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あらすじ

出演者コメント

倉科カナ　

福本莉子

「鎌塚氏シリーズ」などの作品で島根でもおなじみ！多くのファンを魅了する倉持裕。
本作品では、小説家･江戸川乱歩の作品に登場する稀代の悪女･お勢をモチーフに、
善悪がせめぎ合う謀略の物語を描きます。
目まぐるしく展開する人間模様、正義と悪の暴力について、時にユーモアを、時に背筋
が凍るような恐ろしさを交えつつ、倉持独自の感性で紡がれる新たなストーリー。個性豊
かでチャーミングな俳優たちが、乱歩的迷宮を駆け巡る新作現代演劇にどうぞご期待
ください。

6/19［日］
●会場／島根県民会館 大ホール
●料金／全席指定・税込

14：00開演
（13：15開場）

Ｓ席7,800円、 Ａ席6,800円

江戸川乱歩による極彩色の迷宮世界を踏襲しながらも、
全く新たな物語で稀代の悪女・お勢を描く、
劇作家／演出家・倉持裕の最新舞台。
2020年の全公演中止を経て、待望の上演決定！

【原　　案】江戸川乱歩　　
【作・演出】倉持 裕　　
【音　　楽】斎藤ネコ
【出　　演】倉科カナ　　福本莉子
　　　　　　江口のりこ　池谷のぶえ　堀井新太　粕谷吉洋　千葉雅子
　　　　　　大空ゆうひ　正名僕蔵　　梶原 善

島根県民会館 シマチケメンバーズ

4/16［土］10：00 ～ 20［水］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※未就学児入場不可
※Ａ席は一部シーンが見えづらい場合がございます。あらかじめご了承のうえお求めください。
※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、島根県民会館にお早めに
　お問い合わせください（定員あり･要予約）
※開演後は、本来のお席にご案内できない場合がございます。

【企画制作】世田谷パブリックシアター

『お勢、断行』

お勢、断行
～倉持裕 作・演出～

大正末期、資産家の松成千代吉の屋敷に身を寄せた女流作家、お勢がいる。
その屋敷には、千代吉の娘と住み込みの女中、そして千代吉と小姑からの圧力に
苦しむ後妻がいた。
ある日、千代吉に屈辱を受けた代議士は、後妻と結託し、松成家の財産をすべて
奪い去ろうと、千代吉を狂人に仕立て上げる計画を練る。
女中、精神病院の医院長、貧しい電灯工事夫らを巻き込み、首尾よく進むかに見
えたが、第一の殺人がおき、計画は思わぬ惨劇へと突き進むー

２年前、初の緊急事態宣言発令により
公演中止となった舞台『お勢、断行』の
公演がついに決まりました！
本当にあの時はやり場のない、そして
行き場のない悔しさが溢れ、ゲネが

終わってずっと涙がとまらなかったのを覚えています。
一度頂いた役をそのままというのは心に蟠りがあったので
すが、この度公演が決まり本当に嬉しく！また、２年前に
「絶対公演しようね!!また会おうね!!」とキャスト、スタッフ
さんと言っていたことが実現できると思うと喜びもひとし
おです！
あのときの悔しさを胸に、カンパニー一同２年前より良い
作品を作っていこうと思います。
ぜひ、『お勢、断行』観にいらしてください！

2年前に『鎌塚氏、舞い散る』を観劇し
て、倉持さんが創り出す世界に憧れを
抱きました。そして今回ご一緒する念
願が叶いとても嬉しく思います。前回
とほぼ同じキャストの中、今回新たに
参加させて頂くので不安もありますが、憧れの倉持作品な
ので気合十分で私なりの晶を演じたいと思っています。
また、ミュージカル、音楽劇の経験はありますが、スト
レートプレイは初めてなので、経験豊かな先輩方からたく
さん学べるよう、一瞬一瞬を大切に、身を引き締めて稽古
に励みたいと思います。ぜひ劇場にいらしてください。

■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。　・ブランケット貸出･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〈第2・第4月曜日休〉

掲載内容は2022年3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・3ページ掲載の公演）

4/23［土］
チケット一般発売

先行発売あり
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しまね県民オペラ 2023 オペラ『ラ・ボエーム』
衣装製作プロジェクト

しまね県民オペラ 2023 オペラ『ラ・ボエーム』
衣装製作プロジェクト

第１回
開催日

加藤久子・仲田紀子 ほか
 （米子文化服装専門学校）

講　師

島根県民会館３09会議室　

無料

場　所

参加費

桜井久美（衣装デザイン･全体監修）

衣裳製作ワークショップ 参加者募集（通年開催）

S i n c e 1 9 7 2
島根県民会館C inema

名画劇場

※PG12作品のため、12歳未満の鑑賞の際は成人保護者の助言･指導が必要です。

ミス・マルクス ［振替上映］
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。

（2020年/107分/PG12/イタリア・ベルギー）

© 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　ほか

4/9［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

公演情報

舞台衣装家・桜井久美による監修のもと、ご家庭の古着が19世紀フランス風の舞台衣装に大変身！
製作した衣装は2023年2月に上演予定のオペラ『ラ・ボエーム』で着用します♪

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、舞台衣装デザイン･
製作会社「アトリエヒノデ」を設立し多方面で衣装デザイン、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。

裁縫経験の有無を問わず、興味がある方なら誰でもご参加いただけます。

洋服の冬物古着・暗色系（柄物OK）
冬物以外でもシャツ、ズボン、ドレス、礼服も歓迎。大人用はサイズ問わず。
子ども用は１４０センチ～

募集内容

返却不要なもののみご提供ください。
ご提供いただいた全ての古着を使用できるとは限りません。

注意事項

島根県民会館に持ち込み、または元払い発送。（着払い発送は受取いたしかねます。）受付方法

古着募集！衣装素材となる「冬物古着」を集めています

【古着発送先】
　〒690-0887 松江市殿町158　島根県民会館文化事業課　
【ワークショップ申込先】
　メールもしくは右記QRからお申込みください。
　メールでのお申込みの場合、氏名・電話番号・生年月日をご記載ください。
　Mail：costume@cul-shimane.jp

〈お問い合わせ〉島根県民会館文化事業課
　　　　　　　 〒690-0887 松江市殿町158
　　　　　　　 TEL.0852-22-5502　

古着受付・ワークショップ申込締切：5/7（土）

【お問い合わせ・お申し込み／古着発送先】
島根県民会館文化事業課　〒690-0887 松江市殿町158
Mail：costume@cul-shimane.jp　TEL.0852-22-5502　
メールでのお申込みの場合、
氏名・電話番号・生年月日をご記載ください。
右記QRからもお申込みいただけます。

※以降、第１･第３土曜日の 14:00～16:00を中心に
開催します。（日時を変更する場合があります）
※全ての日程にご参加いただけなくても構いません。

3



2022 年 3月18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.0852-22-5505　FAX.0852-24-0109
mail  shima-cul@cul-shimane.jp　https://www.cul-shimane.jp/hall

島根県民会館情報誌「シマカル」は次号より、偶数月20日に発行日を変更いたします。
次の vol.11 の発行は4月20日（水）を予定しています。
県民会館を身近に感じていただける情報誌をお届けしていきますので、引き続き変わらずご愛読くださいますようお願い申し上げます。

「シマカル」発行日
変更のお知らせ

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
ホームページはこちらから

Facebook
やってます！

twitter
はじめました

島根県民会館情報誌【シマカル】vol.10
島根県民会館
公益財団法人 しまね文化振興財団

2022年3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

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）

4/23
発売

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

『お勢、断行』
●会場／島根県民会館 大ホール 
●料金／【全席指定】S席7,800円、A席6,800円　※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

6/19［日］ 開演14:00（開場13:15）

ゴスペラーズ坂ツアー2022 “まだまだいくよ”
●会場／島根県民会館 大ホール 
●料金／【全席指定】7,500 ※小学生以上有料。※未就学児は保護者1名に
　つき1名膝上鑑賞可能。（座席が必要な場合はチケット必要）
●問合せ／ユニオン音楽事務所　TEL.082-247-6111

5/28［土］ 開演17:00（開場16:15）

柳家さん喬　独演会其之十
●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
●問合せ／山陰落語の会　TEL.090-7597-5584

5/22［日］ 開演14:00（開場13:30）

春風亭一之輔　独演会
●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

5/20［金］ 開演19：00（開場18：30）

サキタハヂメ　ミュージカルソーコンサート
●会場／アルテピア
●料金／【全席自由】〈前売〉一般3,000、学生1,500
　　　　　　　　　〈当日〉一般3,500、学生2,000
　※3歳未満入場不可　※学生は大学生以下対象（要身分証提示）
●問合せ／アルテピア　TEL.0854-21-0101

4/30［土］ 開演14：00（開場13：30）

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

4/24［日］ ①開演12：30（開場12：00） ②開演14：30（開場14：00）

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

▶詳しくはP2へ

web限定

※2022 年 3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等で、イベントが延期・中止となる場合がございます。
※公演延期・中止に関する最新情報は島根県民会館ホームページをご覧ください。

開催日 時　間 会　場 催　事　名 料　金　（税　込） お問い合わせ先

2（土） 開場13：30
開演14：00 中ホール 五回目の立川志らく独演会 in 松江  〈前売〉4,000円

 〈当日〉4,500円
立川企画
03-6452-5901

9（土）
①開場13:30
　開演14:00
②開場18:00
　開演18:30

中ホール 名画劇場「ミス・マルクス」（PG12）　▶詳しくは p3 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

15
～

17

（金）

（日）

展示ホール
美術品展示会

〈15日〉14:00～19:00 〈16日〉10:00～19:00
〈17日〉10:00～15:00

入場無料 佐藤美術店
0852-24-0597

第 1多目的
ホール

第24回 甲子会篆刻展
〈15日〉13:00～17:00 〈16日〉10:00～20:00
〈17日〉10:00～16:00

入場無料 甲子会
0852-23-8103

16（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

22（金） 開場17：30
開演18：30 大ホール 宮本浩次 TOUR 2021～ 2022 

日本全国縦横無尽 9,000円 夢番地
086-231-3531

24（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［振替公演］

3,000円
ファミリー券
　（4枚以上の場合/1枚） 2,600円

キャンディプロモーション岡山
086-221-8151

4月April


