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♪浜田真理子（vocal、piano） 
〈Guest〉

♪齋藤 潔（bass） ♪檜山 学（accordion） ♪Marino（saxophone）

浜田真理子コンサート
～まりごころ２０２１～

［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HP、公演チラシ等をご確認ください］

齋藤潔 檜山 学 Ｍａｒｉｎｏ

　ご機嫌いかがですか。浜田真理子です。

　ごぶさたしています。

　2020年は思うようにライブができず、普通に集

まって一緒に歌ったりすることがどんなに貴重なこと

だったかを痛感しました。小泉今日子さんとの「マイ・

ラスト・ソング」も中止となってしまいとても残念でした。

こちらはいつかまた開催のチャンスを作りますね。

　さて2021年は浜田真理子コンサートを開催します。

今回も素敵な仲間をお誘いします。marimariとして

一緒に活動しているサックスのMarinoさん、それから

岡山在住のアコーディオンの檜山学さん、そして地元を

代表するベーシストの齋藤潔さんの4人でハマダが今

一番歌ってみたい曲を選びソロやアンサンブルで演奏

します。

　今回は感染予防対策をしっかりして、客席も大幅に

減らして開催します。ゆったりとごらんいただけるかと

思いますが、チケットのお求めはどうぞお早めに！

3/13［土］
●会場／島根県民会館 中ホール
●料金／全席指定・税込

16：00開演
（15：15開場）

4,900円
※未就学児入場不可

2/14［日］
チケット発売開始
先行予約あり

浜田真理子コンサート

～まりごころ２０２１～

島根県松江市を拠点に、
ライブ活動やアルバム制作、
映画、舞台、ＣＭ、TVドラマへの楽曲提供など
幅広く活躍するシンガーソングライター浜田真理子。
2019年3月以来、2年ぶりとなる
ホームタウン・島根県民会館でのコンサートが開催決定！

出　
演

島根県民会館 シマチケメンバーズ

2/11［木・祝］
※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。

●プレミアム会員先行　●［シマチケ］WEB会員先行

［シマチケ］WEB会員 ： 入会／会費無料

先行予約あり

〈Guest〉

Messag
e

from

浜田真理子
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島根県民会館 シマチケメンバーズ

★★『白昼夢』島根公演：
　  先行予約は3月初旬頃の実施予定です。
　 ［シマチケ］WEB会員登録はお早めに！★★

●プレミアム会員先行　●［シマチケ］WEB会員先行

［シマチケ］WEB会員 ： 入会／会費無料

先行予約あり

3/27［土］
●会場／島根県民会館 大ホール
●料金／全席指定・税込 7,500円

デビューから40年目を迎えた今もなお、観客を楽しませるエンター
テイメント性に富んだライブと、バンドとして完成されたテクニック
でファンの心を魅了し続けているスターダスト☆レビュー。
ライブ･バンドとしても根強い人気を誇る彼らが、40周年記念アル
バム『年中模索』をひっさげ島根県民会館にやって来る！

※キャンディー・プロモーション並びにスターダスト☆レビューのホームページ等に掲載致し
ます感染予防･拡散防止対策のご案内と注意事項をご確認のうえ、ご来場いただききま
すようお願い致します。なお、今後の国内外の感染状況に応じ、公演を中止または延期と
させていただく可能性もございますので、予めご了承いただきますようお願い致します。
　

ライブ･バンドとして根強い人気を誇るスタ☆レビ
デビュー40周年を記念しての全国コンサート･ツアーを開催！

作・演出：赤堀雅秋
出演：三宅弘城、吉岡里帆、荒川良々、赤堀雅秋、風間杜夫

島根県民会館 主催公演に関するご案内（※2～4、6･7ページ掲載の公演）
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　　　・客席等の消毒を行っています。　・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。
 　　　　　　　　　　・入場時にお客様の氏名･連絡先等をお伺いします。感染が疑われる方があった場合、保健所等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／第2・第4月曜日休、祝日の場合は開館･翌平日休館）

17：30開演
（16：30開場）

18：30開演予定4/20［火］
●会場／島根県民会館 大ホール

M&Oplaysプロデュース

赤堀雅秋１年ぶりの新作は、
現代社会に取り残された人々のもがきと再生の物語。 
三宅弘城、吉岡里帆、荒川良々、風間杜夫と
実力派キャストで挑む話題作！

『白昼夢』

何気ない日常に潜む人間の痛みや悲しみや可笑しみを独特の目線で
描き、他人の日常を覗き見しているような劇空間を作り出す、劇作家・
演出家としてだけでなく映画監督、俳優と多彩な顔を持つ赤堀雅秋。 
『白昼夢』は、赤堀とM&Oplaysとのコラボ公演『流山ブルーバード』
（2017年 ※島根では’18年1月上演）に続く第２弾作品であり、赤堀にとっては１年
ぶりの待望の新作舞台となります。
出演は、赤堀作品には初参加の三宅弘城、吉岡里帆、赤堀作品には欠
かせない俳優・荒川良々、風間杜夫、そして赤堀本人。社会になじめず
「引きこもり」となった弟を持つ兄と、その父親を中心に、現代社会に
おいて、落ちこぼれてしまった者たちのもがきと再生を、５人の俳優た
ちが濃密な人間ドラマとして創り上げます。どうぞご期待下さい。 

※島根県民会館公演に関する最新情報（およびチケット先行・発売日に関する情報）は、
　ホームページ等で順次お知らせいたします。

撮影：渡部孝弘

スターダスト☆レビュー 
40周年 ライブツアー
「年中模索」

～しばらくは、コール&ノーレスポンスで～ 3/13［土］
チケット発売開始

Pick  Up  E v e n tイベント情報

※未就学児入場不可  
※ジュニア/シニア/障がい者(児)割引はございません。

●問合せ／キャンディー・プロモーション岡山
TEL.086-221-8151（平日11:00～15:00）
https://candy-p.com

赤堀雅秋とＭ＆Ｏplaysによるコラボ公演、『流山ブルーバード』に続く第２弾作品！

速報‼
島根県民会館
公演決定！

掲載内容は2021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。
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パブリック 図書館の奇跡

S i n c e 1 9 7 2
島根県民会館

オハイオ州シンシナティの公共図書館が、大寒波によって行き場を失ったホーム
レスたちに占拠された。図書館員のスチュアートは彼らの苦境を察し、避難場所を
求める平和的なデモに協力するが、検察官の策略や過激な報道によって“危ない
容疑者”に仕立てられてしまう。追いつめられた彼らが決断した驚愕の行動とは
…。（2018年/アメリカ/119分）

図書館員の勇気があなたに希望を届ける

© EL CAMINO LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

監督：エミリオ・エステベス 
出演：アレック・ボールドウィン
　　　ジェナ・マローン　ほか

2/20［土］ 14：00／18:30

ペイン・アンド・グローリー

世界的映画監督サルバドールは、心身ともに疲れ、引退同然の生活を送る中で、
昔の自分を回想するようになった。そんな中、32年前に撮った作品の上映依頼が
届く。思わぬ再会が閉ざしていた過去へと翻らせ、記憶のたどり着いた先には
…。スペインの名匠が70歳という円熟期を迎えて送り出した、初の自伝的作品。

（2019年/スペイン/113分/R15＋）
※本作品はR15+に指定されています。15歳以上の方が鑑賞いただけます。　

過去の悲しみも輝きも抱きしめて―
監督： ペドロ・アルモドバル
出演： アントニオ・バンデラス
　　　ペネロペ・クルス　ほか

3/20［土］ 14：00／18:30

Cinema
名画劇場

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

来場者名簿作成のため、事前申込にて来場者の氏名・連絡先をお伺いしております。
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「パブリック 図書館の奇跡」の
ページはこちら↓↓↓

3月「ペイン・アンド・グローリー」の
ページはこちら↓↓↓

公演情報

© El Deseo.

過去のしまね映画塾
撮影風景

定　員 230名（要事前申込）

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、例年のような撮影合宿を行わず、「特別版リモート開催！」
という形で、参加者それぞれの地元・おうちで撮影した作品を募集しました。応募
全35作品の中から、映画業界関係者約20名の厳しい審査をくぐりぬけ選ばれた
10作品の上映と、参加者投票による大賞、審査員投票による各賞の発表を行いま
す。現役の映画人やゲストによる講評、映画撮影裏話も聞けるかも？お楽しみに！

※今後の状況により、内容を変更する場合がございます。

第２９回しまね映画祭クロージングイベント

しまね映画塾２０２０ 作品発表上映会

要事前予約

2/13［土］
●会場／島根県民会館 大ホール　
●入場無料／定員300人

【ナビゲーター】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）
　　　　　　　　日下部元孝（映像編集技師）
　　　　　　　　戸田　菜穂（俳優）

【司　　　　会】おがっち

13：45開演（13：00開場）
16：45終演予定

戸田 菜穂

事前申込・お問合わせ

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/

【同時生配信もあります！】
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、しまね映画祭HPをご覧ください。

現役俳優、プロデューサーなど
その他ゲストも調整中！

ゲスト出演決定!!

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
お申し込みください。事前予約の受付は当日10：00
までとし、その後は会場入口での申込となりますが、
定員に達し次第、予約受付を終了いたしますのでご了
承ください。
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15：00開演
（14：00開場）

14：00開演（13：30開場）
2/28［日］

島根県民会館では、県内のさまざまな地域で舞台芸術を楽しめるように、プロのアーティストを派遣して、各地域の
ホール、コミュニティーセンターなどと協働で公演を実施する「地域ステージ事業」と、県内アーティストのさらなる
活躍のために活動の場を提供する「県内アーティスト発信公演」を行っています。

●会場／メテオプラザ
　　　　（松江市美保関町）　
●定員／200人
●料金／全席自由・税込 一般2,000円
※ご同伴者1名までおかわり割引あり1,000円

問合せ（３公演共通）／島根県民会館 文化事業課 TEL.0852-22-5502

①開演13:30（開場13:00）
②開演18:00（開場17：30）

掲載内容は2021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。

開演1４：00（開場13：30）2/21［日］ 

●会場／グラントワ ●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.0856-31-1871

アマチュア･ミュージック･フェスティバル in益田2021

S 県内イベント情報

≪地域ステージ≫

≪県内アーティスト発信公演≫

メテオプラザ開館25周年記念事業

レイヤマダLIVE
～reborn～

7［日］
19：30開演（19：00開場）2/6［土］

●会場／大田市民会館 中ホール
　　　　（大田市大田町）　
●定員／各回50人
●料金／全席自由・税込  
　〈前売〉一般1,000円、学生500円
　〈当日〉一般1,200円、学生700円

≪県内アーティスト発信公演≫
劇団8ch 第1回公演

「推薦裁判」

16：00開演
（15：30開場）

2/21［日］ ●会場／ビッグハート出雲 黒のホール（出雲市駅南町）　●定員／50人
●料金／全席自由・税込  一般2,000円、学生500円　※事前販売（予約）のみ

劇団一級河川の短編シリーズ「孤独を旅する短編演劇集」

【振替公演】
DRUM TAO THE BEST LIVE 祭響-Saikyo-

2/11［木・祝］ 

●会場／アルテピア ●料金／S席7,000、A席6,000 ※6歳未満入場不可
●問合せ／アルテピア TEL.0854-21-0101

2/11［木・祝］ 開演14：00（開場13：30）

●会場／ビッグハート出雲 ●料金／【全席自由】一般500、高校生以下無料
（要整理券） ●問合せ／出雲芸術アカデミー事務局 TEL.0853-21-6371

出雲フィルハーモニー 
夢いっぱい♪春まちコンサート2021

2/23［火・祝］ 10：30～18：00

●会場／グラントワ 
●料金／一般 500円、高校生以下無料(要事前申込）
●問合せ／グラントワ TEL.0856-31-1865

ステージテクニカルアカデミー2020
オペラを観る、楽しむ、制作するための
「オペラセミナー」

2/27［土］ ・ 28［日］  開演16：00
（開場15：15）

開演14：00
（開場13：15）

●会場／雲南市加茂文化ホール ラメール 
●料金／〈1F指定席〉一般1,000、高校生以下500
〈2F指定席〉前売500、当日800 ●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10周年記念公演
「Best Selection Lamer MOMOLY LAND」

3/21［日］ 開演14：00（開場13：00）

●会場／大社文化プレイスうらら館 
●料金／【全席指定】一般2,300、高校生以下800
●問合せ／出雲市芸術文化振興財団 TEL.0853-21-7580

上野耕平サクソフォン・リサイタル

2/28［日］  開演1４：00（開場13：15）

●会場／プラバホール ●料金／【全席自由】一般1,200、高校生以下700（当日各300増）
※未就学児入場不可 ●問合せ／山陰フィルハーモニー管弦楽団事務局 TEL.080-6343-6465

山陰フィルハーモニー管弦楽団 第48回定期演奏会

2/28［日］  開演1４：00（開場13：15）

●会場／グラントワ 
●料金／【全席指定】一般3,500、学生1,500　
※学生は小学生～25歳以下の学生が対象。当日要身分証明書
●問合せ／グラントワ TEL.0856-31-1860

大駱駝艦・天賦典式　
クレイジーキャメル

3/14［日］ 開演14：00（開場13：30）

●会場／グラントワ ●料金／【全席自由】一般1,000（当日1,200）、高校生以下無料 
※3歳未満入場不可 ●問合せ／グラントワ TEL.0856-31-1860

グラントワ弦楽合奏団　第10回定期演奏会

3/7［日］ 開演14：00（開場13：30）

●会場／グラントワ ●料金／【全席自由】一般1,000(当日1,300）、高校生以下無料
●問合せ／グラントワ TEL.0856-31-1860

島根邦楽集団 結成15周年記念演奏会

2/20［土］ ①開演10:30（開場9:45）②開演14：00（開場13:15）

●会場／大社文化プレイスうらら館 ●料金／【全席指定】一般1,000、高校生以下500
※２歳以下膝上鑑賞無料 ●問合せ／出雲市芸術文化振興財団 TEL.0853-21-7580

劇団かかし座「ワンダー・シャドウ・ラボ」

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可 撮影：川島浩之

講師 ： 高島勲▶

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

5
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カラーアニメの元祖ともいわれる「錦影絵」の伝統の技を受け継ぐ桂米朝一門による落語と
錦影絵の上演会。
「錦影絵」は着色された絵を動きのある映像にして見せるもので、松江市には現存する最古
の道具といわれる江戸時代後期の「錦影絵」道具が一式残っており、その貴重な文化財を
使用して上演します。
和紙のスクリーンに映し出される不思議な世界と軽妙な落語の語り口をお楽しみ下さい｡

錦影絵（三番叟）

錦影絵と落語会

◎時　間：14：00開演（13：30開場）
◎会　場：島根県民会館 多目的ホール
◎問合せ：松江歴史館 ☎ 0852-32-1607

◎定　員：60人
◎料　金：全席自由・税込1,500円
　　　　　※未就学児入場不可

2/

［火・祝］
23 出　演

桂 米左、桂 團治郎、桂 慶治朗、桂 弥っこ

※ 2021 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。

公演延期・中止に関するお問い合わせについて 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。
お問い合わせ：島根県民会館チケットコーナー 電話 0852-22-5556（10:00 ～18:00 ／毎月第 2・4 月曜日休）

開催日 時　間 会　場 催　事　名 料　　　　金 お問い合わせ先

1（月） 開場 18:00
開演 18:30 大ホール イッツフォーリーズ公演「青空の休暇」 入会金 1,000 円

月会費 2,500 円
松江市民劇場
0852-26-3094

6（土） 開場 16:15
開演 17:00 大ホール ［再振替公演］存在理由 ～ Raison d’être ～

さだまさしコンサートツアー 2020 指定 8,800 円 ユニオン音楽事務所
082-247-6111

11（木） 開場   9:15
開演 10:00

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 有料（要問合せ） おやこ劇場松江センター

0852-22-4937

13（土） 開場 13:00
開演 13:45 大ホール 第 29 回しまね映画祭クロージングイベント

しまね映画塾 2020　作品発表上映会       ▶詳しくは p4 へ 無料（要事前予約） しまね映画祭実行委員会事務局
0852-22-5502

20（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「パブリック　図書館の奇跡」　▶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（火）

開場 10:00
開演 10:30 中ホール ウインターコンサート 無料 ヤマハパルス米子楽器社 松江店

0852-27-8881
開場 13:30
開演 14:00

多目的
ホール 錦影絵と落語会　▶詳しくは下へ 1,500 円 松江歴史館

0852-32-1607

27（土） 開場 18:00
開演 18:30 大ホール ［振替公演］東京ゲゲゲイ歌劇団 vol. Ⅳ　

キテレツメンタルワールド
〈前売〉7,500 円
〈当日〉8,000 円

キャンディー・プロモーション岡山
086-221-8151

開催日 時　間 会　場 催　事　名 料　　　　金 お問い合わせ先

7（日）

開場 15:15
（予定）

開演 16:00
中ホール

じゆう劇場公演 
「マクベス」からさまよい出たもの -2020

▶詳しくは p7 へ

一般 1,500 円
高校生以下無料

島根県民会館文化事業課
0852-22-5502

①開場 15:30
　開演 16:00
②開場 18:30
　開演 19:00

多目的
ホール 人形劇「トレテツクパレード」 有料（要問合せ） おやこ劇場松江センター

0852-22-4937

13（土） 開場 15:15
開演 16:00 中ホール 浜田真理子コンサート ～まりごころ 2021～

▶詳しくは p2 へ 全席指定 4,900 円 島根県民会館チケットコーナー
0852-22-5556

14（日）
①開場 10:40
　開演 11:00
②開場 13:10
　開演 13:30

多目的
ホール 人形劇「どんどこももんちゃん／カミナリカレー」 有料（要問合せ） おやこ劇場松江センター

0852-22-4937

20（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「ペイン・アンド・グローリー」（R15+）
▶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

26（金） 開場 18:00
開演 18:30 大ホール NLT プロデュース公演「しあわせの雨傘」 入会金 1,000 円

月会費 2,500 円
松江市民劇場
0852-26-3094

27（土） 開場 16:30
開演 17:30 大ホール

スターダスト☆レビュー 40 周年ライブツアー「年中模索」
～しばらくは、コール＆ノーレスポンスで～

　▶詳しくは p3 へ
全席指定 7,500 円 キャンディー・プロモーション岡山

086-221-8151

2月

3月

February

March



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

C
O
LU
M
N

チケットコーナー

季節ごとにしつらいも変えています

石見神楽×ダンス『SHOKI―鍾馗―』

「しまね伝統芸能祭」特設サイトにて　
各会場のダイジェストなど映像コンテンツを公開中！▶

芸能開闢古事記

チ
ケ
ッ
ト
コ
ー
ナ
ー
の
お
仕
事

　チケットコーナーという名前を聞くと、チケットに携わる仕事が
主な業務だと思われるかもしれません。名前の通りチケットに携わ
る内容が一番ですが、他にもいろいろな仕事をしています。
　チケットコーナーは県民会館正面入口から入って左側にあります。
そのため、まずお客様はチケットコーナーに声をかけられます。県
民会館は 3 階建ての建物で、その中に
たくさんの会議室があり、そして大
ホール・中ホールとあります。初めて
県民会館に訪れるお客様は複雑な建物
の構造に戸惑われることが多々あり、

そのため、お部屋がわからないお客様がチケットコーナーに尋ねに来られたり、大
ホール・中ホールのご案内をすることがあります。それ以外にもチケットコーナー
が観光案内所に変身することもあります。県民会館は観光名所の松江城が近いこと
もあり、観光客の方がよく県民会館の建物の中に入って来られます。そのため、観
光名所の道順を聞かれご案内したり、美味しいお食事処を聞かれ何ヶ所かご提案を
させてもらったりします。日々様々なお客様がいらっしゃるので、毎日が新鮮です！
ただ、今はコロナによって販売するチケットも例年に比べかなり減少し、観光客の
方もほとんど来られなくなりました。あの日々が懐かしく、早くいつも通りの日常
に戻らないかなぁと思いながら、毎日仕事をしています。

（I.N）

昨年 9月から11月にかけて県内 5 会場
で開催した「しまね伝統芸能祭」。２日間
かけて開催した島根県民会館でのクロー
ジング公演では、島根で受け継がれる芸
能・伝承を題材に新しく創作された舞台
作品を上演。多彩なジャンルとのコラボ
レーションによって際立った地域芸能の特
色と魅力、舞台表現としての新たな可能
性を堪能する公演となりました。

しまね伝統芸能祭 クロージング公演

じゆう劇場公演   

「マクベス」から
   さまよい出たもの-2020

◎時　間：16：00開演（15：15開場予定）
◎会　場：島根県民会館　中ホール
◎定　員：200人　
◎料　金：一般1,500円、高校生以下無料
◎問合せ：島根県民会館文化事業課 ☎ 0852-22-5502

島根県民会館では、障がいの有無に関わらず多くの県民が舞台芸術に携わっ
たり鑑賞したりできるような劇場を目指して、視覚障がいの方とのダンス
作品制作、知的･発達障がい児（者）に向けての劇場体験「劇場って楽しい !!」
など、様々な事業に取り組んでいます。
今回お届けするのは、おとなり鳥取県から「じゆう劇場」の演劇公演です。
シェイクスピアの４大悲劇のひとつ『マクベス』を題材に、障がいのある
人にも当然ある権力への欲望や社会的活躍を求める気持ち、誰もの奥底に
眠るこの欲望を演劇的に見つめます。

勇猛果敢だが小心な一面もある将軍マクベスは、荒野で３人の魔女と出会い、「い
ずれ王になるお方」と予言される。その予言に突き動かされるように、妻と謀っ
て主君ダンカンを暗殺し王位に就く。が、内外の重圧に耐えきれず錯乱して暴政
を行い、貴族や王子らの復讐に倒れる。

03

報 告

『マクベス』あらすじ

3/

［日］7

じゆう劇場とは…じゆう劇場は、鳥の劇場（鳥取市鹿野町）プロデュースのもと、2013 年 8 月に活動を開始したプロジェクト。障がいのある人、ない
人がいっしょに舞台を作り、日常生活では隠れがちなそれぞれの豊かさを発見し、その素晴らしさを観客と分かち合うことを目指しています。

2/7［日］
チケット発売開始

7

カラーアニメの元祖ともいわれる「錦影絵」の伝統の技を受け継ぐ桂米朝一門による落語と
錦影絵の上演会。
「錦影絵」は着色された絵を動きのある映像にして見せるもので、松江市には現存する最古
の道具といわれる江戸時代後期の「錦影絵」道具が一式残っており、その貴重な文化財を
使用して上演します。
和紙のスクリーンに映し出される不思議な世界と軽妙な落語の語り口をお楽しみ下さい｡

錦影絵（三番叟）

錦影絵と落語会

◎時　間：14：00開演（13：30開場）
◎会　場：島根県民会館 多目的ホール
◎問合せ：松江歴史館 ☎ 0852-32-1607

◎定　員：60人
◎料　金：全席自由・税込1,500円
　　　　　※未就学児入場不可

2/

［火・祝］
23 出　演

桂 米左、桂 團治郎、桂 慶治朗、桂 弥っこ
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やってます！

島根県民会館情報誌【シマカル】vol.3 島根県民会館
公益財団法人 しまね文化振興財団

島根県民会館オンラインチケット「シマチケ」

掲載内容は2021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。
「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。

島根県民会館チケットコーナーにて取扱のチケットです。

劇団8ch 第1回公演「推薦裁判」
●会場／大田市民会館 
●料金／【全席自由】〈前売〉一般1,000、学生500〈当日〉一般1,200、学生
700、小学生未満無料 ●定員／各回50席限定 
●問合せ／島根県民会館 文化事業課 TEL.0852-22-5502

2/6［土］ 開演19：30（開場19：00）
2/7［日］ 開演14：00（開場13：30）

スターダスト☆レビュー 40周年 ライブツアー「年中模索」　
～しばらくは、コール&ノーレスポンスで～
●会場／島根県民会館 大ホール 
●料金／【全席指定】7,500、未就学児入場不可 
●問合せ／キャンディー･プロモーション岡山 TEL.086-221-8151

3/27［土］ 開演17：30（開場16：30）
錦影絵と落語会
●会場／島根県民会館 多目的ホール ●料金／【全席自由】1,500、未就学児入
場不可 ●定員／60人 ●問合せ／松江歴史館 TEL.0852-32-1607

2/23［火・祝］ 開演14：00（開場13：30）

三山ひろし ～笑顔を届けます～コンサート2020
●会場／島根県民会館 大ホール ●料金／S席（指定）6,600、A席
4,400、GLチケット2,200（A席、GLチケットは当日指定）
●問合せ／グッドラック・プロモーション TEL.086-214-3777

5/12［水］ 開演12：30（開場12：00）

TICKET  IN FORMAT ION
チケット情報

浜田真理子コンサート
～まりごころ2021～
●会場／島根県民会館 中ホール 
●料金／【全席指定】4,900、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

3/13［土］ 開演16：00（開場15：15）

レイヤマダLIVE ～reborn～
●会場／メテオプラザ 
●料金／【全席自由】2,000、同伴者1名までおかわり割引あり1,000
●問合せ／島根県民会館 文化事業課 TEL.0852-22-5502

2/28［日］ 開演15：00（開場14：00）

じゆう劇場公演 「マクベス」からさまよい出たもの-2020
●会場／島根県民会館 中ホール ●料金／一般1,500、高校生以下無料
●問合せ／島根県民会館 文化事業課 TEL.0852-22-5502

3/7［日］ 開演16：00（開場15：15）

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➡

2/14
発売

2/7
発売

3/13
発売

鳥
取
公
演

《
コ
ノ
カ
イ
ズ
ム
》

日
本
舞
踊
家
集
団 

弧
の
会

一線で活躍中の男性舞踊家た
ちが

　流派を超えて結成したユニ
ット「弧の会」。

日本舞踊のイメージを覆す

　新しい風をぜひ会場で感
じてください。

料金｜全席指定（税込） 一般：3,000円  U22：1,500円  U15：500円

主催／（公財）鳥取県文化振興財団、（一財）米子市文化財団　お問い合わせ／アルテプラザ（鳥取県文化振興財団西部事務所/米子天満屋4階） ℡（0859）38－5127

※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。（無料託児サービスあり）
※U22：公演当日に16歳～22歳の方。U15：公演当日に小学生～15歳の方。
　入場時に年齢の確認ができる身分証等の提示が必要です。

チケット
取扱い

アルテプラザ／米子市公会堂／米子市文化ホール／倉吉未来中心／とりぎん文化会館
WEBチケとっとり／ローソンチケット ［ Lコード：62056 ※座席指定不可 ］

２
月
28
日（
日
）

開
場
｜
13
時
15
分  

開
演
｜
14
時

米
子
市
公
会
堂 

大
ホ
ー
ル

株式会社 え す み 感動の提供でお役立ち 
雲南　〒699-1333 雲南市木次町下熊谷1545-3
松江　〒690-0048 松江市西嫁島3丁目2-3
出雲　〒693-0012 出雲市大津新崎町6丁目25

TEL 0854-42-0711  FAX 0854-42-1711
TEL 0852-26-5313  FAX 0852-27-8733　　　  
TEL 0853-23-7077  FAX 0853-23-7302http://www.esumi-net.co.jp


