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生涯無休を誓った鎌塚アカシ（三宅弘城）に、長期休暇が言い渡された。
泣く泣く乗った寝台特急。

恋！　殺人！　暴走！　「橋がない！」
鎌塚シリーズ第６弾。初めての列車旅。

2011年「鎌塚氏、放り投げる」で始まった、舞台『鎌塚氏シリーズ』。
演劇では珍しいシリーズものの人気公演として、シリーズ第６弾が上演決定！！

8/16［火］
●会場／島根県民会館 大ホール
●料金／全席指定・税込

18：45開演
（18：00開場）

〈Ｓ席〉7,500円、小中高生4,000円
〈A席〉6,500円、小中高生3,500円

完璧なる執事（三宅弘城）×推理好きの令嬢（二階堂ふみ）、
豪華列車を舞台に繰り広げられるスクリューボールコメディー!?

M＆Oplaysプロデュース

「鎌塚氏、羽を伸ばす」

全国公演情報
などはこちら

Ｍ＆Ｏplaysプロデュース「鎌塚氏、羽を伸ばす」
特設サイト▶ http://mo-plays.com/kama6/　

島根県民会館 シマチケメンバーズ

7/2［土］10：00 ～ 9［土］23：59
※枚数限定・先着順で受け付けます。
　予定枚数に達し次第、上記会員先行受付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

先行販売あり

7/10［日］
チケット一般発売
先行販売あり

※未就学児入場不可　※Ａ席は一部シーン見えづらい場合あり
※小中高生券は、公演当日学生証必要

※新型コロナウイルス感染予防対策を徹底した上で、定員100％で開催します。

◎Ａ席は見切れ席のため、舞台セット等の状況により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
会館チケットコーナー（TEL.0852-22-5556）へお問い合わせください。

　（8/9［火］までに要予約/定員になり次第締切）

Q.最後に、島根公演を待つ皆様へメッセージをお願いします。
今や『鎌塚氏シリーズ』にとって島根公演は欠かせないものになりまし
た。ご期待に応えられるよう精一杯面白くし、アカシにも汗をかいても
らう所存です。劇場でお待ちしています！

Q.これまでの作品と比べて本作はどのような作品ですか？ 
　2011年の「鎌塚氏、放り投げる」でご縁を頂いてから、たくさんの
作品を島根で上演する機会に恵まれました。毎回、温かく迎え入れて
下さり、感謝しています。今作は『鎌塚氏シリーズ』ですからコメディに
は違いないのですが、シチュエーションが「列車」というのは、これま
でにない新しい試みです。
　列車内に潜伏する殺人犯を、第４弾「鎌塚氏、腹におさめる」にも登
場した綿小路チタル（二階堂ふみさん）とアカシが捜索するというス
トーリーです。
　それに加えて、前作「鎌塚氏、舞い散る」で失恋したアカシが、どう
立ち直るかも、作品の大きなテーマになっています。

Q.島根県での思い出や好きなところはありますか？
　第２弾「鎌塚氏、すくい上げる」の時に、出演者たちと松江城と出雲
大社を観光したのはいい思い出です。宍道湖のしじみも毎回頂きます。

Q.『鎌塚氏シリーズ』、第１弾当初からシリーズ化するおつもりだったん
でしょうか？
　第1弾の千穐楽、まさに島根公演終了後に、シリーズ化することを
決めました。それは、鎌塚アカシというキャラクターをまだまだ活躍さ
せたいと思ったことが一番の理由ですが、あの時の、島根のお客様の
スタンディングオベーションも、強い後押しとなりました。

舞台脚本の作・演出のほか、NHK「LIFE！～人生に捧げるコント～」など、
TVドラマ、映画の脚本も多数手がけ、ますますご活躍の倉持裕さん。
島根県民会館ではこれまでにも、『鎌塚氏シリーズ』や「お勢、断行」な
ど、倉持さん作･演出作品を多数上演しています。
今回は、これをご縁に島根の“倉持ファン”の皆様待望の特別インタ
ビューが実現しました！

作・演出/倉持裕　特別
インタビュー！
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右のQRから ①参加プログラム（「きたかぜとたいよう」or 「１４ひきのあさごはん」1回目・2回目） ②氏名 
③参加人数（大人〇人、子ども〇人） ④子どもの年齢 ⑤電話番号 ⑥メールアドレス を入力しお申込みください。
参加料は当日受付でお支払いください。

※4歳未満入場不可
※U-25（25歳以下対象）チケットの方は公演当日に学生証または年齢が確認できる証明書をご持参ください。
※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、島根県民会館チケットコーナー
　（TEL 0852-22-5556）へお問い合わせください（9/16(金 )までに要予約･定員あり）

■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〈10:00～18:00／7・8月の休館日：7/11、25、8/8、22、23〉

掲載内容は2022年6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、6、7ページ掲載の公演）

申込方法
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パントマイムをはるかに超えたサイレントコメディー！
言葉を使わずに観客を驚かせ、笑いの渦に引き込む、
が～まるちょばのパフォーマンスをお見逃しなく！

Pick  Up  E v e n tイベント情報

●会場／島根県民会館 大ホール
●料金／全席指定・税込 一般4,800円、U-25 3,500円

15：00開演（14：15開場）

NPO法人松江音楽協会設立10周年記念

が～まるちょば　猛烈・炸裂・ドッカンコメディー!!
～世界が笑う が～まるちょばのスーパースペシャル･ダイナマイト･エンターテインメント！～

親子でたのしむベイビー＆こどもシアター
ドロップ「えんげきのじかん」

2022年度音楽祭in島根県民会館

山根一仁 ヴァイオリン・
リサイタル

ベイビーシアター「きたかぜとたいよう」　

9/3［土］

9/23［金･祝］

●お問合せ／NPO法人松江音楽協会　※プラバホールホームページより「お問い合わせフォーム」からお問い合わせください。

●お問合せ／島根県民会館 文化事業課　TEL.0852-22-5502

●会場／島根県民会館 中ホール　
●料金／全席指定・税込〈前売〉一般4,000円、学生2,000円
　　　 　　　　　 〈当日〉一般4,500円、学生2,200円

14:00開演（13:30開場）

8/10［水］
●会場／島根県民会館 1F展示ホール　
●対象／0歳6ヶ月から2歳までの子どもとその家族
●参加料／親子ペア1,000円（ひとり追加500円）
●定員／15組　※先着順

10：30～11：15

毎年恒例のプラバ音楽祭♪休館中の今年は島根県民会館にて開催！

物語からイメージをふくらませて
ドロップの2人と楽しい「えんげきのじかん」を過ごそう！

音楽の高みを目指す若きアーティストの共演

7/3［日］
チケット一般発売

7/30［土］
チケット一般発売

金子三勇士
ピアノ・リサイタル
10/2［日］
●会場／島根県民会館 中ホール　
●料金／全席指定・税込〈前売〉一般5,000円、学生2,500円
　　　 　　　　　 〈当日〉一般5,500円、学生2,700円

14:00開演（13:30開場）

軽妙なトークとダイナミックで説得力のあるピアノ

7/31［日］
チケット一般発売

共演 ： 大井 駿（ピアノ）

©Seiichi Saito

ドロップ（渡辺麻依･佐藤円）

©K.MIURA

風の音、風のはこぶ匂い、光のまぶしさ、暖かさ・・・いろいろな感覚を
使ってイソップ「きたかぜとたいよう」の物語を赤ちゃんと一緒に
楽しみます。

こどもシアター「１４ひきのあさごはん」
カラダあそび＆バードコールづくり

8/11［木･祝］
●会場／島根県民会館 2F多目的ホール　
●参加料／親子ペア1,000円（ひとり追加500円）
●対象／3歳から　●定員／15組　※先着順

〈1回目〉10：30～12：00〈2回目〉13：30～15：00

絵本「14ひきのあさごはん」を題材に親子でお芝居あそびをしよう！
みんなでイメージを膨らませて、カラダをいっぱい使って楽しもう！

【ドロップ　プロフィール】
2013年に結成した俳優の渡辺麻依、佐藤円による演劇ユニット。子どもから
おとなまで参加して楽しめる、お芝居とワークショップをおこなっている。
ダンス、演奏、歌などさまざまな要素を取り入れながら、五感を使って演劇を
体験できるような作品づくりをしている。

島根県民会館 シマチケメンバーズ

7/23［土］10：00 ～ 29［金］23：59
※枚数限定・先着順で受け付けます。
　予定枚数に達し次第、上記会員先行受付期間中で
　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

先行販売あり

7/1［金］
10：00～
受付開始！



掲載内容は2022年6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

7/10［日］ 開演14：00（開場13：00）

●会場／松江テルサ
●料金／【全席自由】一般4,000、学生3,000（当日500増）
●問合せ／KaTaCHI実行委員会　TEL.076-274-4744

KaTaCHI 破の章

7/3［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／【全席自由】一般2,000、高校生以下1,000
　　　　※未就学児入場不可
●問合せ／女声合唱団フィオーリ Mail：fchorfiori1985@gmail.com

女声合唱団フィオーリ定期演奏会

7/10［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／【全席自由】一般2,000（当日500増） ※未就学児入場不可
●問合せ／演芸を楽しむ会　TEL.090-3170-0570

桂 吉弥 落語会Vol.15

7/17［日］ 開演10：00（朝市開始9：00）

●会場／弥栄会館　●料金／無料
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

安来節･どじょうすくい＠弥栄の朝市「や市」

7/18［月・祝］ 開演13：00（開場12：00）

●会場／雲南市三刀屋体育館アスパル ●料金／【全席自由】4,000
●問合せ／エス企画 TEL.090-8801-0498 ※未就学児入場不可

【振替公演】新春 歌と神楽の大共演

8/7［日］ 開演13：00（開場12：00）

●会場／雲南市三刀屋体育館アスパル　
●料金／S席5,000、A席4,000
●問合せ／佐藤　TEL.090-8801-0498

角川博 ヒット･オン･パレード

8/7［日］ 開演未定（開場未定）

●会場／江津市総合市民センター　●料金／【全席自由】無料
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

しまね伝統芸能祭2022
～高校生神楽フェスティバル～

7/18［月・祝］ 開演14：00（開場13：30）

●会場／みさと館　●料金／【全席自由】一般500、高校生以下無料
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

安来節･どじょうすくいandミサト･サリ
（美郷町ガムラン楽団・バリ舞踊団）

7/16［土］ 

●会場／木田暮らしの学校（旧木田小学校）　●料金／無料
※要申込（7/1（金）より木田まちづくりセンターまでTEL.0855-45-1105）
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

笑う門には福 ”木田”る ～安来節公演～

7/15［金］ 開演19：00（開場18：30）
●会場／隠岐島文化会館　　　　　　　　　 ※未就学児入場不可
●料金／【全席指定】一般2,000、高校生以下1,000（当日各500増）
　※島根県在住者限定 ※宝くじ助成による特別料金
●問合せ／隠岐島文化会館　TEL.08512-2-0237

7/17［日］ 開演15：30（開場15：00）
●会場／メテオプラザ
●料金／【全席指定】一般2,000（当日500増）※未就学児入場不可  
　※島根県在住者限定　※宝くじ助成による特別料金
●問合せ／メテオプラザ　TEL.0852-72-3939

宝くじ文化公演　オーケストラと
合唱団で奏でる名曲歌酔いコンサート

©Satoshi TOGE

8/11［木・祝］ １５：００開演（１４:３０開場）
●会場／スサノオホール　
●料金／［全席指定］〈S席〉３，０００円、ペア５，０００円
　　　　　　　　 〈A席〉２，０００円、ペア３，０００円
●問合せ／スサノオの風　TEL.0853-84-0833

半﨑美子　
明日を拓くコンサート2022
～5th anniversary～

8/6［土］ 14：30開演（13：45開場）

●会場／平田文化館
●問合せ／出雲市芸術文化振興財団
　　　　　TEL.0853-21-7580

神田伯山独演会
県内ホール連携事業

※未就学児入場不可

8/21［日］ １４：００開演（１３:３０開場）
●会場／大田市民会館　
●料金／［全席指定］ 一般３，０００円、高校生以下１，０００円
●問合せ／大田市民会館 TEL.0854-82-0938

野田あすか ピアノリサイタル
2022 ～ココロノイロ～

※未就学児入場不可

完売御礼

①開演10：30（開場10：00） 
②開演14：00（開場13：30）

   ※要申込

※未就学児入場不可
※席種内自由席 
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名画劇場

THANK YOU!
島根県民会館名画劇場50周年

※PG12…12歳未満の方の鑑賞には、成人保護者の助言や指導が必要です。

偶然と想像

『ドライブ･マイ･カー』でカンヌ国際映画祭、アカデミー賞で国際長編映画賞を受賞し
たことが記憶に新しい濱口竜介監督。本作『偶然と想像』もベルリン国際映画祭で銀
熊賞(審査員グランプリ)を受賞し、注目を集めている。「偶然」と「想像」という共通の
テーマを持ちながら、異なる3編の物語から構成される。初の、そして自身が「このスタ
イルをライフワークとしたい」と語る「短編集」。 （2021年/121分/PG12/日本）

驚きと戸惑いの映画体験がいま、始まる̶。
監督・脚本：濱口竜介
出演：（第一話）古川琴音ほか
　　　（第二話）渋川清彦ほか
　　　（第三話）占部房子ほか

7/9［土］ 14：00／18:30

TOVE／トーベ

戦時中、防空壕の中で怯えた子供たちに語った物語から、いかに原作が執筆され、
そしてムーミンのキャラクター達が生み出されていったのか。トーベの人生のあり方
とともに創作への情熱を描く。第2次大戦下のヘルシンキで、画家のトーベは「ムー
ミントロール」の物語を描き始める。戦後、彼女は舞台演出家のヴィヴィカと出会
い、激しい恋に落ちるが…。 （2020年/103分/フィンランド･スウェーデン）

世界中で愛される“ムーミン”を生み出したアーティスト、トーベ・ヤンソン。
彼女はいかに自由を愛し生きたのか―。

監督：ザイダ･バリルート
出演：アルマ･ポウスティ
　　　クリスタ･コソネン　ほか

8/13［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。　　　　　
問 合 せ　島根県民会館チケットコーナー　TEL.0852-22-5556

※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。

上
映
情
報

© 2020 Helsinki-filmi, all rights reserved

©2021 NEOPA / fictive

劇場版
ムーミン谷の彗星 
パペット・アニメーション

※日本語吹替版

※いただいたエピソード･メッセージは会場や島根県民会館HP、SNS等でご紹介させていただくことがございます。

8/13［土］
会 場　島根県民会館中ホール
料 金　500円 ※未就学児無料
定 員　200人

10：30～11：45
（1回上映・30分前開場）

おなじみのアニメ「ムーミン」とはひと味違う魅力を放つ、
トーベがもっとも愛した“パペット･ムーミン”
主題歌はアイスランドの歌姫ビョーク、吹替版ではおな
じみ「楽しいムーミン一家」の声優が集結。
こどもも大人も一緒にお楽しみください。

 （2010年/75 分/フィンランド･ポーランド･オーストリア）

地球に彗星が落ちてくる⁉
ムーミンとなかまたちの大冒険！

監督･編集：マリア･リンドバーグ 
原　作：トーベ･ヤンソン「ムーミン谷の彗星」（講談社刊）
主題歌：ビョーク 

みなさんと名画劇場との想い出エピソードを聞かせてください。 
応募方法：①右のQRより応募　②名画劇場会場の設置用紙に記入　
③twitter で「#島根県民会館名画劇場50周年」をつけて投稿
 抽選で名画劇場のペア招待券を毎月2名様にプレゼント！（毎月上映日に抽選）

© Filmkompaniet / Filmoteka Narodowa /
Jupiter Film / Moomin Characters ™

こどもめいがげきじょう

右のQRから ①代表者の氏名 ②参加人数（大人〇人、子ども〇人、未就学児〇人）　
③電話番号 ④メールアドレスを入力しお申込みください。料金は当日受付でお支払いください。申込方法

ポスター展示～名画劇場 Memories of 100！～
島根県民会館
名画劇場

50周年記念

島根県民会館
名画劇場

50周年記念

★これまでの上映作品のなかから
　毎月“テーマ”を決めお届けする

★名画劇場の
　想い出エピソード
　大募集！

7/1［金］
10：00～
受付開始！
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掲載内容は2022年6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

7/10［日］ 開演14：00（開場13：00）

●会場／松江テルサ
●料金／【全席自由】一般4,000、学生3,000（当日500増）
●問合せ／KaTaCHI実行委員会　TEL.076-274-4744

KaTaCHI 破の章

7/3［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／【全席自由】一般2,000、高校生以下1,000
　　　　※未就学児入場不可
●問合せ／女声合唱団フィオーリ Mail：fchorfiori1985@gmail.com

女声合唱団フィオーリ定期演奏会

7/10［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／【全席自由】一般2,000（当日500増） ※未就学児入場不可
●問合せ／演芸を楽しむ会　TEL.090-3170-0570

桂 吉弥 落語会Vol.15

7/17［日］ 開演10：00（朝市開始9：00）

●会場／弥栄会館　●料金／無料
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

安来節･どじょうすくい＠弥栄の朝市「や市」

7/18［月・祝］ 開演13：00（開場12：00）

●会場／雲南市三刀屋体育館アスパル ●料金／【全席自由】4,000
●問合せ／エス企画 TEL.090-8801-0498 ※未就学児入場不可

【振替公演】新春 歌と神楽の大共演

8/7［日］ 開演13：00（開場12：00）

●会場／雲南市三刀屋体育館アスパル　
●料金／S席5,000、A席4,000
●問合せ／佐藤　TEL.090-8801-0498

角川博 ヒット･オン･パレード

8/7［日］ 開演未定（開場未定）

●会場／江津市総合市民センター　●料金／【全席自由】無料
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

しまね伝統芸能祭2022
～高校生神楽フェスティバル～

7/18［月・祝］ 開演14：00（開場13：30）

●会場／みさと館　●料金／【全席自由】一般500、高校生以下無料
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

安来節･どじょうすくいandミサト･サリ
（美郷町ガムラン楽団・バリ舞踊団）

7/16［土］ 

●会場／木田暮らしの学校（旧木田小学校）　●料金／無料
※要申込（7/1（金）より木田まちづくりセンターまでTEL.0855-45-1105）
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

笑う門には福 ”木田”る ～安来節公演～

7/15［金］ 開演19：00（開場18：30）
●会場／隠岐島文化会館　　　　　　　　　 ※未就学児入場不可
●料金／【全席指定】一般2,000、高校生以下1,000（当日各500増）
　※島根県在住者限定 ※宝くじ助成による特別料金
●問合せ／隠岐島文化会館　TEL.08512-2-0237

7/17［日］ 開演15：30（開場15：00）
●会場／メテオプラザ
●料金／【全席指定】一般2,000（当日500増）※未就学児入場不可  
　※島根県在住者限定　※宝くじ助成による特別料金
●問合せ／メテオプラザ　TEL.0852-72-3939

宝くじ文化公演　オーケストラと
合唱団で奏でる名曲歌酔いコンサート

©Satoshi TOGE

8/11［木・祝］ １５：００開演（１４:３０開場）
●会場／スサノオホール　
●料金／［全席指定］〈S席〉３，０００円、ペア５，０００円
　　　　　　　　 〈A席〉２，０００円、ペア３，０００円
●問合せ／スサノオの風　TEL.0853-84-0833

半﨑美子　
明日を拓くコンサート2022
～5th anniversary～

8/6［土］ 14：30開演（13：45開場）

●会場／平田文化館
●問合せ／出雲市芸術文化振興財団
　　　　　TEL.0853-21-7580

神田伯山独演会
県内ホール連携事業

※未就学児入場不可

8/21［日］ １４：００開演（１３:３０開場）
●会場／大田市民会館　
●料金／［全席指定］ 一般３，０００円、高校生以下１，０００円
●問合せ／大田市民会館 TEL.0854-82-0938

野田あすか ピアノリサイタル
2022 ～ココロノイロ～

※未就学児入場不可

完売御礼

①開演10：30（開場10：00） 
②開演14：00（開場13：30）

   ※要申込

※未就学児入場不可
※席種内自由席 
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名画劇場

THANK YOU!
島根県民会館名画劇場50周年

※PG12…12歳未満の方の鑑賞には、成人保護者の助言や指導が必要です。

偶然と想像

『ドライブ･マイ･カー』でカンヌ国際映画祭、アカデミー賞で国際長編映画賞を受賞し
たことが記憶に新しい濱口竜介監督。本作『偶然と想像』もベルリン国際映画祭で銀
熊賞(審査員グランプリ)を受賞し、注目を集めている。「偶然」と「想像」という共通の
テーマを持ちながら、異なる3編の物語から構成される。初の、そして自身が「このスタ
イルをライフワークとしたい」と語る「短編集」。 （2021年/121分/PG12/日本）

驚きと戸惑いの映画体験がいま、始まる̶。
監督・脚本：濱口竜介
出演：（第一話）古川琴音ほか
　　　（第二話）渋川清彦ほか
　　　（第三話）占部房子ほか

7/9［土］ 14：00／18:30

TOVE／トーベ

戦時中、防空壕の中で怯えた子供たちに語った物語から、いかに原作が執筆され、
そしてムーミンのキャラクター達が生み出されていったのか。トーベの人生のあり方
とともに創作への情熱を描く。第2次大戦下のヘルシンキで、画家のトーベは「ムー
ミントロール」の物語を描き始める。戦後、彼女は舞台演出家のヴィヴィカと出会
い、激しい恋に落ちるが…。 （2020年/103分/フィンランド･スウェーデン）

世界中で愛される“ムーミン”を生み出したアーティスト、トーベ・ヤンソン。
彼女はいかに自由を愛し生きたのか―。

監督：ザイダ･バリルート
出演：アルマ･ポウスティ
　　　クリスタ･コソネン　ほか

8/13［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。　　　　　
問 合 せ　島根県民会館チケットコーナー　TEL.0852-22-5556

※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。

上
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劇場版
ムーミン谷の彗星 
パペット・アニメーション

※日本語吹替版

※いただいたエピソード･メッセージは会場や島根県民会館HP、SNS等でご紹介させていただくことがございます。

8/13［土］
会 場　島根県民会館中ホール
料 金　500円 ※未就学児無料
定 員　200人

10：30～11：45
（1回上映・30分前開場）

おなじみのアニメ「ムーミン」とはひと味違う魅力を放つ、
トーベがもっとも愛した“パペット･ムーミン”
主題歌はアイスランドの歌姫ビョーク、吹替版ではおな
じみ「楽しいムーミン一家」の声優が集結。
こどもも大人も一緒にお楽しみください。

 （2010年/75 分/フィンランド･ポーランド･オーストリア）

地球に彗星が落ちてくる⁉
ムーミンとなかまたちの大冒険！

監督･編集：マリア･リンドバーグ 
原　作：トーベ･ヤンソン「ムーミン谷の彗星」（講談社刊）
主題歌：ビョーク 

みなさんと名画劇場との想い出エピソードを聞かせてください。 
応募方法：①右のQRより応募　②名画劇場会場の設置用紙に記入　
③twitter で「#島根県民会館名画劇場50周年」をつけて投稿
 抽選で名画劇場のペア招待券を毎月2名様にプレゼント！（毎月上映日に抽選）

© Filmkompaniet / Filmoteka Narodowa /
Jupiter Film / Moomin Characters ™

こどもめいがげきじょう

右のQRから ①代表者の氏名 ②参加人数（大人〇人、子ども〇人、未就学児〇人）　
③電話番号 ④メールアドレスを入力しお申込みください。料金は当日受付でお支払いください。申込方法

ポスター展示～名画劇場 Memories of 100！～
島根県民会館
名画劇場

50周年記念

島根県民会館
名画劇場

50周年記念

★これまでの上映作品のなかから
　毎月“テーマ”を決めお届けする

★名画劇場の
　想い出エピソード
　大募集！

7/1［金］
10：00～
受付開始！
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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

募集

8月6日（土） 15：00～17：00開催日時

7月4日（月）～8月5日（金）募集期間

島根県民会館 大ホール場　　所

無料料　　金親子 ※小学生以下の保護者同伴のみ対　　象 先着 20組募集定員

左のQRから代表者氏名、参加人数（大人人数・子ども人数）、
連絡の取りやすい電話番号を入力しお申し込みください。

申　　込

島根県民会館 舞台振興グループ　TEL.0852-22-5510問 合 せ

夏休みに子ども向けのバックステージツアーを開催
します！今年のバックステージツアーは島根県民会
館で行われている「舞台スタッフ研修会」の研修生
と一緒に、舞台の裏側を楽しく見学できるツアーを
開催します！普段見ることのできない舞台のあんな
ところやこんなところを探検したり、舞台装置や

親子向けバックステージツアー2022

申込はこちらから→

音響・照明を楽しく体験できる企画を
用意してお待ちしております！
「見て」・「聞いて」・「触れる」、ここでしか
体験できないバックステージツアー、
夏休みの思い出づくりにぜひご参加
ください！

6

日 時
会 場 島根県民会館 大ホール

2023年 2/25［土］・26［日］

詳しくはこちらから▶

（G.プッチーニ作曲、全四幕／イタリア原語上演・日本語字幕付）

詳細情報はシマカルvol.14（10月20日発行）にて発表予定！

衣裳ワークショップ開始＆古着提供のお礼

　　　　　　　　　　　5月21日より「しまね県民オペラ
2023 舞台衣裳製作ワークショップ」がはじまりました！
　1回目は５人の講師と16人の参加者でのスタートでした。
皆さんとても作業スピードが速く、どんどん衣裳が出来上がっ
ていく様子に講師も職員も驚きでした。
　そして以前シマカルやＨＰで募集した古着ですが、なんと
洋服と小物を合わせて300点を超える提供が！！！まさかこ

���
シマ

カル ・ コ ネ タ

　豪華な衣装に特大の舞台装置、演目の時代にあわ
せた小道具、そしてオペラ歌手・合唱・オーケストラ
による生の音楽。これらがギュッと集まるオペラは、もっぱら「総合芸術」
といわれ、400年以上前から愛され、各国で上演され続けています。
　今回のプレコンサートでも、少しでもオペラの魅力をお届けすべく、
素敵な衣装と本公演メインキャストと共に、お客様をお迎えしました。

ホールロビーに展示した舞台装置の
スケッチ・模型も大好評！「本公演が
ますます楽しみになりました！」との
お言葉も頂きました♪
　２月まであと８ヶ月。みんなで紡ぐ
しまねのオペラ。いよいよ本格的に
製作をスタートしました！

＃しまね県民オペラ2023　幕が開けました～！

しまね県民オペラ2023
『ラ・ボエーム』

報 告

　オリジナルミュージカルとして16年ぶりに劇団四季が制作した
新作！ 8月の島根公演に先駆け、ひと足お先に、おとなり広島県の
「ふくやま芸術文化ホール」へ観劇に行ってきました♪
　会場に入ると、素敵な舞台セットとかわいいタングがお出迎え♡
（本公演は、開場中のみ写真撮影可！）本編でも大活躍
のタングに、観終わるころには愛が溢れてとまら
ず・・・終演後にロビーのミニチュアタングと
思わずツーショットを・・・//
　「さすが劇団四季！」と言いたくなる素晴らしい

劇団四季ミュージカル『ロボット・イン・ザ・ガーデン』 福山公演♪
行ってきまし

たー！

報 告

本公演のご案内

日 時

会 場 島根県民会館 大ホール

8/25［木］18：30開演
※上演時間：約3時間（休憩含む）

劇団四季ミュージカル
『ロボット・イン・ザ・ガーデン』島根公

演の

ご案内

山陰フィル弦
楽アンサンブ

ルの皆さん♪

歌とダンス。優しい気持ちになれる心温まる物語。会場内には、
ちいさなお友達もダンディーなお父さんも、素敵なマダムも♪みん
なで、笑い、時には涙ぐみ、素敵な時間を過ごすことができました。
皆様もぜひ劇場で！

6/25［土］
チケット発売開始

んなに沢山提供して頂けるとは…。
提供して下さった皆様本当にありが
とうございます。頂いた古着はさっそく
レディース服が子供服に生まれ変わったり、セーターがマフ
ラーに生まれ変わったり（！！）大変身を遂げています。
　本番までに約70着の衣裳を作製予定です。どんな衣裳が
生まれるのかお楽しみに～！
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※2022年6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

2（土）
①開場11：00
　開演11：40
②開場14：00
　開演14：40

大ホール それいけ！アンパンマンミュージカル 
「おもちゃの国とみんなのたからもの」松江公演

〈前売〉3,300円 
〈当日〉3,500円

日本海テレビ
0857-27-2136

2
・3

（土）
（日） 展示ホール 茶道具展示会 

〈2日〉9：30～18：00 〈3日〉9：30～14：00 無料 宮帯
075-803-3300

9（土）

開場12：00
開演14：00 大ホール 山陰中央新報　女性クラブ YUI ( 結 ) 

「ロバート ･ キャンベルさん トークイベント」 有料（要申込） 山陰中央新報社文化事業局女性クラブ YUI 係
0852-32-3415

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『偶然と想像』　▶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

①開演16：00
②開演19：30 多目的

ホール
劇団 Y プロジェクト 

「インプロ笑ーっ！！！」

〈前売〉一般2,200円、学生1,100円
〈当日〉一般2,750円、学生1,650円
　　  ライブ配信2,200円

劇団 Y プロジェクト
090-8065-1325

10（日）

①開演10：30
②開演14：00

開場15：30
開演16：00 大ホール 俳優座劇場プロデュース公演『罠』 会員制 松江市民劇場

0852-26-3094
12
～

14

（火）

（木）
第 1多目的

ホール

オールドマイセン展 
〈12日〉12：00～18：00〈13日〉9：00～18：00
〈14日〉9：00～15：00

無料 創作きもの いこい
0857-21-0055

14（木） 開場12：15
開演13：00 大ホール 純烈コンサート2022 

『心 ･ 技 ･ 体 技の巻～生バンド ver. ～』
S席7,000円、A席5,000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

6（土） 15：00〜17：00 大ホール 親子向けバックステージツアー 2022　
▶詳しくはこのページ下へ 無料（要申込） 島根県民会館舞台振興グループ

0852-22-5510

10（水） 開場10：00
開演10：30 展示ホール 親子でたのしむベイビーシアター

「きたかぜとたいよう」　▶詳しくは p3 へ
親子ペア1,000円

（ひとり追加ごとに 500円）
島根県民会館 文化事業課
0852-22-5502

11（木）
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　開演10：30
②開場13：00
　開演13：30

多目的
ホール

親子でたのしむこどもシアター
「14ひきのあさごはん」　▶詳しくは p3 へ

親子ペア1,000円
（ひとり追加ごとに 500円）

島根県民会館 文化事業課
0852-22-5502

13（土）

開場10：00
開演10：30 中ホール こどもめいがげきじょう『劇場版 ムーミン谷の彗星　

パペット・アニメーション』　▶詳しくは p4 へ 500円 島根県民会館チケットコーナー
0852-22-5556

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
『TOVE ／トーベ』　▶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（火） 開場18：00
開演18：45 大ホール M&Oplaysプロデュース 

「鎌塚氏、羽を伸ばす」　▶詳しくは p2 へ
〈S席〉一般7,500円、小中高生4,000円 
〈A席〉一般6,500円、小中高生3,500円

島根県民会館チケットコーナー
0852-22-5556

21（日） 開場17：00
開演18：00 大ホール 郷ひろみ　Hiromi Go 50th Anniversary 

Celebration Tour 2022 ～Keep Singing～ SOLD OUT キャンディープロモーション岡山
086-221-8151

25（木） 開場17：45
開演18：30 大ホール 劇団四季ミュージカル『ロボット ･ イン ･ ザ ･ガーデン』

▶詳しくは p7 へ
S席9,900円、A席7,700円
B席5,500円、C席3,300円

島根県民会館チケットコーナー
0852-22-5556

28（日） 開場13：15
開演14：00 大ホール 一般社団法人しまね産業資源循環協会設立 30 周年記念

吹奏楽ジョイントコンサート 無料（要整理券） しまね産業資源循環協会　
0852-25-4747

7月

8月

July

August
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と一緒に、舞台の裏側を楽しく見学できるツアーを
開催します！普段見ることのできない舞台のあんな
ところやこんなところを探検したり、舞台装置や

親子向けバックステージツアー2022

申込はこちらから→

音響・照明を楽しく体験できる企画を
用意してお待ちしております！
「見て」・「聞いて」・「触れる」、ここでしか
体験できないバックステージツアー、
夏休みの思い出づくりにぜひご参加
ください！
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（G.プッチーニ作曲、全四幕／イタリア原語上演・日本語字幕付）

詳細情報はシマカルvol.14（10月20日発行）にて発表予定！

衣裳ワークショップ開始＆古着提供のお礼

　　　　　　　　　　　5月21日より「しまね県民オペラ
2023 舞台衣裳製作ワークショップ」がはじまりました！
　1回目は５人の講師と16人の参加者でのスタートでした。
皆さんとても作業スピードが速く、どんどん衣裳が出来上がっ
ていく様子に講師も職員も驚きでした。
　そして以前シマカルやＨＰで募集した古着ですが、なんと
洋服と小物を合わせて300点を超える提供が！！！まさかこ
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　豪華な衣装に特大の舞台装置、演目の時代にあわ
せた小道具、そしてオペラ歌手・合唱・オーケストラ
による生の音楽。これらがギュッと集まるオペラは、もっぱら「総合芸術」
といわれ、400年以上前から愛され、各国で上演され続けています。
　今回のプレコンサートでも、少しでもオペラの魅力をお届けすべく、
素敵な衣装と本公演メインキャストと共に、お客様をお迎えしました。

ホールロビーに展示した舞台装置の
スケッチ・模型も大好評！「本公演が
ますます楽しみになりました！」との
お言葉も頂きました♪
　２月まであと８ヶ月。みんなで紡ぐ
しまねのオペラ。いよいよ本格的に
製作をスタートしました！

＃しまね県民オペラ2023　幕が開けました～！

しまね県民オペラ2023
『ラ・ボエーム』

報 告

　オリジナルミュージカルとして16年ぶりに劇団四季が制作した
新作！ 8月の島根公演に先駆け、ひと足お先に、おとなり広島県の
「ふくやま芸術文化ホール」へ観劇に行ってきました♪
　会場に入ると、素敵な舞台セットとかわいいタングがお出迎え♡
（本公演は、開場中のみ写真撮影可！）本編でも大活躍
のタングに、観終わるころには愛が溢れてとまら
ず・・・終演後にロビーのミニチュアタングと
思わずツーショットを・・・//
　「さすが劇団四季！」と言いたくなる素晴らしい

劇団四季ミュージカル『ロボット・イン・ザ・ガーデン』 福山公演♪
行ってきまし

たー！

報 告

本公演のご案内

日 時

会 場 島根県民会館 大ホール

8/25［木］18：30開演
※上演時間：約3時間（休憩含む）

劇団四季ミュージカル
『ロボット・イン・ザ・ガーデン』島根公

演の

ご案内

山陰フィル弦
楽アンサンブ

ルの皆さん♪

歌とダンス。優しい気持ちになれる心温まる物語。会場内には、
ちいさなお友達もダンディーなお父さんも、素敵なマダムも♪みん
なで、笑い、時には涙ぐみ、素敵な時間を過ごすことができました。
皆様もぜひ劇場で！

6/25［土］
チケット発売開始

んなに沢山提供して頂けるとは…。
提供して下さった皆様本当にありが
とうございます。頂いた古着はさっそく
レディース服が子供服に生まれ変わったり、セーターがマフ
ラーに生まれ変わったり（！！）大変身を遂げています。
　本番までに約70着の衣裳を作製予定です。どんな衣裳が
生まれるのかお楽しみに～！
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掲載内容は2022年6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

HAGANE MUSIC 2022 第二弾タウトゥメイタス
●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
　　　　※学生券は大学生以下対象。当日入場時に学生証等を提示
●問合せ／アルテピア　TEL.0854-21-0101

7/9［土］ 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

劇団Yプロジェクト「インプロ笑ーっ!!!」
●会場／島根県民会館 多目的ホール
●料金／【全席自由】〈前売〉一般2,200、学生1,100〈当日〉一般2,750、
　学生1,650、ライブ配信 2,200　※未就学児入場不可
●問合せ／劇団Yプロジェクト　TEL.090-8065-1325

7/10［日］ ①10：30 ②14：00（開場は各回30分前）
7/  9［土］ ①16：00 ②19：30

劇団四季ミュージカル『ロボット･イン･ザ･ガーデン』
●会場／島根県民会館 大ホール 
●料金／【全席指定】S席9,900、A席7,700、B席5,500、C席3,300
※2歳以下入場不可　
●問合せ／島根県民会館チケットコーナー　TEL.0852-22-5556

8/25［木］ 開演18：30（開場17：45）

山根一仁ヴァイオリン・リサイタル
●会場／島根県民会館 中ホール　●料金／【全席指定】〈前売〉一般
4,000、学生2,000〈当日〉一般4,500、学生2,200
●問合せ／松江音楽協会　プラバホールHP「お問い合わせフォーム」より問合せ

9/3［土］ 開演14:00（開場13:30）

山内惠介コンサートツアー2022～歌のまごころ、あなたに届け～
●会場／島根県民会館 大ホール 
●料金／【全席指定】7,200　※未就学児入場不可
●問合せ／グッドラック・プロモーション　TEL.086-214-3777

9/19［月･祝］ 開演14：00（開場13：15）

が～まるちょば　猛烈・炸裂・ドッカンコメディー!! ▶詳しくはp3へ
●会場／島根県民会館 大ホール ●料金／【全席指定】4,800、U-25 3,500
●問合せ／島根県民会館チケットコーナー　TEL.0852-22-5556

9/23［金･祝］ 15:00（開場14:15）

金子三勇士ピアノ･リサイタル
●会場／島根県民会館 中ホール　●料金／【全席指定】〈前売〉一般
5,000、学生2,500 〈当日〉一般5,500、学生2,700
●問合せ／松江音楽協会　プラバホールHP「お問い合わせフォーム」より問合せ

10/2［日］ 開演14:00（開場13:30）

純烈コンサート2022
『心･技･体 技の巻～生バンドver.～』
●会場／島根県民会館 大ホール
●料金／S席（指定）7,000
　※未就学児入場不可
　※A席5,000円（当日指定）、GLチケット2,200円（当日指定）は
　　グッドラック･プロモーションへお問合せください。
●問合せ／グッドラック・プロモーション　TEL.086-214-3777

7/14［木］ 開演13：00（開場12：15）

和魂楽祭　竜馬四重奏 Live in 出雲
●会場／大社文化プレイスうらら館　　
●料金／【自由席】一般4,000、ペア7,000、18歳以下1,000
　※指定席をご希望の方は「申し込みフォーム」または特設サイト
　　から購入ください。　※幼児膝上鑑賞無料
●問合せ／Happy Smile Shower  TEL.080-3055-1095

8/7［日］ 開演18：00（開場17：00）

M＆Oplaysプロデュース「鎌塚氏、羽を伸ばす」
●会場／島根県民会館 大ホール　　
●料金／【全席指定】S席一般7,500、小中高生4,000、
　A席一般6,500、小中高生3,500　※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

8/16［火］ 開演18：45（開場18：00）
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総合ビルメンテナンス

～建物に「いのち」を吹き込む会社～

〒690-0056 島根県松江市雑賀町２０１番地　TEL.0120-23-8292　FAX.0852-27-8201


