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島根県民会館開館55周年おめでとう

　島根県民会館開館55周年おめでとうございます。

　ありがたいことに私達スターダスト☆レビューが島根

県民会館の使用最多バンドということで、今回お祝いとお

礼のコメントを書かせて頂いています。

　調べましたところ、93年のアルバム「Sola」のツアーが初

の島根県民会館でした。それから数えて30年で20回、さら

にこの3月の「ブギウギ ワンダー☆レビュー」のツアーで

21回目を迎えます。

　スターダスト☆レビューはツアーで全国を周れるバン

ドを目標にしていました。だから今もよく覚えています。

ツアーのお客さんが増え出したころ、スタッフから「中国

地区は2公演くらいだろう」と言われ「いや、スタ☆レビは

島根も鳥取も行きたい」と答えました。あれから30年、島根

のライブは回数を重ねるごとにお客さんの反応も大きく

なり、今では全国の100公演の中でも10本の指に入るほど

の盛り上がりを見せてくれます。この会館は2階席であろ

うと1階席奥であろうと、どこからでも観やすく、それも盛

り上がりを作ってくれる一因でしょう。なにより、この会

館の壁には30年分のスタ☆レビのライブの音とお客さん

の熱い歓声が染み込んでいます。さらに、この55年間で幾

多のミュージシャン達の素晴らしい音も染みこんだ伝統

あるホールです。

　3月のライブはそんな島根県民会館の55周年をお祝い

するライブになるでしょう。ぜひこの機会に、この会館の

素晴らしさを、ツアーの度に訪れるスターダスト☆レ

ビューの島根愛をご覧になってください。

スターダスト☆レビュー　根本 要

パーカッションの林“VOH”紀勝は病気療養中のために出演致しません。予め、ご了承ください。

3/11［土］開演17：30（開場16：30）
島根県民会館 大ホール
●料金／全席指定・税込

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

●発売プレイガイド　　　
　　　　　　　　　 :【WEB受付】＊Lｺｰﾄﾞ：62121 http://l-tike.com/
　　　　　　　　　 :【WEB受付】＊Pｺｰﾄﾞ：227‐830 http://t.pia.jp/
　　　　　　　　　 :【WEB受付】 http://eplus.jp
　日本海テレビ・オンラインチケット:
　　　　　　　　　  【WEB受付】 https://www.nkt-tv.co.jp

一般7,800円、対象者限定割引7,500円

※未就学児童入場不可
※対象者限定割引：25歳以下のお客様、65歳以上のお客様、障がい者手帳をお持ちのお客
様とその介助者(1名に付き1名)。公演当日に免許証・保険証等の年齢確認ができるもの、
障がい者手帳をお持ち頂き、入場時にて確認させて頂きます。

スターダスト☆レビュー
2022～2024年の全国コンサート・ツアー。
2021年3月以来となる島根公演がいよいよ開催！

2023年に開館
55周年を迎え

る島根県民会館
。

根本 要（Vocal 
/Guitar）さんより

メッセージが届
きました！

ローソンチケット
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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。　・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。

問合せ／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：2/27、2/28、3/13、3/24、4/10、4/24〉

掲載内容は2023年2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（※3、4ページ掲載の公演）

♪
♪

プッチ
ーニの誕生日！プッチ
ーニの誕生日！

島根県民会館 2023年度

上半期ラインナップ
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SUPER BEAVER 
都会のラクダ 
HALL TOUR 2023 
～ラクダ紀行、ロマン飛行～

南こうせつ
コンサート

東京バレエ団 子どものためのバレエ
『ドン・キホーテの夢』

開演18:00（開場17:00）

詳細は次号にて発表！

4/29［土・祝］

8/8［火］

9/30［土］

おたのしみに～！

●会場／島根県民会館 大ホール　
●問合せ／夢番地　TEL.086-231-3531

●会場／島根県民会館 大ホール
●問合せ／島根県民会館チケットコーナー TEL.0852-22-5556

開演18:30（開場17:30）6/9［金］
●会場／島根県民会館 大ホール　
●料金／8,888円
●問合せ／夢番地　TEL.086-231-3531

●会場／島根県民会館 
　　　　大ホールSOLD

 OUT

ジュジュ苑スペシャル
「スナックJUJU 2023」
～47都道府県出店！！ “あのママ”が
　JUJU20周年を勝手に前祝い全国ツアー～

2023年9月に島根県民会館は開館55周年を迎えます！

春からも多彩な公演を予定しています。お見逃しなく！！

6/17［土］

開催予定♪ も

はじめての
バレエレッスン体験会

詳細は決まり次第、島根県民会館ホームページ
にてお知らせします！

島根県民会館開館55周年おめでとう

　島根県民会館開館55周年おめでとうございます。

　ありがたいことに私達スターダスト☆レビューが島根

県民会館の使用最多バンドということで、今回お祝いとお

礼のコメントを書かせて頂いています。

　調べましたところ、93年のアルバム「Sola」のツアーが初

の島根県民会館でした。それから数えて30年で20回、さら

にこの3月の「ブギウギ ワンダー☆レビュー」のツアーで

21回目を迎えます。

　スターダスト☆レビューはツアーで全国を周れるバン

ドを目標にしていました。だから今もよく覚えています。

ツアーのお客さんが増え出したころ、スタッフから「中国

地区は2公演くらいだろう」と言われ「いや、スタ☆レビは

島根も鳥取も行きたい」と答えました。あれから30年、島根

のライブは回数を重ねるごとにお客さんの反応も大きく

なり、今では全国の100公演の中でも10本の指に入るほど

の盛り上がりを見せてくれます。この会館は2階席であろ

うと1階席奥であろうと、どこからでも観やすく、それも盛

り上がりを作ってくれる一因でしょう。なにより、この会

館の壁には30年分のスタ☆レビのライブの音とお客さん

の熱い歓声が染み込んでいます。さらに、この55年間で幾

多のミュージシャン達の素晴らしい音も染みこんだ伝統

あるホールです。

　3月のライブはそんな島根県民会館の55周年をお祝い

するライブになるでしょう。ぜひこの機会に、この会館の

素晴らしさを、ツアーの度に訪れるスターダスト☆レ

ビューの島根愛をご覧になってください。

スターダスト☆レビュー　根本 要

パーカッションの林“VOH”紀勝は病気療養中のために出演致しません。予め、ご了承ください。

3/11［土］開演17：30（開場16：30）
島根県民会館 大ホール
●料金／全席指定・税込

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

●発売プレイガイド　　　
　　　　　　　　　 :【WEB受付】＊Lｺｰﾄﾞ：62121 http://l-tike.com/
　　　　　　　　　 :【WEB受付】＊Pｺｰﾄﾞ：227‐830 http://t.pia.jp/
　　　　　　　　　 :【WEB受付】 http://eplus.jp
　日本海テレビ・オンラインチケット:
　　　　　　　　　  【WEB受付】 https://www.nkt-tv.co.jp

一般7,800円、対象者限定割引7,500円

※未就学児童入場不可
※対象者限定割引：25歳以下のお客様、65歳以上のお客様、障がい者手帳をお持ちのお客
様とその介助者(1名に付き1名)。公演当日に免許証・保険証等の年齢確認ができるもの、
障がい者手帳をお持ち頂き、入場時にて確認させて頂きます。

スターダスト☆レビュー
2022～2024年の全国コンサート・ツアー。
2021年3月以来となる島根公演がいよいよ開催！

2023年に開館
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掲載内容は2023年2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

3/4［土］ 開演16：00（開場15:30）
5［日］ 開演14：00（開場13:30）

●会場／ラメール
●料金／【１階指定席】一般1,000、高校生以下500
　　　　【2階指定席】〈前売〉500〈当日〉800
　　　　※各公演250席限定　
●問合せ／ラメール　TEL.0854-49-8500

ラメールミュージカルスクール2023　
『ヘンゼルとグレーテル』

3/5［日］ 開演9：00（開場8:30）

●会場／石央文化ホール
●料金／〈前売〉高校生以上2,000、小・中学生1,000
　　　　〈当日〉高校生以上2,500、小・中学生1,300
　　　　〈障がい者割引〉前売・当日とも300円引き
●問合せ／日本石見神楽大会実行委員会　TEL.0855-24-1085

日本石見神楽大会
～石見神楽が繋ぐ地域間交流～

3/11［土］ 開演18：30（開場18:00）

●会場／大社文化プレイスうらら館
●料金／【全席自由】一般3,000、高校生以下1,000　
　※当日、ひとつ赤いものを持って（身に着けて）来てください。
●問合せ／竹下尚子ライブ実行委員会　TEL.090-2809-7995

竹下尚子 還暦 JAZZ LIVE

3/19［日］ 開演13：00（開場12:00）

●会場／三刀屋体育館アスパル
●料金／【全席自由】S席4,800、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

清水博正15周年記念コンサート

4/23［日］ 開演14：00（開場13:30）

●会場／アルテピア
●料金／【全席自由】〈前売〉一般1,800、高校生以下1,000
　　　　　　　　　〈当日〉一般2,000、高校生以下1,200　
●問合せ／松江フルートソサイエティー事務局
　　　　　TEL.090-4570-5447

フルートオーケストラの調べ
～保科洋氏を迎えて～

4/23［日］ 開演14：00（開場13:30）

●会場／島根県民会館中ホール
●料金／入場無料　※未就学児入場不可　
●問合せ／長岡　TEL.090-6513-8415

島根ピアノ同好会　第47回 演奏会

4/15［土］ 開演16：30（開場15:45）

●会場／島根県民会館大ホール
●料金／【全席指定】8,250　※6歳以上有料、5歳以下入場不可　
●問合せ／夢番地 岡山　TEL.086-231-3531

FANTASTICS LIVE TOUR 2023 
"FAN FAN JUMP"

5/14［日］ 開演17：30（開場16:30）

●会場／グラントワ
●料金／【全席指定】〈前売〉7,700
　　　　※３歳以下入場不可、４歳以上要チケット
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

森山直太朗20thアニバーサリーツアー
『素晴らしい世界』＜後篇＞

3/5［日］ 開演14：00（開場13:00）

●会場／出雲市民会館
●料金／入場無料　※事前・当日整理券あり
●問合せ／杵築　TEL.090-3173-2816

出雲交響吹奏楽団－縁－　
第11回　春の縁奏会

3/12［日］ 開演13：30（開場13:00）

●会場／八雲立つ風土記の丘
●料金／入場料200　※定員50人（要事前申込）
●問合せ／八雲立つ風土記の丘　TEL.0852-23-2485

八雲立つ風土記の丘　企画展「いにしえの時をさぐる」
開催記念イベント 早春コンサート

3/4㈯
発売

出演：山陰フィルハーモニー管弦楽団メンバー

SOLD OUT

先行販売あり
2/23～2/27
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Cinema
名画劇場

　11月23日、撮影の舞台となった玉湯町で、たくさんの方に見守られ
ながら「しまね映画塾2022 in 玉湯」で製作した10作品とメイキング映
像を上映しました。ゲストの皆様、開催にあたりご協力頂いた関係者の
皆様、そしてご来場頂いた皆様、本当にありがとうございました。
　しまね映画祭の企画として2003年にスタートしたしまね映画塾は、
今回で20回目。関係者で話合いを重ね、これを節目に20年の歴史に幕
を降ろすこととなりました。これまでに202作品、延べ1,403名の塾生
の皆さんと一緒に、島根県内を東へ西へ、さまざまな土地で作品を製作
してきました。今年は第１回（頓原）の参加者が久しぶりにお子さんを連
れて参加してくださったり、以前は高校生だった参加者が社会人になっ
てもどってきてくれたり、嬉しい再会もありました。
　この20年の集大成となった「しまね映画塾2022」は、いかがでした
でしょうか？まだご覧になっていない方は、ぜひしまね映画祭公式
YouTubeチャンネルでご覧くださいね♪

20年、ありがとうございました！

しまね映画塾2022 in
玉湯 作品発表上映会

会　　場　島根県民会館中ホール
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　託児サービスは休止しております。　　　　　
問 合 せ　島根県民会館チケットコーナー TEL.0852-22-5556

上
映
情
報

◆島根県民会館主催公演における来場者個人情報収集について

●名画劇場アフタートーク

●ブータン関連展示

「ブータン×島根がつなぐ未来」
ゲスト

秘密の森の、その向こう
世界中の人々が「生涯の一本」としてその胸に刻み付けた「燃ゆる
女の肖像」を生み出したセリーヌ・シアマが監督・脚本を手がけた
娘・母・祖母の3世代をつなぐ＜喪失＞と＜癒し＞の物語。胸が震え
るほどの深い余韻を約束する唯一無二の傑作をお届けします。
（2021年／73分／フランス）

紙漉き技術支援や教育を通してブータンとの交流に関わって
きたゲストによるトークを開催します。映画と合わせてブータン
をもっと知りたい方におすすめです。ご期待ください！

監督・脚本：セリーヌ・シアマ
出演：ジョセフィーヌ・サンス
　　　ガブリエル・サンス、ニナ・ミュリス
　　　マルゴ・アバスカル
公式サイト→https://gaga.ne.jp/petitemaman/

4/7［金］ 開場17:45/上映18:30
8［土］ 開場   9:45/上映10:30

© 2021 Lilies Films / France 3 Cinema

ブータン 山の教室
ヒマラヤ山脈、標高4800メートルにある秘境ルナナ村に響くブー
タン民謡。都会から来た若い先生と、村の人たちと子どもたちの心
の交流を描く。村人たちのシンプルながら尊い暮らしを圧倒的な
美しい映像で描き、グローバル化が進み、世界の景色が単一化す
るいま、“本当の豊さとは何か”を教えてくれるこの作品をお見逃し
なく。（2019年／110分／ブータン）

監督・脚本 : パオ・チョニン・ドルジ
出演：シェラップ・ドルジ
　　　ウゲン・ノルブ・へンドゥップ
　　　ケルドン・ ハモ・グルン、ペム・ザム　ほか
公式サイト→https://bhutanclassroom.com

3/11［土］  ①開場13:15/上映14:00
②開場17:45/上映18:30

©2019 ALL RIGHTS RESERVED

　劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」改
定に伴い、当館主催公演では来場者個人情報の収集を行いません。今後、当館
主催公演での新型コロナウイルス感染症に関する情報は、島根県民会館HPを
通じて告知します。
　公演終了後2週間は適宜、島根県民会館HPのご確認をお願いいたします。

報告

14：00～の回上映後 ビルカ・バハドウール・タマン氏 【ブータン国立農業研究所研究員、島根大学大学院在学中】
太田 幸輔氏 【元青年海外協力隊ブータン王国OV、津和野町０歳児からのひとづくり特命官】
安部 信一郎氏 【島根県ブータン友好協会会長、（公財）安部栄四郎記念館理事長】

入場無料（映画鑑賞のお客様のみ。夜の部鑑賞のお客様もご参加いただけます）

協力：島根県ブータン友好協会

関連
イベン

ト

●通常とは異なる日程となっていますのでご注意ください。
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掲載内容は2023年2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

3/4［土］ 開演16：00（開場15:30）
5［日］ 開演14：00（開場13:30）

●会場／ラメール
●料金／【１階指定席】一般1,000、高校生以下500
　　　　【2階指定席】〈前売〉500〈当日〉800
　　　　※各公演250席限定　
●問合せ／ラメール　TEL.0854-49-8500

ラメールミュージカルスクール2023　
『ヘンゼルとグレーテル』

3/5［日］ 開演9：00（開場8:30）

●会場／石央文化ホール
●料金／〈前売〉高校生以上2,000、小・中学生1,000
　　　　〈当日〉高校生以上2,500、小・中学生1,300
　　　　〈障がい者割引〉前売・当日とも300円引き
●問合せ／日本石見神楽大会実行委員会　TEL.0855-24-1085

日本石見神楽大会
～石見神楽が繋ぐ地域間交流～

3/11［土］ 開演18：30（開場18:00）

●会場／大社文化プレイスうらら館
●料金／【全席自由】一般3,000、高校生以下1,000　
　※当日、ひとつ赤いものを持って（身に着けて）来てください。
●問合せ／竹下尚子ライブ実行委員会　TEL.090-2809-7995

竹下尚子 還暦 JAZZ LIVE

3/19［日］ 開演13：00（開場12:00）

●会場／三刀屋体育館アスパル
●料金／【全席自由】S席4,800、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

清水博正15周年記念コンサート

4/23［日］ 開演14：00（開場13:30）

●会場／アルテピア
●料金／【全席自由】〈前売〉一般1,800、高校生以下1,000
　　　　　　　　　〈当日〉一般2,000、高校生以下1,200　
●問合せ／松江フルートソサイエティー事務局
　　　　　TEL.090-4570-5447

フルートオーケストラの調べ
～保科洋氏を迎えて～

4/23［日］ 開演14：00（開場13:30）

●会場／島根県民会館中ホール
●料金／入場無料　※未就学児入場不可　
●問合せ／長岡　TEL.090-6513-8415

島根ピアノ同好会　第47回 演奏会

4/15［土］ 開演16：30（開場15:45）

●会場／島根県民会館大ホール
●料金／【全席指定】8,250　※6歳以上有料、5歳以下入場不可　
●問合せ／夢番地 岡山　TEL.086-231-3531

FANTASTICS LIVE TOUR 2023 
"FAN FAN JUMP"

5/14［日］ 開演17：30（開場16:30）

●会場／グラントワ
●料金／【全席指定】〈前売〉7,700
　　　　※３歳以下入場不可、４歳以上要チケット
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

森山直太朗20thアニバーサリーツアー
『素晴らしい世界』＜後篇＞

3/5［日］ 開演14：00（開場13:00）

●会場／出雲市民会館
●料金／入場無料　※事前・当日整理券あり
●問合せ／杵築　TEL.090-3173-2816

出雲交響吹奏楽団－縁－　
第11回　春の縁奏会

3/12［日］ 開演13：30（開場13:00）

●会場／八雲立つ風土記の丘
●料金／入場料200　※定員50人（要事前申込）
●問合せ／八雲立つ風土記の丘　TEL.0852-23-2485

八雲立つ風土記の丘　企画展「いにしえの時をさぐる」
開催記念イベント 早春コンサート

3/4㈯
発売

出演：山陰フィルハーモニー管弦楽団メンバー

SOLD OUT

先行販売あり
2/23～2/27
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３年ぶりに開催される「トヨタ青少年オーケストラキャンプ」。
全国から若き演奏者たちが島根に集い、第一線で活躍しているプロ
の演奏家の指導のもと４日間の合宿をおこないます。合宿３日目に
は来年の特別発表会のプレコンサートとして、参加者によるコン
サートを行います！

第39回 トヨタ青少年オーケストラキャンプ
日本青少年交響楽団
プレコンサート

Toyota Youth Orchestra Camp

開場1５：30／開演1６：00
3.28［Tue］ 

入場無料
途中入退場自由
未就学児入場可

島根県民会館 大ホール

問合せ：山陰フィルジュニアオーケストラ（加藤）TEL.090-7540-1035

指 揮 現田茂夫
曲 目 アンダーソン／舞踏会の美女

久石譲／さんぽ・となりのトトロ
チャイコフスキー／スラヴ行進曲

トヨタ青少年オーケストラキャンプとは…1985年から毎年１回、全国を回り青少年を対象として（公社）日本アマチュアオーケストラ連盟とトヨタ自動車 ( 株 ) とが連携して開催してい
る３泊４日の音楽漬けのオーケストラキャンプ。第一線で活躍しているプロの演奏家を講師に招き、その指導のもとで全国から集まった青少年が「自分たち自身の手による運営」をモットー
に合宿形式で練習することで、演奏技術を学び、その体験を地元に持ち帰り、地域のオーケストラ活動に生かすことを目的としています。
２年間を１単位として開催され、来年は成果を特別演奏会として発表します。

● 拝聴させて頂いた講座全て、内容が豊富で、初めて知る事が多くありました。 
各講師の取り組みが分かりやすく紹介されていました。

● 文化芸術そのものの価値だけではなく、いかに地域貢献（教育や経済、観
光など）に繋げていくかということを知りたかったので、まさにそのよう
なお話が聞けてよかったです。

情報収集スポットあります！

　島根県民会館には、山陰を中心としたイベントのDMやポスター
が集結する場所が存在します。イベントはさまざまで、美術館の
展示や映画の上映、コンサートや落語、マルシェなどなど。

　「イベントのポスターを貼りたい！」
「どこかにチラシを置いて宣伝したい！」
という方がいらっしゃいましたら、
チケットコーナーまでお持ち寄りください。

　ポスターはスペースが
空き次第、時期が近いものから順に貼り出します。
スタッフがパズルのように隙間なく埋める努力をしていますが、
あまりに大きなものや、タイミング次第ではスペースが足りな
くなることも…。サイズはB2（515×728mm）がベストです！

���
シマ
カル ・ コ ネ タ

報 告

問合せ 島根県民会館チケットコーナー TEL.0852-22-5556

アンケートより

インドネシアの民族音楽「ガムラ
ン」の演奏や舞踏、影絵芝居を鑑
賞。どんな種類の楽器がありどん
な音がするのか実際に楽器に触
れ、影絵体験では自分たちで物
語を作って楽しみました。

ガムランワークショップ
狂言の構えや歩き方、発声法を
教わり、「柿山伏」の一場面を演
じてみました。
所作を体験することで狂言につ
いても興味が深まり、伝統芸能
に親しむことができました。

狂言ワークショップ

島根県民会館は多感な子どもたちの想像力やコミュニケーション能力などの生きる力を育みたいと考え、学校に様々な分野のアー
ティストを派遣し、子どもたちに芸術や創作活動についての話や実演、芸術体験を届ける『芸術家学校派遣事業』を実施しています。
これまでいわみ芸術劇場と共に、11年間で学校とアーティストをつなぐコーディネートをのべ441校で行ってきました。
　今年度は県内40校で実施。その中からいくつかご紹介します。

芸術家学校派遣事業を実施しました！

報 告

　「劇場の未来～これまでとこれからを考える～」とテーマを置き、3日間合計12のプログラムを学びました。
　島根県民会館がプロのオペラ歌手と県民の皆さんで創る、しまね県民オペラ2023『ラ・ボエーム』（２月25・26日）のプレイベントと
して開催した「オペラ衣裳セミナー」では、舞台衣裳がもたらす効果などの話をうかがって、本番がますます楽しみになってきました。
　映画のサラウンドオーディオを学ぶスペシャルセミナー「ドルビーアトモス」は、体験するコーナーが設けられ、音声技術の進化を肌で
感じ、知識や見識の高い各講師のお話しは、劇場やホールが直面する課題を時折実体験も交えながら、知識深まるセミナーとなりまし
た。参加者の方々は、舞台演出空間を彩る音響や照明、舞台に関連するもの、新型コロナウイルス対策などにも対応する最新機器の展
示にも関心が高く、劇場やホールの改修計画などに向けての情報収集が出来た様子でした。
　コロナ感染者が増加傾向にあった12月中旬の開催でしたが、劇場やホールの職員、舞台技術者、事業を企画する職員など、島根県内

外から延べ60名の参加者をお迎えして、知識を深めるだけでなく、交流を図り情報交換することでより
魅力ある事業づくりについて学ぶことができました！

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を開催しました！

！

2022年

12月19日～21日　

7

※2023年2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

4（土）

開場15：30
開演16：00 大ホール 第30回松江高専吹奏楽部定期演奏会 無料 松江工業高等専門学校（加藤）

0852-36-5249
開場13：30
開演14：00 中ホール 第57回島根大学混声合唱団定期演奏会 無料 島根大学混声合唱団（荒木）

070-3772-4319

5（日） 開場12：30
開演13：30 大ホール 長寿の未来フォーラム

「フレイルと関係人口」 無料（要申込） NHK厚生文化事業団「長寿の未来フォーラム」係
03-5728-6633

10（金） 開場18：00
開演18：30 中ホール ［振替公演］ 劇団NLT公演 「Musical O.G.」 会員制 松江市民劇場

0852-26-3094

11（土）

開場16：30
開演17：30 大ホール スターダスト☆レビュー ツアー 2022 ～ 24 

「ブギウギ ワンダー☆レビュー」　▶詳しくは p2 へ
一般7,800円
対象者限定割引7,500円

キャンディープロモーション岡山
086-221-8151

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『ブータン 山の教室』 
▶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

16（木） 開場18：00
開演18：30 中ホール 劇団青年座公演「シェアの法則」 会員制 松江市民劇場

0852-26-3094

21（火） 開場14：15
開演15：00 中ホール 浜田真理子デビュー25周年記念コンサート 

Mariko Solo
一般4,500円 
Ｕ-30チケット2,000円

島根県民会館チケットコーナー
0852-22-5556

22（水） 開場12：30
開演13：00 大ホール 橋幸夫コンサート

 「人生は長いようであっという間 夢を持って生きよう！」
プレミアムチケット8,000円 
SS席6,800円

株式会社夢グループ
0570-666-443

28（火） 開場15：30
開演16：00 大ホール 第39回トヨタ青少年オーケストラキャンプ 

日本青少年交響楽団 プレコンサート　▶詳しくは下記へ 無料 山陰フィルジュニアオーケストラ（加藤）
090-7540-1035

開催日 時　間 会　場 催　事　名 料　金　（税　込） 問合せ

7（金） 開場17：45
開演18：30

中ホール 名画劇場『秘密の森の、その向こう』 
▶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

8（土） 開場  9：45
開演10：30

9（日） 開場  9：00
開演10：00 中ホール 国立音楽大学 進学ガイダンス＆体験レッスン 無料（要申込） 国立音楽大学 広報センター

042-535-9500

15（土）

開場15：45
開演16：30 大ホール FANTASTICS LIVE TOUR 2023 

"FAN FAN JUMP" SOLD OUT 夢番地岡山
086-231-3531

開場13：30
開演14：00 中ホール 六回目の立川志らく独演会 〈前売〉4,000円

〈当日〉4,500円
立川企画
03-6452-5901

23（日） 開場13：30
開演14：00 中ホール 島根ピアノ同好会　第47回演奏会 無料 島根ピアノ同好会（長岡）

090-6513-8415

29（土） 開場17：00
開演18：00 大ホール SUPER BEAVER 都会のラクダ HALL TOUR 2023 

～ ラクダ紀行、ロマン飛行 ～ SOLD OUT 夢番地岡山
086-231-3531

30（日） 開場13：30
開演14：00 中ホール 柳家喬太郎と林家彦いち in 松江 〈前売〉4,000円

〈当日〉4,500円
立川企画
03-6452-5901

3月

4月

March

April
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全国から若き演奏者たちが島根に集い、第一線で活躍しているプロ
の演奏家の指導のもと４日間の合宿をおこないます。合宿３日目に
は来年の特別発表会のプレコンサートとして、参加者によるコン
サートを行います！

第39回 トヨタ青少年オーケストラキャンプ
日本青少年交響楽団
プレコンサート

Toyota Youth Orchestra Camp

開場1５：30／開演1６：00
3.28［Tue］ 

入場無料
途中入退場自由
未就学児入場可

島根県民会館 大ホール

問合せ：山陰フィルジュニアオーケストラ（加藤）TEL.090-7540-1035

指 揮 現田茂夫
曲 目 アンダーソン／舞踏会の美女

久石譲／さんぽ・となりのトトロ
チャイコフスキー／スラヴ行進曲

トヨタ青少年オーケストラキャンプとは…1985年から毎年１回、全国を回り青少年を対象として（公社）日本アマチュアオーケストラ連盟とトヨタ自動車 ( 株 ) とが連携して開催してい
る３泊４日の音楽漬けのオーケストラキャンプ。第一線で活躍しているプロの演奏家を講師に招き、その指導のもとで全国から集まった青少年が「自分たち自身の手による運営」をモットー
に合宿形式で練習することで、演奏技術を学び、その体験を地元に持ち帰り、地域のオーケストラ活動に生かすことを目的としています。
２年間を１単位として開催され、来年は成果を特別演奏会として発表します。

● 拝聴させて頂いた講座全て、内容が豊富で、初めて知る事が多くありました。 
各講師の取り組みが分かりやすく紹介されていました。

● 文化芸術そのものの価値だけではなく、いかに地域貢献（教育や経済、観
光など）に繋げていくかということを知りたかったので、まさにそのよう
なお話が聞けてよかったです。

情報収集スポットあります！

　島根県民会館には、山陰を中心としたイベントのDMやポスター
が集結する場所が存在します。イベントはさまざまで、美術館の
展示や映画の上映、コンサートや落語、マルシェなどなど。

　「イベントのポスターを貼りたい！」
「どこかにチラシを置いて宣伝したい！」
という方がいらっしゃいましたら、
チケットコーナーまでお持ち寄りください。

　ポスターはスペースが
空き次第、時期が近いものから順に貼り出します。
スタッフがパズルのように隙間なく埋める努力をしていますが、
あまりに大きなものや、タイミング次第ではスペースが足りな
くなることも…。サイズはB2（515×728mm）がベストです！
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問合せ 島根県民会館チケットコーナー TEL.0852-22-5556

アンケートより

インドネシアの民族音楽「ガムラ
ン」の演奏や舞踏、影絵芝居を鑑
賞。どんな種類の楽器がありどん
な音がするのか実際に楽器に触
れ、影絵体験では自分たちで物
語を作って楽しみました。

ガムランワークショップ
狂言の構えや歩き方、発声法を
教わり、「柿山伏」の一場面を演
じてみました。
所作を体験することで狂言につ
いても興味が深まり、伝統芸能
に親しむことができました。

狂言ワークショップ

島根県民会館は多感な子どもたちの想像力やコミュニケーション能力などの生きる力を育みたいと考え、学校に様々な分野のアー
ティストを派遣し、子どもたちに芸術や創作活動についての話や実演、芸術体験を届ける『芸術家学校派遣事業』を実施しています。
これまでいわみ芸術劇場と共に、11年間で学校とアーティストをつなぐコーディネートをのべ441校で行ってきました。
　今年度は県内40校で実施。その中からいくつかご紹介します。

芸術家学校派遣事業を実施しました！

報 告

　「劇場の未来～これまでとこれからを考える～」とテーマを置き、3日間合計12のプログラムを学びました。
　島根県民会館がプロのオペラ歌手と県民の皆さんで創る、しまね県民オペラ2023『ラ・ボエーム』（２月25・26日）のプレイベントと
して開催した「オペラ衣裳セミナー」では、舞台衣裳がもたらす効果などの話をうかがって、本番がますます楽しみになってきました。
　映画のサラウンドオーディオを学ぶスペシャルセミナー「ドルビーアトモス」は、体験するコーナーが設けられ、音声技術の進化を肌で
感じ、知識や見識の高い各講師のお話しは、劇場やホールが直面する課題を時折実体験も交えながら、知識深まるセミナーとなりまし
た。参加者の方々は、舞台演出空間を彩る音響や照明、舞台に関連するもの、新型コロナウイルス対策などにも対応する最新機器の展
示にも関心が高く、劇場やホールの改修計画などに向けての情報収集が出来た様子でした。
　コロナ感染者が増加傾向にあった12月中旬の開催でしたが、劇場やホールの職員、舞台技術者、事業を企画する職員など、島根県内

外から延べ60名の参加者をお迎えして、知識を深めるだけでなく、交流を図り情報交換することでより
魅力ある事業づくりについて学ぶことができました！

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を開催しました！

！

2022年

12月19日～21日　
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Tチケット情報

ラメール弦楽合奏団 ー第３回 演奏会ー
●会場／ラメール
●料金／【全席自由】大人1,000、高校生以下500
　　　　※未就学児入場不可　※320席限定　　 
●問合せ／高橋　TEL.090-6436-7745

3/21［火・祝］ 開演15：00（開場14：30）

六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

4/15［土］ 開演14：00（開場13：30）

25th Anniversary 
高嶋ちさ子&加羽沢美濃 ～ゆかいな音楽会～
●会場／大田市民会館 
●料金／【全席指定】〈前売〉6,800〈当日〉7,300  ※未就学児入場不可
●問合せ／大田市民会館　TEL.0854-82-0938

5/6［土］ 開演14：00（開場13：15）

メテオプラザ1日周遊券
●会場／メテオプラザ 　●料金／大人1,200、高校生1,000 
●問合せ／メテオプラザ　TEL.0852-72-3939

オンラインチケット「シマチケ」
WEB会員 登録手数料無料！
入会は随時受付中！　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

柳家喬太郎と林家彦いち 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

4/30［日］ 開演14：00（開場13：30）

2023 年 2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：2023 年 4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.16 島根県民会館
公益財団法人 しまね文化振興財団

3/11
発売

お得な前売券

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　※未就学児入場不可　
　　　　※U-30（1992年以降生まれ）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

2/25［土］・26［日］ 開演15：00（開場14：00）

松江伝統芸能祭
●会場／松江テルサ 
●料金／【全席自由】〈前売〉一般1,000〈当日〉一般1,200
　　　　高校生以下無料（シマチケでは取り扱いなし）
●問合せ／松江伝統芸能祭実行委員会　TEL.0852-55-5517

3/12［日］ 開演13：00（開場12：00）

浜田真理子デビュー25周年記念コンサート　
Mariko Solo
●会場／島根県民会館中ホール
●料金／【全席指定】一般4,500、U-30チケット2,000　
　　　　※U-30（1992年以降生まれ）当日要身分証明書 
　　　　※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

3/21［火・祝］ 開演15：00（開場14：15）

掲載内容は2023年2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。

撮影：山田雅子


