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浜田真理子
デビュー25周年記念コンサート

Mariko Solo 



ファーストアルバムリリースから25年が経ちました。

月日が経つのはあっという間ですね。

さまざまな経験を経て、ふたたびソロでコンサートを行います。

懐かしいオリジナル曲もやってみようと思っています。

たくさんのお出かけをお待ちしています。

3/21［火・祝］
2023年

開演15：00（開場14：15）

島根県民会館 シマチケメンバーズ

1/7［土］10：00 ～ 13［金］ 23：59
※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

待望の

mariko maga
zine vol.2

発 売！

浜田真理子ファン待望の「mar iko 
magazine」が、なんと7年ぶりに発刊
されました。
久保田麻琴さん、小泉今日子さん、
佐藤利明さん、Marinoさんなど、
関係深い方々の特別インタ
ビューのほか、浜田真理子エッ
セイ、全アルバムセルフ解説
など読み物として充実した124ページ！
ライブ会場限定で販売中。どうぞお買い逃しなく！

島根県民会館 中ホール
●料金／全席指定・税込

一般4,500円、Ｕ-30チケット 2,000円
※未就学児入場不可　　
※Ｕ-30チケットは、1992年以降生まれの方が対象です。公演当日に年齢の
わかる身分証をご提示ください。
※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。

浜田真理子
デビュー25周年記念コンサート

Mariko Solo 
浜田真理子（vｏｃａｌ/ｐｉａｎｏ）

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
2023年3月に開催決定！
今回のタイトルは“Mariko Solo”
衝撃のデビューから25年。
これまでに生み出した名曲の数々をソロでお届けする
濃密なコンサートを開催します。
“浜田真理子の世界”をたっぷりと、ご堪能ください。

1/14［土］
チケット一般発売
先行販売あり

Message from 浜田真理子

Andante　￥1,500（tax in）
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12/22［木］
申込受付開始

■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：P6のカレンダーでご確認ください〉

掲載内容は2022年12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）

チケット
好評
発売中！

SOLD OUT

プッチ
ーニの誕生日！プッチ
ーニの誕生日！
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オペラってなに？『ラ・ボエーム』ってどんなお話？
国内外で数多くのオペラ公演を手掛けてきた演出家・高島勲氏が、
オペラの楽しみ方や作品の見どころを分かりやすく解説します。
野津美和子さん（ソプラノ歌手）の歌唱もありますよ♪
2/25（土）・26（日）に上演する本公演とあわせてお楽しみください！

島根県松江市出身の石原慎也さんがボーカル・ギターを務める
Saucy Dog。“自身最大規模”の全国ライブツアーは、島根県民
会館公演2daysを皮切りに全国31公演をまわります。
NHK紅白歌合戦の初出場も果たしたメンバーが島根県民会館
に“初上陸”です！

世界中の人々から愛され続けているプッチーニの最高傑作『ラ・ボエーム』。
この冬、いよいよ島根県民会館で上演します。ご期待ください。

Pick  Up  E v e n tイベント情報

初めてオペラを鑑賞するあなたへ
Ｗhat's オペラ？ Let's オペラ！

▶ 2days！
Saucy Dog 
HALL TOUR 2023
“in your life"

 野津美和子高島勲

11：00～12：00（受付10:30～）2023年1/22［日］

開演19:00（開場18:00）1/13［金］
2023年

開演18:00（開場17:00）1/14［土］

2023年 2/25［土］・26［日］開演15：00（開場14：00）

お申込はこちら▶

しまね県民オペラ2023『ラ・ボエーム』（Ｇ．プッチーニ作曲 全四幕/イタリア語原語上演/日本語字幕付き）

本公演のご案内

祝！ＮＨＫ紅白歌合戦 初出場

●会場／島根県民会館 3階 大会議室　●定員/80名（※要事前申込）　
●料金／500円（当日支払）
　★本公演チケットをお持ちの方は、無料でご参加頂けます！
●問合せ／島根県民会館 文化事業課
　　　　　TEL.0852-22-5502

●会場／島根県民会館 大ホール

●会場／島根県民会館 大ホール　
●料金／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/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）

【講師】 高島勲（演出家）
ウィーン大学演劇学科卒業、修士修了。ＮＨＫ
交響楽団などのオーケストラ主催オペラ公演、
愛知県芸術劇場、彩の国さいたま芸術劇場、日
生劇場、フランス、スペイン、チリなどで演
出。元日生劇場芸術参与。東京藝術大学、東京
音楽大学特別招聘講師。

【演奏】 野津美和子（ソプラノ）
　　　 飯島湾（ピアノ）

1992年以降生まれの方が対象のチケットです。若い世代のみなさまに、もっと広く劇場での公演を、そし
てオペラをお楽しみいただきたいという思いをこめて設定しました。お席はお好きな席をお選びいただけ
ます。この機会にぜひ、ご利用ください！ ※島根県民会館チケットコーナー、オンラインチケットのみの取り扱い。

Ｕ-30チケットとは？…

満員
御礼
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●会　場／島根県民会館 共用ロビー
●参加自由（無料）　※雪だるまの数に限りがあります。
●問合せ／島根県民会館 施設利用課 TEL.0852-22-5507

掲載内容は2022年12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。

開催中～12/25［日］ 

まっしろな雪だるまがなくなり次第、
カスタムされた雪だるまの展示期間となります。

S 県内イベント情報

1/8［日］ 開演14：00（開場13：30）

●会場／ビッグハート出雲
●料金／【全席自由】〈前売〉一般1,000、高校生以下500
　　　　　　　　　〈当日〉一般1,200、高校生以下600
　　　　　　　　　※未就学児入場不可
●問合せ／いずも新春コンサート実行委員会事務局
　　　　　TEL.0853-21-7580

第21回いずも新春コンサート

1/14［土］ 開演13：30（開場13:00）

●会場／松江 AZTiC canova
●料金／【自由席】〈前売〉4,000＋1Drink〈当日〉5,000＋1Drink、
　　　　【指定席】プレミアチケット6,000＋1Drink
●問合せ／小豆澤英輝スタッフ窓口（目附さおり）
　　　　　TEL.090-4697-2565

小豆澤英輝ワンマンライブ Origin-水の都-

2/25［土］ 開演18：00（開場17:00）

●会場／出雲市民会館
●料金／全席指定 9,000 ※3歳以上有料　※1/14～発売
●問合せ／ユニオン音楽事務所　TEL.082-247-6111

T.M.R. LIVE REVOLUTION’22-’23 
-VOTE JAPAN-

1/28［土］ 開演14：00（開場13：30）

●会場／グラントワ
●料金／【全席自由】500、高校生以下無料
　※未就学児入場不可　※定員30人（要事前申込）　
　※1/29医光寺開催のチケット提示で無料（要事前申込）　
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

落語入門講座

新春特別公演 桂吉坊落語会 

1/29［日］ 開演13：30（開場13：00）

●会場／医光寺
●料金／【全席自由】1,500　※未就学児入場不可　※定員30人
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

桂吉坊落語会

1/28［土］ 開演17：30（開場17：00）
●会場／大社文化プレイスうらら館
●料金／【全席指定】2,000（当日500増）
　　　　※宝くじ助成による特別料金 
　　　　※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

1/29［日］ 開演17：00（開場16：30）
●会場／ふれあいホールみと
●料金／【全席指定】2,000（当日500増）　
　　　　※宝くじ助成による特別料金　※未就学児入場不可
●問合せ／ふれあいホールみと　TEL.0856-52-2295

宝くじ文化公演
秋川雅史　杜の音シンガーズ　
ハートフルコンサート

吹き抜けの共用ロビーに、松江市八雲町に伝わる「出雲民藝紙」を使用し
たクリスマスイルミネーション“ハコライトツリー”が今年も登場しました！
目で楽しむクリスマスイルミネーションの隣では、参加型企画「カスタム☆
雪だるま」もスタート！まっしろの雪だるまに顔を描いたり、折り紙のぼうし
や毛糸のマフラーを付けたり、自由に“カスタム”してオリジナルの雪だる
まをつくってみませんか♪

2023年

1/15［日］ 開演13:30（開場13:00）

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

出演：現代邦楽集団いとたけ

出演：G.M.Cクインティナ（ギター＆マンドリン）

迎春　邦楽演奏会

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 

2/11［土・祝］ 開演13:30（開場13:00）
バレンタインコンサート ※1/5～申込開始

カスタム☆雪だるま
クリスマス企画

ハコライトツリー

終了間近!!
はやく見にきてね♪
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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　託児サービスは休止しております。　　　　　
お問い合わせ　島根県民会館チケットコーナー TEL.0852-22-5556

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

Cinema
名画劇場 THANK YOU!

島根県民会館名画劇場50周年

オードリー・ヘプバーン

幼少期に経験した父親による裏切り、ナチス占領下のオランダという過酷
な環境で育った過去のトラウマ、奪われたバレエダンサーへの夢、幾度の
離婚…劇中では、過去の貴重なアーカイブ映像とともに、近親者によって
語られるインタビューによって、これまで隠されてきたオードリーの一人の
女性としての姿が描き出されていく。 （2020年／100分／イギリス）

名声に隠された本当の姿を描く、オードリー・ヘプバーン初のドキュメンタリー
監督：ヘレナ・コーン
出演：オードリー・ヘプバーン
　　　ショーン・ヘプバーン・ファーラー　ほか
公式サイト→https://audrey-cinema.com/

2023年1/14［土］ 

©2020 Salon Audrey Limited. 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。

特別
企画
特別
企画

★これまでの上映作品のなかから毎月テーマを決めて展示する「名画劇場Memories of 100！」
★皆さんの想い出お聞かせください！「名画劇場の想い出エピソード大募集！」

2月の名画劇場はお休みいたします

　島根県民会館名画劇場は、県民会館の開館後まもなくの昭和47年（1972年）にスタートし、地方では観る機会の少ない文芸作品やミニシ
アター系作品、県内未公開作を中心に洋画・邦画を問わず映画好きには見逃せない話題作や名作を毎月第２土曜日に上映しています。
　たくさんの映画ファンの皆さまに応援していただき、これまでに730本を超える作品を上映。
　今年なんと50周年を迎えました！これからも素晴らしい名画の数々と楽しい企画でお待ちしております！
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　島根県民会館がたくさんの親子で賑わいました。楽しい音楽
あり、工作ワークショップあり、読み聞かせ、アート縁日、お菓子
の販売などなど。参加団体の皆さんが子どもたちに心から楽しんで
もらおうと様々な工夫をしたプログラムや出店は魅力いっぱい。
　コロナ禍で2年延期してようやく開催できた「子どもアート
DAY」は 、子供たちと参加団体・実行委員会の皆さんの「笑顔」
があふれるイベントでした。

子どもアートＤＡＹ

地域の皆さんと一緒に開催しました！！報 告

応募はこちらから▶

　小さなお子さんや障がいのある人も安心して楽しめるみんなのバ
リアフリー公演「にぎやかな日々 in 松江」を実行委員会の皆さん
と開催しました。
　ザ・トゥモローガールズのフレンドリーなブラス演奏、いわみ福
祉会芸能クラブによる大迫力の「大蛇」、そしてロビーでは島根県
立大学の学生によるアート体験や県内の福祉事業所によるおいしい
ものの販売、石見神楽蛇胴の展示、松江養護学校の生徒たちのアー
ト展示と盛りだくさんの内容で公演の名前の通り、まさににぎやか
な時間となりました♪ステージ最後の石見神楽×ブラスバンドの共

演もとても素敵でした！
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10月23日

バリアフリー公演「にぎやかな日々 in 松江」11月19日



●会　場／島根県民会館 共用ロビー
●参加自由（無料）　※雪だるまの数に限りがあります。
●問合せ／島根県民会館 施設利用課 TEL.0852-22-5507

掲載内容は2022年12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。

開催中～12/25［日］ 

まっしろな雪だるまがなくなり次第、
カスタムされた雪だるまの展示期間となります。

S 県内イベント情報

1/8［日］ 開演14：00（開場13：30）

●会場／ビッグハート出雲
●料金／【全席自由】〈前売〉一般1,000、高校生以下500
　　　　　　　　　〈当日〉一般1,200、高校生以下600
　　　　　　　　　※未就学児入場不可
●問合せ／いずも新春コンサート実行委員会事務局
　　　　　TEL.0853-21-7580

第21回いずも新春コンサート

1/14［土］ 開演13：30（開場13:00）

●会場／松江 AZTiC canova
●料金／【自由席】〈前売〉4,000＋1Drink〈当日〉5,000＋1Drink、
　　　　【指定席】プレミアチケット6,000＋1Drink
●問合せ／小豆澤英輝スタッフ窓口（目附さおり）
　　　　　TEL.090-4697-2565

小豆澤英輝ワンマンライブ Origin-水の都-

2/25［土］ 開演18：00（開場17:00）

●会場／出雲市民会館
●料金／全席指定 9,000 ※3歳以上有料　※1/14～発売
●問合せ／ユニオン音楽事務所　TEL.082-247-6111

T.M.R. LIVE REVOLUTION’22-’23 
-VOTE JAPAN-

1/28［土］ 開演14：00（開場13：30）

●会場／グラントワ
●料金／【全席自由】500、高校生以下無料
　※未就学児入場不可　※定員30人（要事前申込）　
　※1/29医光寺開催のチケット提示で無料（要事前申込）　
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

落語入門講座

新春特別公演 桂吉坊落語会 

1/29［日］ 開演13：30（開場13：00）

●会場／医光寺
●料金／【全席自由】1,500　※未就学児入場不可　※定員30人
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

桂吉坊落語会

1/28［土］ 開演17：30（開場17：00）
●会場／大社文化プレイスうらら館
●料金／【全席指定】2,000（当日500増）
　　　　※宝くじ助成による特別料金 
　　　　※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

1/29［日］ 開演17：00（開場16：30）
●会場／ふれあいホールみと
●料金／【全席指定】2,000（当日500増）　
　　　　※宝くじ助成による特別料金　※未就学児入場不可
●問合せ／ふれあいホールみと　TEL.0856-52-2295

宝くじ文化公演
秋川雅史　杜の音シンガーズ　
ハートフルコンサート

吹き抜けの共用ロビーに、松江市八雲町に伝わる「出雲民藝紙」を使用し
たクリスマスイルミネーション“ハコライトツリー”が今年も登場しました！
目で楽しむクリスマスイルミネーションの隣では、参加型企画「カスタム☆
雪だるま」もスタート！まっしろの雪だるまに顔を描いたり、折り紙のぼうし
や毛糸のマフラーを付けたり、自由に“カスタム”してオリジナルの雪だる
まをつくってみませんか♪

2023年

1/15［日］ 開演13:30（開場13:00）

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

出演：現代邦楽集団いとたけ

出演：G.M.Cクインティナ（ギター＆マンドリン）

迎春　邦楽演奏会

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 

2/11［土・祝］ 開演13:30（開場13:00）
バレンタインコンサート ※1/5～申込開始

カスタム☆雪だるま
クリスマス企画

ハコライトツリー

終了間近!!
はやく見にきてね♪
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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

※3/27は開館します

※年末年始、１、２、３月の休館日はカレンダーの通りです

※2023年2月21日（火）、22日（水）は「竹島の日」記念式典・準備のため一般利用を休止します
　（入館証等をお持ちの方以外は入館できません。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします）
☆両日は電話対応のみ行います
　施設の予約受付 　９：００～１９：００　TEL 0852-22-5506（施設利用グループ）
　チケットの予約   10：００～１8：００　TEL 0852-22-5556（チケットコーナー）
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島根県民会館【休館日】【一般利用休止】のお知らせ
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…休館日 …一般利用休止

　11月3日、劇団四季のファミリーミュージカルを代表する作品『人間になりたがった猫』を
江津市総合市民センターで開催しました。
　江津市では約10年ぶりとなる久しぶりの劇団四季の公演を楽しみにしてくださっていたお客
様が多く、なんとチケットは販売開始後３日で完売。人間になった猫ライオネルと町民との
心のふれあいを描いた感動の物語に、満席となった会場は鳴りやまない拍手とスタンディング
オベーションの熱気に包まれました！
　終演後は、小さなお子さまから大人まで会場を後にするお客様は笑顔にあふれ、素敵な公演
となりました。

　八雲立つ風土記の丘は、今年9月9日に開所50周年を迎えました。これを記念して9月11日、
18日の2週にわたって「月の宴」「益田糸操り人形特別公演」を開催しました。優しい音色と
伝統芸能でたくさんのお客様と一緒に50周年を祝うことができました！

　9月11日、3年ぶりの「月の宴」はパンフルート奏者の櫻岡
史子さん、ルーマニア出身のピアニスト、クリステイアン・ア
ガピエさんをお招きし開催しました。普段聴く機会のないパン
フルートの繊細で美しい音色に観客の皆さんも聴き入っていま
した。あいにくの雨模様でしたが、屋外ステージでの演奏は幻
想的な雰囲気を醸し出しました。

● 虹を見ながら、演奏を聴く。初めての経験でした。空に映え
る木々のシルエットを見ながらのコンサート。美しい音楽は、
人の心の汚れを洗う力があります。良いコンサートでした。

報 告

舞台なんでも相談窓口 ①電話にて相談日の日程調整
②ご来館頂いての相談（打合せ）イベントでマイクは何本使えばいいの？進行や運営はどうすればいいの？

スポットライトを当てたい！舞台の背景に色を付けたい！イベントを盛り上げたい！

公民館での行事、夏祭り、文化祭、発表会、会議などのちょっとした疑問から
舞台設備の使い方や文化施設の改修など舞台の専門的なことまで、ご相談を
承ります。まずは、お電話でお気軽にお問合せください！

���
シマ
カル ・ コ ネ タ

公式サイト

第37回 月の宴
～中秋の名月と奏でるパンフルートの調べ～

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

利用方法

無料相談料

島根県民会館
施設利用課舞台振興グループ
TEL.0852-22-5510

問合せ

アンケートより

　9月18日、八雲立つ風土記の丘初の公演となる益田糸操り
人形公演を開催しました。開所50周年を記念したお祝い演目
「寿三番叟」「山本一流獅子の一曲」と十八番の「傾城阿波の
鳴門順礼歌の段」を上演しました。人形とは思えない繊細な
表情と仕草に観客の皆さんから大きな拍手も湧き起こりまし
た。10代から80代まで総勢11名の同保持者会の皆さんに
とっても久々の公演ということもあって、大きな励みになっ
たようです。

益田糸操り人形 特別公演

劇団四季
江津公演 開催しました♪

● 巡礼歌の段に魅了されました。県内に益田にこのように貴重
な文化があることを誇りに思います。途中の分かりやすい解
説もおみごと！ 獅子の伸びやかな動き、決めのポーズ !! これ
またお見事でした。本当に素晴らしいです。

アンケートより

埴輪「見返り
の鹿」（重要

文化財）

7

※2022年12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

9（月） 開場15：30
開演16：00 大ホール 劇団かかし座

『オズの魔法使い with オーケストラ』
一般2,000円 
高校生以下1,500円

劇団かかし座
045-592-8111

13（金） 開場18：00
開演19：00 大ホール Saucy Dog HALL TOUR 2023“in your life" SOLD OUT 夢番地岡山

086-231-3531

14（土）

開場17：00
開演18：00 大ホール Saucy Dog HALL TOUR 2023“in your life" SOLD OUT 夢番地岡山

086-231-3531

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『オードリー・ヘプバーン』 
▶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

28（土） 開場12：30
開演13：30 大ホール 島根県警察音楽隊第21回定期演奏会 無料 島根県警察本部広報県民課

0852-26-0110

29（日） 開場13：00
開演13：30 中ホール 第8回古代歴史文化賞決定記念イベント 無料 島根県古代文化センター

0852-22-6727

30（月） 開場18：00
開演18：30 中ホール 劇団 NLT 公演 ミュージカル『Ｏ . Ｇ .』 会員制 松江市民劇場

0852-26-3094

開催日 時　間 会　場 催　事　名 料　金　（税　込） 問合せ

11（土） 展示
ホール

茶道具展示会 
〈11日〉9:30 ～18:00 〈12 日〉9:30 ～14:00 無料 宮帯

075-803-3300

12（日） 開場13：00
開演13：30 中ホール 島根大学教育学部音楽教育専攻 卒業演奏会 無料 橋本

080-8236-0459

15（水） 開場12：30
開演13：30 中ホール 令和4年度 まつえ市民大学修了式記念講演 無料 まつえ市民大学事務局

0852-32-0893

25
26

（土）
（日）

開場14：00
開演15：00 大ホール しまね県民オペラ2023 『ラ･ボエーム』　▶詳しくは p3 へ

（全四幕／イタリア原語上演／日本語字幕付き）
S席6,000円、A席5,000円、
B席4,000円、U-30チケット3,000円

島根県民会館チケットコーナー
0852-22-5556

1月

2月

January

February
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たようです。

益田糸操り人形 特別公演

劇団四季
江津公演 開催しました♪

● 巡礼歌の段に魅了されました。県内に益田にこのように貴重
な文化があることを誇りに思います。途中の分かりやすい解
説もおみごと！ 獅子の伸びやかな動き、決めのポーズ !! これ
またお見事でした。本当に素晴らしいです。

アンケートより

埴輪「見返り
の鹿」（重要

文化財）
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劇団かかし座　
オズの魔法使いwithオーケストラ
●会場／島根県民会館大ホール 
●料金／【全席指定】一般2,000、子ども（4歳～高校性）1,500
　　　　※3歳以下は膝上鑑賞無料、席が必要な場合は有料 
●問合せ／劇団かかし座　TEL.045-592-8111

1/9［月・祝］ 開演16：00（開場15：30）

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　※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）

清水博正15周年記念コンサート
●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

3/19［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　
　　　　※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

3/21［火・祝］ 開演15：00（開場14：15）
第３４回プラバ・ニューイヤーオペラコンサート
●会場／アルテピア 
●料金／【全席自由】〈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／松江音楽協会　TEL.0852-27-6000

1/15［日］ 開演14：00（開場13：30）

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

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
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お得な前売券

 ▶詳しくはp3へ

 ▶詳しくはp2へ

金山京介（テノール） 内田千陽（ソプラノ） 栗原剛（バリトン）

広告を掲載して
　　　　みませんか？ 年間6回

（偶数月）

発行

島根県民会館 総務広報課　TEL.0852-22-5501
Mail：shima-cul@cul-shimane.jp

広告募集中！ 1枠 22,000円～

イベントの告知やお店の紹介などにお役立てください！
まずは、お気軽にお問合せください！

問合せ先

掲載内容は2022年12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。

島根県民会館
情報誌 【シマカ

ル】 

Shima-Cul に

（税込）

2023年


