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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。 

［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］

4/20［火］
●会場／島根県民会館 大ホール
●料金／全席指定・税込

18：30開演
（17：45開場）

Ｓ席7,700円、 Ａ席6,600円
※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

3/28［日］
チケット一般発売

開始

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！
現代社会に取り残された人々のもがきと再生の物語。

赤堀雅秋が演出も手がける1年ぶりの新作舞台！
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！！

【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　

◎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、島根県民会館へお早めにお問い合わせください。
◎新型コロナウイルス等の感染症拡大防止対策の一環として、収容人数を制限し、左右の間隔を空けた座席配置で販売予定です。

M&Oplays
プロデュース『白昼夢』

高橋家の家主・高橋清（風間杜夫）は、妻を亡くし、次男の
薫（荒川良々）と二人暮らし。
47歳にも拘わらず職に就かず、長年自分の部屋にこもりっ
きりの薫に業を煮やした長男の治（三宅弘城）は、ひきこも
り支援団体『ひだまりの会』に助けを求める。
高橋家に訪れた『ひだまりの会』の別府正樹（赤堀雅秋）と
石井美咲（吉岡里帆）。
治も加わり、薫を更生すべく尽力するが…
それぞれに闇を抱えた五人の、夏、秋、冬、春、季節を巡っ
た交流を綴る…

　考えたら1年ぶりの舞台ですが、何だか随分舞台から
遠ざかった心持ちです。だから物凄い期待感と不安が
入り混じった複雑な状態です。大好きな役者たちと濃
密な物作りが出来る幸せを噛みしめたい所存でござい
ます。こんな時世ですが、安易に希望を撒き散らすこ
となく、かといって諦念に酔いしれることなく、それ
でも生きて行く、そういう物語でありたいと思います。
喜劇のつもりです。謙虚に、人間や人生を肯定したい
のです。よろしくお願い致します。

東京・富山・大阪・島根・広島・愛知公演あり
全国公演情報・最新情報などはこちら↓

M＆Oplaysプロデュース『白昼夢』特設サイト
http://mo-plays.com/hakuchumu/　

作・演出：赤堀雅秋　コメント

ＳＴＯＲＹ
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YouTubeで「或る椅子の、つぶやき」と検索していただくか、
島根県県民会館YouTube チャンネルからご覧ください。

音声ガイド版も制作しました！見えない見えにくい人と振付家･ダンサーの田畑真希が出会い

2016年にはじまった島根県民会館のダンスプロジェクト。今年の

1月に予定していた「映像×ダンス公演『或る椅子の、つぶやき』」

は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で延期となりましたが、

初めて映像作品を制作し、3/3からダンス映像作品短編集「或る椅

子の、つぶやき」7作品をYouTubeで公開しています。さまざまな

身体性と音楽、そして松江の風景が響きあって生まれる表現を

ぜひご覧ください。

今回の映像では、椅子が水辺、森の中、草原、劇場と旅をしていき

ます。風が吹いたり、水が足元にかかったり、さまざまな人が座った

り触れたり。観てくださっ

た方の中にどんな物語が

生まれるでしょうか。

7つの作品を短編小説の

ページをめくるようにお楽

しみください。

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　　　・公演内容により客席は人数制限を設け、座席を限定します。
 　　　　　　　　　　・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）

視聴の方法

ダンス映像作品短編集
「或る椅子の、つぶやき」

島根県民会館インクルーシブシアター・プロジェクト

目の不自由な方をモニターに招き、音声ガイド解説者の田中京子さんと共に
検討し、収録。ダンスを耳で聴くとは⁈　目の見え方、どれくらいどんなガイ
ドが必要かは人それぞれ。
今後も検討を重ねていきますが、ぜひ聴いてみてください。

Pick  Up  E v e n tイベント情報

掲載内容は2021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、4、7ページ掲載の公演）

島根県民会館主催の文化事業のチケット先行予約･購入がWEBでできます！

会員登録無料！入会はいつでもOK！

［お問い合わせ］ 島根県民会館チケットコーナー　TEL.0852-22-5556［お問い合わせ］ 島根県民会館チケットコーナー　TEL.0852-22-5556［お問い合わせ］ 島根県民会館チケットコーナー　TEL.0852-22-5556

「シマチケ」は　
こちらから▶

島根県民会館YouTubeチャンネルはこちら▶

シマチケメンバーズ WEB会員募集！

特典
１ 先行予約を実施する公演は本誌、島根県民会館ホームページ、

WEB会員に配信されるメルマガでお知らせいたします。
※会員登録時に「お客様情報」で［メール送信］可否の項目を「不可」としている場合はメルマガが届きませんのでご注意ください。

島根県民会館主催の文化事業のチケット発券手数料(コンビニ発券)が無料！特典
2 WEBで予約したチケットはお近くのセブンｰイレブンで受け取れます。

WEB会員ならチケット発券手数料が無料です！

【入会方法】
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。

＜振付・演出＞　田畑真希
＜出　演＞　
　タバマ企画：
　　田畑真希　中村 理　安岡あこ
　ビヨン・ド・タバニー：
　　安達　愛　　石飛俊明　香川侑也
　　川次響季　　熊谷高志　黒見ひとみ　
　　清水かおり　水谷宣子　高橋恵里
　　藤原杏夏　　渡部栄子

＜音　楽＞
　ハブヒロシ　多久和千絵　善財和也
＜衣　装＞　中本淳子
＜音声ガイド解説＞
　田中京子（Reading ACT）
＜撮影・編集＞　吾郷克彰
＜制　作＞
　公益財団法人 しまね文化振興財団
　（島根県民会館）

島根県民会館インクルーシブシアター・プロジェクト
令和2年度文化庁委託事業　障害者による文化芸術活動推進事業
（文化芸術による共生社会の推進を含む）

窓口に行かなくても
チケットが買える！
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ぶあいそうな手紙

S i n c e 1 9 7 2
島根県民会館

手紙の代読と代筆を通して交流を深めていく老人と娘の姿を、可笑しくも温かく描いた
ハートウォーミングストーリー。ブラジル南部、ポルトアレグレに暮らす独居老人のエルネ
ストは、隣国ウルグアイからやって来て46年。老境を迎え、ほとんど目が見えなくなった。
そんな彼の元に旧友の妻から手紙が届き、偶然知り合ったブラジル娘のビアに手紙の代
読を頼むことに。それは人生を変えるきっかけだった―。（2019年/ブラジル/123分）

人間、最後の最後までわからない。

©CASA DE CINEMA DE PORTO
 ALEGRE 2019

監督：アナ・ルイーザ・
　　　　　　　　アゼベード 
出演：ホルヘ・ボラーニ
　　　ガブリエラ・ポエステル
　　　　　　　　　　　ほか

4/10［土］ 14：00／18:30

詩人の恋

実力派俳優ヤン・イクチュンらが繊細に紡ぐ、切ない三角関係。詩人のテッキはここ数
年スランプだ。妻ガンスンが妊活を始めたことから、テッキの人生に波が立ちはじめる。
思い悩む彼を救ったのは、ドーナツ屋で働く美青年セユン。彼のつぶやきが詩の種とな
り、新しい詩の世界への扉を開いてくれた。もっと彼を知りたい―。30代後半にして初
めて芽生えた感情を隠しながら、テッキは孤独を抱えるセユンと心を通わせていく…。

（2017年/韓国/110分）

近くて遠い、君と僕―。
監督： キム・ヤンヒ
出演： ヤン・イクチュン
　　　チョン・ヘジン
　　　チョン・ガラム　ほか

5/8［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。

４月「ぶあいそうな手紙」の
ページはこちら↓↓↓

５月「詩人の恋」の
ページはこちら↓↓↓

公演情報

©2017 CJ CGV Co., Ltd., JIN PICTURES,
 MIIN PICTURES All Rights Reserved

司会 おがっちさんリモート出演 結城さん審査員賞受賞作品「ハリウッドスターがやって来る!?」

定　員 230名（要事前申込・先着順）

　今年で18回目を迎えたしまね映画塾。リモートという特別な形での開催となった
「しまね映画塾 2020」は、2月13日（土）『作品発表上映会』をもって、無事閉幕
いたしました。
　上映会は、島根県民会館にて有観客 &YouTube 生配信で開催。応募全35作
品の中から、審査員の厳正なる審査により選ばれた11作品の上映と、錦織良成
塾長をはじめとするゲストの皆さんの講評、そして塾生・審査員による投票等に
よって決定した、大賞など各賞の発表を行いました。ゲストには、愛のある辛口講
評でお馴染み映画評論家の“北川れい子”さん、映画塾の編集講座を担当してい
ただいている映像編集技師“日下部元孝”さん、錦織監督作品にも多数出演・俳
優の“甲本雅裕”さん、今年芸歴30周年を迎え益々輝き続ける・女優“戸田菜穂”
さん、そして、読売テレビチーフプロデューサーの“結城豊弘”さんにもリモートで
ご出演頂き、なんとも豪華な会となりました。
　ご来場&ご視聴いただいた皆さん、ありがとうございました！
　「どんな人が審査員だったの？」「どんな作品が上映されたの？」興味を持ってい
ただいた方は、しまね映画祭ホームページを覗いてみてください★

しまね映画塾2020終了しました！報 告

しまね映画祭のHPはこちらから→

※本作品はPG12に指定されています。12歳未満の方の鑑賞は成人保護者の助言・指導が必要です。

『しまね映画塾2020 作品発表上映会』の収録映像を島根
県内ケーブルテレビにて放映中！放送エリア等の情報は、
しまね映画祭HPをご覧ください。
※詳しい放送時間等は、各ケーブルテレビの番組表でご確認ください。
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掲載内容は2021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。
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。

開演13：30（開場12：30）4/17［土］ 

●会場／グラントワ ●料金／【全席指定】4,500
●問合せ／ベルワールドミュージック TEL.03-6277-0755

中澤卓也ミニライブ『繋ぐウタゴコロ。』

開演18：304/18［日］ 

●会場／出雲市民会館　●料金／会費制 
●問合せ／いずも演劇鑑賞会 TEL.0853-25-2722

吾輩はウツである

開演18：00（開場17：30）3/25［木］ 

●会場／大田市民会館 
●料金／【全席自由】一般 500、中高生 300、小学生以下無料
●問合せ／島根県立大田高等学校 TEL.0854-82-0750

44th大田高校吹奏楽部定期演奏会

S 県内イベント情報

4/24［土］ ・ 25［日］  開演18：30
（開場17：30）

開演14：00
（開場13：00）

●会場／チェリヴァホール　
●料金／【全席指定】〈前売〉一般2,000、高大生1,000、4歳～中学生500
　　　　〈当日〉一般2,500、高大生1,500、4歳～中学生700　
　　　　※各回200席、3歳以下入場不可
●問合せ／チェリヴァホール TEL.0854-42-1155

雲南市創作市民演劇2021「永井隆物語」

3/28［日］ 開演15：00（開場14：00）

●会場／メテオプラザ 
●料金／【全席指定】一般2,000、中学生以下1,000（当日各500増）
　　　　※未就学児入場不可
●問合せ／メテオプラザ TEL.0852-72-3939

メテオプラザ開館25周年記念事業　
小泉八雲朗読のしらべ「転生」

4/25［日］  開演1４：00（開場13：30）

●会場／大田市民会館 ●料金／【全席自由】1,000
●問合せ／長坂 TEL.0854-84-0168

夢･育･美コンサート 2021春

4/29［木・祝］  開演18：30（開場18：00）

●会場／ビッグハート出雲 
●料金／入場無料　※限定200席、未就学児入場不可
●問合せ／ヴァイオリン・コンサート実行委員会 TEL.090-9255-3517

第15回 ヴァイオリン・コンサート

5/5［水・祝］  開演1４：30（開場13：30）

●会場／アルテピア　●料金／【全席指定】5,000　※未就学児入場不可　
●問合せ／朝花美穂後援会 TEL.090-4804-5358

朝花美穂 歌謡コンサート

5/23［日］ 開演18：30（開場17：30）

●会場／出雲市民会館 
●料金／【全席指定】8,800 ※未就学児入場不可 
●問合せ／夢番地 TEL.086-231-3531

ミュージカル『刀剣乱舞』 にっかり青江 単騎出陣

5/21［金］ 開演19：15（開場18：45）

●会場／ビッグハート出雲 
●料金／【全席自由】一般2,500、高校生以下1,500（当日各500増）
　　　　※限定124席、未就学児入場不可 
●問合せ／高橋 TEL.090-6436-7745

芦原 充＆高橋 美穂  ヴァイオリン デュオ リサイタル

開演1４：00（開場13：30）4/17［土］ 

●会場／プラバホール 
●料金／【全席自由】〈前売〉一般1,200
　　　　〈当日〉一般1,500、高校生以下500　※未就学児入場不可
●問合せ／実行委員会事務局 TEL.080-6336-0859

穐山純果ホルンリサイタル in 島根

●会場／興雲閣(松江市)　●料金／【全席自由】2,000 
●問合せ／松江サードプレイス研究会 TEL.080-1050-0832

第5回ノヴィー音楽祭　
～生演奏が聴ける喜びを新たに～ 

4/16［金］ 開演18：00（開場17：30）

①ユニークな個性の競演に浸る

4/17［土］ 開演15：00（開場14：30）

②華やかな雰囲気、フレッシュな感性

4/18［日］ 開演15：00（開場14：30）

③歌え、喜べ、感謝を込めて！

4/25［日］ 開演15：00（開場14：30）

④地元ゆかりの待望のアンサンブル

5/30［日］ 開演14：00（開場13：30）

●会場／プラバホール 
●料金／【全席指定】
　〈S席〉一般4,000、学生2,000
　〈A席〉一般3,600、学生1,800
　〈B席〉一般2,000、学生1,000
　〈C席〉一般1,600、学生800
　※未就学児入場不可
●問合せ／プラバチケットコーナー 
　TEL.0852-27-6400

N響中核を担う管楽器奏者たち！ 
NHK交響楽団メンバーによる木管五重奏団

4/3［土］ 開演18：30（開場18：00）

●会場／出雲国際交流会館 
●料金／入場無料　※限定50席、未就学児入場不可
●問合せ／ヴァイオリン・コンサート実行委員会 TEL.090-9255-3517

ヴァイオリン・コンサート　
2020年度コンクール受賞記念

3/28［日］ 開演13：00（開場12：30）

●会場／平田文化館 
●料金／入場無料(当日整理券配布)　※限定200席
●問合せ／花柳華凡 TEL.090-8243-6524

花柳流　春の日本舞踊　華凡会

3/31［水］ 開演18：00（開場17：30）

●会場／石央文化ホール
●料金／【全席自由】高校生以上500、中学生以下無料
●問合せ／島根県立浜田高等学校 TEL.0855-22-0042

第51回浜田高校吹奏楽部定期演奏会

3/28［日］ 開演13：00（開場12：30）

●会場／ラメール 
●料金／【全席自由】一般1,000、高校生500（当日各500増）
　　　　中学生以下無料（要整理券）　※限定180席
●問合せ／ラメール TEL.0854-49-8500

サウンドライブしまね in 雲南
「雲の音祭り2021」

くも　　　ね
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　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、9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368校で行ってきました。
　今年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響があり、中止や日程、講師の変更などもありましたが、
リモート実施を含む31校で感染症対策をしながら実施しました。様々な活動が中止や延期になり生の
体験ができなくなったり、人と人とのつながりの大切さが改めて見直される時代。これからも子どもたちが
芸術を楽しむ時間や、芸術を通して培われる「生きる力」を大事にしたいと思っています。
　2021年の実施校の募集も始まっています。島根県内小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、
高等学校からの応募をお待ちしております。詳しくは島根県民会館ＨＰをご覧ください。

学校にアーティストがやってきた！

芸術家学校派遣事業を実施しました！

報 告

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
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※ 2021 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

2（金） 開場 13:00
開演 13:30 中ホール 令和 3 年度　大阪健康福祉短期大学入学式 関係者のみ 学校法人みどり学園 大阪健康福

祉短期大学　0852-67-3716

9（金） 開場   9:00
開演   9:30 大会議室 第一種電気工事士定期講習 申込者のみ 島根県電気工事工業組合

0852-21-7433

10（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「ぶあいそうな手紙」　▶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
〜18

（金）
（日）

1F 展示
ホール

美術品展示会　〈16日〉14：00～19：00
〈17日〉10：00～19：00　〈18日〉10：00～15：00 入場無料 佐藤美術店　

0852-24-0597

20（火） 開場 17:45
開演 18:30 大ホール M&Oplays プロデュース『白昼夢』　▶詳しくは p2 へ S 席 7,700 円

A 席 6,600 円
島根県民会館チケットコーナー
0852-22-5556

開催日 時　間 会　場 催　事　名 料　　　　金 お問い合わせ先

3（月） 開場 13:00
開演 13:30 中ホール 憲法 9 条は世界の宝　Make Peace の集い 要資料代 憲法改悪反対！5・3 実行委員会

090-4894-3540

8（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「詩人の恋」（PG12）　▶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

12（水） 開場 12:00
開演 12:30 大ホール ［振替公演］三山ひろし 〜笑顔を届けます〜コンサート S 席 6,600 円、A 席 4,400 円、

GL チケット 2,200 円
グッドラック・プロモーション
0120-30-8181

22
23

（土）
（日）

開場   9:30
開演 10:00

第２多目的
ホール

第 23 回 甲子会篆刻展
〈22 日〉10:00 〜 20:00 〈23 日〉10:00 〜16:00 入場無料 甲子会

0852-23-8103

27（木） 開場 18:00
開演 18:30 大ホール 劇団文化座公演「旅立つ家族」 会員制 松江市民劇場

0852-26-3094

28（金） 開場 18:30
開演 19:00 中ホール 四回目の立川志らく独演会 in 松江 〈前売〉3,800 円

〈当日〉4,300 円
立川企画
03-6452-5901

4月

5月

April

May
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　新しい日常がやってきて約 1 年。長かったような短かったような、忙しなかったようななんにもなかったよう
な…そんなおかしな時間感覚が今も続いています。パンデミック以降は何をするにも先ず、周囲との意識のズレや
社会からの反応というものを考えるようになりました。（マイペースで楽観的に生きてきた私にとっては“今”の
生きづらさですが、いつの時代、誰の中にもある思いだ、というのが 2020 年の今更な気づきです。）それでも、
映画や演劇を観たり演奏会に行ったり、それから本を読んでいるときも、自分を物語の中に放り込んでしまえば、
時間も場所も関係ない「私」がいます。そこでは何を喜んで何に怒っても、誰にも咎められたりしません。ただた
だ自由な「私」でそこにいて、劇場ではそんな「私」がお互いを許容しあっている心地がするのです。だからこそ、人々
から溢れる情念で満ち満ちたあの空間を取り戻したいと、そう願ってやみません。
　さて、ご多分に漏れず、世界的なパンデミックが劇場／ホールや実演芸術／ライブエンターテイメントに多大な
影響を及ぼし、経済的な損失、機会の損失は計り知れません。一方で、これまで手付かずだった分野が一足飛びに
発展するチャンスにもなっています。例えば、舞台映像のデジタルアー
カイブ化。過去の貴重な公演映像を保全・活用するための取り組みです。
映像配信を劇場収益につなげようとする機運もあります。それから、
作品制作の現場では海外のクリエイターとオンラインでやり取りをし
ながら演出・指導をする試みもみられます。研修やワークショップで
はオンラインでの代替がかなり進む予感です。（先日受講したオンライ
ン研修では、シチリア島のマッシモ劇場を案内してもらう機会に恵ま
れました。）島根県民会館でも少しずつではありますが、オンラインの
活用や映像発信に取り組み始め、リサーチ＆トライで時代の波に挑ん
でいます。（Y.K）

　当日は10時30分から第1部「オペラを楽しむ基礎知識」から始まり、第2部「オペラと演出」、
第 3 部「オペラと明かり」まで約 7 時間にも及ぶ講座でしたが、講師の高島勲先生が分かりや
すく解説される講義は時間も早く感じられ、あっという間に過ぎていきました。
　ご都合をつけてご参加いただいた方も、大変満足した様子で「オペラ公演を観にいきたくなっ
た！」「本場ヨーロッパの劇場へ行きたくなった！」など、知識が深まったと同時に総合舞台芸術で
あるオペラへの関心がより深まる講座となりました。
　また、第 3 部では、オペラ「ワルキューレ」の一部を再現した舞台を照明演出も交えて実演を
行いました。講座の最後には、実演の舞台にもあがってもらい、照明演出の方法や舞台セットの
裏側など、バックステージツアーにも満足された様子でした。島根で観る機会の少ないオペラで
すが、今後も少しずつ、取り組んでいこうと考えています。

ステージテクニカルアカデミー

オペラを観る、楽しむための「オペラセミナー」を開催しました。

04

報 告

◎日　　　程：初回は５月下旬ごろ（開催時間 18：30～20：30）
　　　　　　　※年間10回を予定。詳細は４月以降島根県民会館ホームページ等でお知らせします。
◎会　　　場：島根県民会館 
◎年   会   費：1,000円（保険料・資料代）
◎お問い合せ：島根県民会館 舞台振興グループ　TEL.0852-22-5510

「イベントで照明・音響ってどうやればいいの？」
「舞台ができるまでの流れが知りたい」

そんな疑問が解決するかも！？

島根県民会館　舞台スタッフ研修会 新規会員募集！島根県民会館　舞台スタッフ研修会 新規会員募集！

島根県民会館の舞台技術職員が講師となり、実際にホールにある機器に触れなが
ら舞台の裏側を学ぶ研修会です。
基礎から行うので舞台のことを知らない方でも安心して参加していただけます。
年に 1 度実践研修としてイベントも行います。皆さんで素敵なステージをつくり
あげましょう。
まずはお気軽にお問い合わせください !

せわ
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Facebook
やってます！

島根県民会館情報誌【シマカル】vol.4 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」

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。

島根県民会館 名画劇場
●会場／島根県民会館 中ホール 
●料金／一般1,000、学生（小学生以上25歳以下）500、
　　　　未就学児無料、一般5枚セット券4,000
※上映日、上映作品は本誌、島根県民会館HPでご確認ください
●問合せ／島根県民会館チケットコーナー　TEL.0852-22-5556

毎月開催

柳家さん喬独演会其之八
●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／タテオカ TEL.090-7597-5584

3/28［日］ 開演13：30（開場12：30）

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）

四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〉3,800〈当日〉4,300、未就学児入場不可
●問合せ／立川企画 TEL.03-6452-5901

5/28［金］ 開演19：00（開場18：30）

TICKET  IN FORMAT ION
チケット情報

M&Oplaysプロデュース 『白昼夢』
▶詳しくはP2へ

●会場／島根県民会館 大ホール 
●料金／【全席指定】S席7,700、A席6,600、
　　　　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

4/20［火］ 開演18：30（開場17：45）

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➡

3/28
発売

掲載内容は2021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。
「シマチケ」マークのある公演は島根県民会館オンラインチケット
「シマチケ」で購入できます。

助 成 事 業募集
2021年度

しまね文化ファンド

対象事業／

募集期間／

募集要項／

申込用紙／

　

助成金額／

そ の 他／

2021年 9月1日～2022年 3月31日に行われる文化事業

4月26日（月）～5月28日（金）(当日消印有効 )

各市町村役場、公立文化施設等

HPからダウンロードしてください。

対象経費の 7割以内　※但し、一部の事業は対象経費の1/2以内（従前通り）

コロナウイルス感染予防対策を講じて実施する事が条件です。

尚、2021年度の助成回数はカウントされません。

また、3回助成を受け、5年間の申請休止団体も申込み可能です。
＊ 後期申請を検討される場合は、HPをご覧になったうえで必ず事前にご相談ください。
   まずは気軽にお電話を！

URL ： https://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/shinkou/jyosei_jigyo/bunkafund/

募 集 内 容

受 付 期 間

2021年

事業実施期間・・・2021年 9月1日～2022年 3月31日
助成決定時期・・・2021年 7月下旬

4月26日□月 ▼5月28日□金 

2021年 後期助成事業募集

お申込み・お問い合わせ

受託者

TEL0852－22－5500　FAX0852－22－6412
E-mail : fund-shimane@kni.biglobe.ne.jp

［公益財団法人 しまね文化振興財団］　担当：前島　

公益信託しまね文化ファンド事務局

三菱UFJ信託銀行株式会社（東京都中野区中野3-36-16）

2021年度は一部基準を変更して助成します！

対象分野

「地域文化振興」「芸術文化振興」「国際文化交流」

当日消印有効後
期

島根の歴史や神話・民話、

文化財や風土を素材にして

仕立てられる文化事業

多様な芸術文化活動の

活性化を目指す文化事業

国際文化交流の推進を

目指す文化事業

株式会社 はらぶん URL : https://www.harabn.co.jp


