

● 日 時　11/12［土］ 14：00開演
● 会 場　隠岐島文化会館
● 料 金　全席自由・税込 
　　　 一般1,000円、学生500円

● 問合せ／隠岐島文化会館 TEL.08512-2-0237 

薩摩琵琶・唄／坂田美子（薩摩琵琶奏者）
語り・脚本／亀尾佳宏（高校教諭・劇作家・演出家）

琵琶で旅する耳感旅行 #3 隠岐 ～小野篁配流譚

● 日 時　11/12［土］ ①10：50 ②13：30
● 会 場　松江・森の演劇ゾーンの大型テント
● 料 金　全席自由・税込       一般2,500円
　　　　　　　   18歳未満500円
● 問合せ／松江・森の演劇祭 運営本部
　 　　　　TEL.0852-54-2400

第7回 松江・森の演劇祭　びり＆ブッチィー

● 問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

詳しくはこちら▲

ともとものガラクタ音楽会 in 匹見

● 日 時　12/11［日］ 14：00開演
● 会 場　三隅中央会館
● 料 金　全席自由・税込 500円 ※未就学児無料
            （要事前申込/定員150人）

ともとものガラクタ音楽会 in 三隅

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

SOLD OUT！

毎週金曜
15:45頃
  ＯＮ ＡＩＲ！

その他にも11/5～13の期間で楽しいアートが目白押し！
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掲載内容は2022年10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

益田糸操り人形 隠岐公演
●会場／隠岐島文化会館 
●料金／【全席自由】一般500（前売・当日同料金）、高校生以下無料 
　　　　※高校生以下は無料入場券が必要。当日要身分証提示 
●問合せ／グラントワ TEL.0856-31-1860

10/29［土］ 開演15：30（開場15：00）

春雨や一門会
●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 
　　　　　　　　　※未就学児入場不可 
●問合せ／落雷事務所　TEL.090-3177-2599

11/13［日］ 開演14：00（開場13：30）

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
●会場／島根県民会館 中ホール 
●料金／【全席指定】一般2,000、高校生以下1,000 
　　　　※未就学児膝上無料 
●問合せ／松江プラバ少年少女合唱隊事務局（桑木）
　　　　　TEL.070-5671-8560

10/30［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
第７回浪曲口演会 松江公演
●会場／島根県民会館 中ホール 
●料金／【全席自由】〈前売〉一般2,000〈当日〉一般2,500、高校生以下無料 
●問合せ／iPad浪曲愛好会松江（安部） TEL.080-1641-6753

11/20［日］ 13:30（開場13:00）

第31回県民手づくり「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、小中高生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

12/11［日］ 14:00（開場13:30）

ヴァイオリン＆ハープ デュオX［iksa］（イクサ）Live
●会場／鹿島文化ホール 
●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／松江音楽協会 TEL.0852-27-6000

11/23［水・祝］ 14:00（開場13:30）

しまね県民オペラ2023　ラ・ボエーム
●会場／島根県民会館 大ホール 
●料金／【全席指定】Ｓ席6,000、A席5,000、B席4,000
　　　　U-30チケット3,000（30歳以下対象／座席指定可／
　　　　当日要身分証提示）※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

2023年 2/25［土］・26［日］ 開演15：00（開場14：00）

2022 年 10月20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

次号発行予定：2022 年 12月20日／島根県民会館ほか県内公立ホールにて配布予定

印刷／武永印刷株式会社
〒693-0057 島根県出雲市常松町 394-1   
TEL.0853-21-1810  FAX.0853-21-1816

島根県民会館
ホームページ

Facebook twitter

島根県民会館情報誌【シマカル】vol.14 島根県民会館
公益財団法人 しまね文化振興財団

 ▶詳しくはp2へ

 ▶詳しくはp3へ

12/4
発売

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／

2023年 4月1日～2024年 3月31日に行われる文化事業
11月14日（月）～12月16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

2023年度 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」

当日消印有効

間
期
付
受 前

　
期

年度～
年度

古典からサブカルまで、

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


