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数々の作品を生み出し続けているＭ＆Ｏplays×岩松了による舞台最新作が

島根県民会館にやって来る！今回の作品は、「いのち」と「友情」を描いた物語。

最高の実力派俳優陣、男性５名だけで繰り広げられる人間ドラマに乞うご期待。

Ｍ＆Ｏplays × 作・演出・出演 ： 岩松了による新作舞台
「いのち」の意味と、男同士の「友情」の真価を問う
緊張感あふれる人間ドラマ

勝地涼＆仲野太賀を中心に、舞台出演は５年ぶりとなる光石研など、
最高の実力派俳優陣、男性キャスト５名で贈るサスペンス

ロク（勝地涼）とシド（仲野太賀）は山間にある、ある施設の門番をし、番屋で同居している。
もう一人モオリ（光石研）という年嵩の門番がいた。ロクとシドはモオリのことを陰気で面白みのないやつだ
と思っていたが、ある時門番をしている施設が、なんの施設か知らされる。
モオリが言うには、施設は「死んだ人間を生き返らせる研究をしている」らしい。
二人は、モオリの言うことを俄かには信じられなかったが、これまで気にもとめていなかったモオリが、知性の
ある優れた人間に思えてくる。
二人には、この仕事でお金を貯めて、街で車の修理工場を立ち上げる、という夢があった。
そのために、人里離れた山の中の仕事に就いたのだ。ここは、他のアルバイトよりお金になった。
しかし、その施設の異様さが、やがて二人の行く末に不安な影を落としてゆく。大きな力に翻弄されていく
若者と、それを傍観する一人の男―彼らの「いのち」に迫る陰謀とは―。

ＳＴＯＲＹ

［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、および公演チラシ、島根県民会館HPをご確認ください］

11/23［火・祝］
●会場／島根県民会館 大ホール
●料金／全席指定・税込 Ｓ席7,500円、Ａ席6,500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

◎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。（定員あり・要予約）
■新型コロナウイルス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。

16：00開演（15：15開場）

全国公演情報
などはこちら ▶

M＆Oplaysプロデュース『いのち知らず』特設サイト 
http://mo-plays.com/inochishirazu/　

島根県民会館 シマチケメンバーズ

10/2［土］～8［金］
※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

10/9［土］
チケット一般発売
先行予約あり

今回は男だけの出演者たち。男たちの物語です。
―――社会のシステムとクロスする男たちの友情。友情は社会のシス
テムを凌駕してゆけるものなのか？
男たちの闘いは、幼くも見えるが、その幼さを貴重なものと感じさせて
しまう社会のシステムとは何か。
今秋、M&Oが送る男たちのドラマ！
若手実力者俳優の勝地涼、仲野太賀に、名バイプレーヤーの光石研が
からむ。他に新名基浩、岩松了 も出演。どうぞご期待ください！

この状況下の中、再び劇場の舞台に立てることに身が引き締まる思いです。
２年前に岩松さんの舞台に出させていただいたときに、「次は太賀と一緒に
やりたいですね！」とお話させて頂いたことが実現し、とても嬉しく、そして
緊張もしています。男だけの５人芝居、あらすじを読むだけでもワクワクし
ます。劇場という同じ空間で、【生】のお芝居を体感しにきて下さい。

「いのち知らず」に出演が決まり、とても興奮しています。
岩松了さんの演劇には魔力があります。
戯曲に取り憑かれては、溺れてしまいかねない。しかし、没頭しながら舞台に
立っている時、何よりも役者としての喜びを感じるのです。
またご一緒出来ることを心から嬉しく思います。勝地さん、光石さん、新名さん、
そして岩松さんと共に、素敵な作品になるよう頑張ります。とにかく、開演が
今から待ち遠しいです。どうか宜しくお願いします。

作・演出・出演／岩松了　コメント

勝地涼　コメント

仲野太賀　コメント
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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。
 　　　　　　　　　　・チケット購入時および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〈10～18時／第２・第４月曜日休（ただし11/22（月）は臨時開館します。）〉

オペラの講演、実演に加え、舞台衣裳をつくるワークショッ
プを開催します！
この機会に2023年の
県民オペラを楽しむ知
識を学んでみましょう。
オペラが好きな方、興味
がある方、どなたでもご
参加ください！

松江の風土や文化、風習に日本文化の原点を感じ、その神秘性に惹かれた
小泉八雲。その松江で出会った妻・セツが語る各地の民話や伝説を「再話」し

た八雲の怪談は、恐ろしいだけでな
く、怪しくも美しい文学作品として世
界中の人から愛されています。
この世だけでなく、あの世との橋渡し
をする八雲が、目に見えないものや自
然への畏れを忘れがちな現代へ問い
かけるものとは。能と琵琶と語りによ
る八雲の世界をご堪能ください。

（ものがたり）19世紀のスペイン・バスク地方。地主の娘アディ―ナは美しく賢く、今日も「トリスタンとイゾ
ルデ」の物語をみんなに読み聞かせている。アディーナに恋する農民ネモリーノは、物語に出てきた惚れ

薬が気になって仕方がない。軍曹
ベルコーレがアディ―ナを口説く
のを見たネモリーノは、勇気を出
して告白するが、あっさり振られて
しまう。そこへインチキ薬売りの
ドゥルカマーラが現れ、惚れ薬が
あると言い出して…。

Pick  Up  E v e n tイベント情報

掲載内容は2021年9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）

12/3［金］
●会場／島根県民会館 中ホール
●料金／全席自由・税込 
　　　　一般2,000円、高校生以下・介助者500円
●問合せ・鑑賞サポート連絡先／
　島根県民会館文化事業課　TEL.0852-22-5502　
　メール：shimane-itp@cul-shimane.jp

●参加費／無料

19：00開演
（18：15開場）

ステージテクニカルアカデミー2021

オペラセミナー IN 
隠岐/松江

異界とつなぐ八雲の怪談
～能と琵琶と語りと

オペラ「愛の妙薬 L'elisir d'amore」隠岐公演

11/3［水・祝］

●問合せ／島根県民会館施設利用課舞台振興グループ 
　TEL.0852-22-5510　メール：technical@cul-shimane.jp

11/21［日］
●会場／隠岐島文化会館大ホール　●料金／全席自由・税込 一般2,500円、高校生以下500円（当日各500円増）
●問合せ／隠岐島音楽祭実行委員会（担当：高橋） TEL.090-9411-7045　メール：okitouongakusai@gmail.com

15：00開演（14：30開場）

隠岐島オペラ合唱団(地元有志)と島根ゆかりの音楽家が贈る、
みんなを幸せにする珠玉の恋愛劇！

①オペラ・舞台衣裳を作ろう！ワークショップ【講師：桜井久美】
　●定員10人　●10：00～12：00（9：30受付） 

②オペラの基礎知識（聴講型）【講師：高島勲】
　●定員300人　●14：00～16：30（13：30受付） 

※未就学児入場無料　※収容人数／300人

10/1［金］
チケット一般発売

10/8［金］
チケット一般発売

隠岐／隠岐島文化会館

11/6［土］
松江／島根県民会館

隠岐

松江

申込みはこちらの
ＱＲコードから↓

小泉凡×安田登
能と八雲から学ぶ「見えないものを見る力」

鑑賞サポート：音声ガイド解説、タブレット字幕

スペシャルトーク

※中学生以上対象。はさみをご持参ください。
　また、裁縫道具、衣装作りに使用できる冬物の古着がある方はお持ちください。

【出演】
福島 明也（ドゥルカマーラ）
森屋 結（アディーナ）
高橋 泰臣（ネモリーノ）
田中 俊太郎（ベルコーレ）
伊東 薫（ジャンネッタ）
合　唱：隠岐島オペラ合唱団
ピアノ：前田 明子
指　揮：今岡 正治　ほか

福島 明也 森屋 結 高橋 泰臣 田中 俊太郎 伊東 薫

※スペシャルトークは手話通訳がつきます　
※音声ガイド解説、タブレット字幕をご希望は11/26（金）までに下記まで
　お申し込みください。（数量限定）
※車いすでご来場、補助犬をお連れのお客様は、スムーズなご案内のため、
　下記お問い合わせ先までご連絡ください。

▼障がい者介助割引あり
移動支援が必要な障がい者手帳を持っている方の介助者が対象です。
障がい者1名様につき、介助者1名様が500円でご鑑賞いただけます。
公演当日受付で障がい者手帳をご提示ください。

撮影：山本未紗子（BrightEN photo）
写真提供：公益財団法人としま未来文化財団

桜井久美高島勲

【トークゲスト】小泉凡（小泉八雲記念館館長、小泉八雲曾孫）

【出　演】安田登（能）、塩高和之（琵琶）、榊原有美（語り）

※定員200人
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Cinema

しまね映画祭公式HP▶

「燃ゆる女の肖像」、「コントラ KONTORA」ともにPG12作品です。12歳未満の方の鑑賞には成人保護者の助言･指導が必要です。

30年ありがとう企画

おかげさまで30年。
今年も、９月から１１月までの約３か月間、
島根県内１１市町村１５会場にて開催！
ご来場お待ちしています！

テーマ映画

テーマ　環境

本作プロデューサー・龍村ゆかり氏アフタートーク開催！

『地球交響曲 第九番』
ガイアシンフォニー

ⒸJin Tatsumura Office,inc.　

Ⓒ大島渚プロダクション

Pickupピックアップ

2021.9/25［土］～11/28［日］ 

戦場のメリークリスマス 4K修復版

島根県民会館上映作品

10/9［土］

各種SNSもチェック！

上映会場に設置している応募用紙をご記入の上、
スタッフまでお渡しください。

美味しいものは、各会場担当者が心を込めて選びます♪

【問い合わせ】
しまね映画祭実行委員会事務局（島根県民会館内）　0852-22-5502

第二次世界大戦中のジャワ島の日本軍
捕虜収容所を舞台に、極限状況に置か
れた人間たちの相克を描いた異色の
ヒューマンドラマ。デヴィッド・ボウイ、
坂本龍一、ビートたけしなど、国内外の
異色スターたちが共演。

トキワ荘の青春 デジタルリマスター版11/13［土］
（1983年/日本・イギリス・ニュージーランド/123分）

Ⓒ1995/2020 Culture Entertainment Co., Ltd

漫画家の卵たちが過ごしたトキワ荘で
の日常を描いた温かくもほろ苦い珠玉
の青春映画。本木雅弘、大森嘉之、古田
新太、生瀬勝久など、当時は気鋭の若
手だった名俳優たちが、実在した漫画
家をコミカルに演じる。
（1995年/日本/110分）

参加全市町で上映するテーマ映画は、
『地球交響曲 第九番』です。
「地球はそれ自体がひとつの生命体で
ある」と考えるガイア理論に基づき、
様々な分野の賢人たちの珠玉の言葉を
美しい映像や音楽とともに描く、オムニ
バスドキュメンタリー映画「地球交響
曲」シリーズの最終章。

撮影にまつわる裏話や「地球交響曲」というコンセプトに込めた想い
などが聞けるトークイベントを開催。映画鑑賞と併せてお楽しみくだ
さい♪

（2021年／日本／123分）
出演：小林研一郎（指揮者）
　　　スティーヴン・ミズン（認知考古学者）
　　　本庶佑（分子生物学者/ノーベル生理学・医学賞受賞）
　　　　　　　　　　　　　　　　　  ほか

ご来場頂いた皆様の中から抽選で
30名様に島根の美味しいものプレゼント！

※開催会場･時間は右記一覧をチェック！

おかげさまで、30年。
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第30回しまね映画祭   上映内容一覧

松
江
市

島根県民会館
問 0852-22-5556

10/9（土） ①14：00
②18：30 戦場のメリークリスマス　4K 修復版

11/13（土） ①14：00
②18：30 トキワ荘の青春 デジタルリマスター版

松江テルサ
問 0852-31-5550

9/25（土）
①10：00
②14：00 地球交響曲 第九番
★10：00の回 上映終了後、トークイベントあり！

10/16（土） ①10：00
②14：00 なぜ君は総理大臣になれないのか

メテオプラザ
問 0852-72-3939

10/23（土）

10：00 Shall we ダンス ?

12:45 がんばっていきまっしょい

15:15 地球交響曲 第九番

10/24（日）

10：00 キツツキと雨

12:40 死に花

15:10 “ 樹木希林 ” を生きる

安
来
市

安来市
総合文化ホール 
アルテピア
問 0854-21-0101

10/30（土）
10:00 ママをやめてもいいですか！？

13:30 地球交響曲 第九番

雲
南
市

雲南市木次
経済文化会館 
チェリヴァホール
問 0854-42-1155

10/2（土）
14:00 地球交響曲 第九番

19:00 一度も撃ってません

10/3（日）
10:00 地球交響曲 第九番

14:00 街の上で
奥
出
雲
町

横田コミュニティセンター
奥出雲町教育委員会
問 0854-52-2672

11/23（火・祝）
13:30 弁当の日～『めんどくさい』は幸せへの近道～

15:30 地球交響曲 第九番

大
田
市

大田市民会館
問 0854-82-0938 11/13（土）

10:00 地球交響曲 第九番

14:30 “ 樹木希林 ” を生きる

川
本
町

悠邑ふるさと会館
問 0855-72-0001

11/27（土）

10:00 エノケンの頑張り戦術

13:00 大当たり三色娘

15:15 ニッポン無責任時代

17:30 君も出世ができる

11/28（日）

10:00 それいけ！アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国

13:00 地球交響曲 第九番

16:00 バイプレイヤーズ～もしも100人の名脇役が映画を作ったら～

美
郷
町

みさと館
美郷町教育委員会
問 0855-75-1217

11/3（水・祝）
9:30 地球交響曲 第九番
①13:30
②19:00 ドクター・ドリトル（吹替版）

江
津
市

江津市総合
市民センター
問 0855-52-2155

11/20（土）
10:00 地球交響曲 第九番

13:30 大コメ騒動

浜
田
市

旭町 和田まちづくりセンター
お問合せは石央文化ホールまで 11/20（土） 13:00 プリズン・サークル

石央文化ホール
問 0855-22-2100 11/28（日）

10:00 地球交響曲 第九番

13:30 プリズン・サークル
★上映終了後、坂上香監督によるトークイベントあり！

益
田
市

島根県
芸術文化センター

「グラントワ」
問 0856-31-1860

10/20（水）
13:00 めし

15:00 流れる

10/21（木）
13:00 二十四の瞳

15:55 野菊の如き君なりき

10/24（日）
①10:00
②15:00 地球交響曲 第九番
★10：00の回 上映終了後、トークイベントあり！

ふれあいホールみと
問 0856-52-2295 11/21（日） 14:00 ドクター・ドリトル（吹替版）

知
夫
村

知夫里島
開発総合センター
知夫村役場地域振興課
問 08514-8-2211

10/3（日）
10:00 若おかみは小学生！

14:00 ロング・ウェイ・ノース 地球のてっぺん（吹替版）

※料金等、詳しくはお問い合わせください。



掲載内容は2021年9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

10/30［土］ 開演18：30（開場18：00）
●会場／大田市民会館　
●問合せ／大田市民会館　TEL.0854-82-0938

10/31［日］ 開演17：00（開場16：30）
●会場／石央文化ホール　
●問合せ／石央文化ホール　TEL.0855-22-2100

宝くじ文化公演　
吉田兄弟×レ・フレールスペシャルコラボコンサート

10/10［日］ 開演14：00（開場13：30）

●会場／スサノオホール 
●料金／一般1,500、高校生以下500
　　　　※未就学児入場不可
●問合せ／スサノオの風　TEL.0853-84-0833

桂歌蔵独演会in佐田

10/3［日］ 開演13：30（開場13：00）

●会場／グラントワ　●料金／一般500、高校生以下無料 
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

益田糸操り人形　グラントワ定期公演

10/8［金］ 開演18：30（開場17：30）

●会場／グラントワ　●料金／【全席指定】6,000（当日500増）
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

高嶋ちさ子 with Super Cellists

10/16［土］ 開演18：30（開場18：00）

●会場／グラントワ　
●料金／【全席指定】1,000（当日200増）
　　　　※3歳未満膝上無料。席が必要な場合は有料。 　
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

【振替公演】いわみダンスプロジェクト2021
11/12［金］ 開演18：30（開場18：00）

●会場／アルテピア 
●料金／【全席指定】S席7,000
　　　　A席6,000（TAOオリジナルマスク付きチケット各500増）
●問合せ／キャンディープロモーション岡山　TEL.086-221-8151

DRUM TAO 2021 「光」

※未就学児入場不可

11/3［水・祝］  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、大学生以下1,500（当日各500増）
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

東京混声合唱団　文化の日特別公演

※未就学児入場不可

11/7［日］  開演1４：00（開場13：00）

●会場／アルテピア　●料金／1,000
●問合せ／奇跡の邂逅 加納莞蕾物語実行委員会事務局　TEL.0854-36-0001

「奇跡の邂逅」加納莞蕾物語

〈両会場共通〉料金／【全席指定】一般2,500、
高校生以下1,500（当日各500増） 
※この公演の入場料は、宝くじ助成により特別料金となっています。
※未就学児入場不可　※島根県内在住者限定

▲吉田兄弟

▲レ・フレール

▲桂歌蔵

※未就学児入場不可

劇団四季新作ファミリーミュージカル

太鼓の響き 熱い思い

悠邑ふるさと会館25周年記念事業
17：30開演（16：45開場）10/31［日］

●会場／悠邑ふるさと会館　
●料金／［全席指定・税込］ 〈SS席〉一般5,500円、中学生以下3,500円〈S席〉一般4,000円、中学生以下2,500円
　　　　　　　　　 〈A席〉一般3,000円、中学生以下2,000円
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860、 悠邑ふるさと会館 TEL.0855-72-0001

はじまりの樹の神話 －こそあどの森の物語－

≪出演≫
今福座（今福優、末長愛、堂本英里）

※3歳以上有料（2歳以下入場不可）

15：00開演（14：15開場）10/2［土］
●会場／隠岐島文化会館
●料金／［全席自由・税込］ 一般2,000円、
　　　　高校生以下500円
●問合せ／隠岐島文化会館　TEL.08512-2-0237

それ打て 響け！

16：00開演
（15：00開場）10/24［日］

●会場／佐田スポーツセンター　
●料金／［全席指定・税込］〈ファミリーBOX席〉こどもを含む5人まで7,000円
　　　　　　　　　　〈S席〉一般2,500円、こども1,500円
　　　　　　　　　　〈A席〉一般2,000円、こども1,000円、ペア3,000円〈B席〉一般1,000円、こども500円（見切れ席あり）
●問合せ／スサノオの風　TEL.0853-84-0833

瀬戸内サーカスファクトリー・出雲佐田公演
「希望のサーカス」

県内ホール連携事業

※こども＝3歳以上高校生まで、2歳以下膝上無料、団体割引あり（10人以上）

※未就学児（6歳未満）無料 ※出演を予定していました「隠岐太鼓保存会」は県内の
　新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑み出演を
　見送ることになりました。
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賑わい事業

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

【問合せ】島根県民会館 施設利用課　TEL.0852-22-5507

6

前回のようす

〈16日〉15：00～19：00 〈18日〉9：00～18：00

今年度が3回目の開催となる「子どもいけばな教室作品展」。
たのしいいけばなジュニア教室にご協力いただき、教室に通う生徒さんそれぞ
れの個性で生けた作品が、華やかにギャラリーを彩る毎回好評の企画です。
生け花に詳しくない方でも楽しめる“花のちから”でちょっとほっこりしませんか♪

子どもいけばな教室作品展

季節の花 × 子どもたちの感性

日 時

会 場 島根県民会館 プロムナードギャラリー

9：00～19：0010/16［土］～18［月］ 入場
無料

※ 2021 年 9 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） お問い合わせ先

3（日）

①開場11:00
　開演11:30
②開場14:30
　開演15:00

大ホール 爆笑 !! お笑いフェス in 島根 〈前売〉4,070円
〈当日〉4,620円

グッドラック・プロモーション
086-214-3777

4
～
7

（月）

（木）
展示ホール 絵手紙友の会さんいん 35 周年記念展 

〈4日〉13:00～17:00 〈5～7日〉9:30～17:00 入場無料 絵手紙友の会さんいん（白石）
0852-21-0286

5（火） 開場12：00
開演13：00 中ホール 島根後援会発足記念 東あきコンサート 3,000円 カラオケ喫茶チェリー

0852-67-1782

9（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×第30回しまね映画祭
『戦場のメリークリスマス　4K修復版』　▶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

10（日） 開場15：00
開演15：30 大ホール 劇団東演公演 『マクベス』 会員制 松江市民劇場

0852-26-3094
10

～
15

（日）

（金）
展示ホール 島根県・ロシア連邦沿海地方友好交流30周年記念展示 

〈10～14日〉10：00～18：00 〈15日〉10：00～12：00 入場無料 島根県環境生活部文化国際課
0852-22-5480

16（土） 開場13：15
開演14：00 大ホール 日露交歓コンサート 2021 島根公演　▶詳しくは p7 へ 入場無料（要整理券） 島根県環境生活部文化国際課

0852-22-5480
16

～
19

（土）

（火）
展示ホール
多目的ホール

島根独立書展 〈16日〉14：00～17：00
〈17～18日〉9：00～17：00 〈19日〉9：00～16：00 入場無料 島根県独立書人団事務局（浅野）

0852-23-7787

23（土）

①開場12:30
　開演13:00
②開場16:30
　開演17:00

大ホール 島津亜矢 歌怪獣襲来ツアー 2021 S席（指定）7,150円
A席（当日指定）5,500円

清水芸能企画
082-292-0080

31（日）

①開場13:30
　開演14:15
②開場16:45
　開演17:30

大ホール Hello! Project 2021 秋 「続・花鳥風月」 全席着席指定7,500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　（税　込） お問い合わせ先

6（土）

①開場  9:30
　開演10:00
②開場13:30
　開演14:00

大ホール ステージテクニカルアカデミー 2021 
オペラセミナー IN 松江　▶詳しくは p3 へ 無料 島根県民会館舞台振興グループ

0852-22-5510

9（火） 開場12:30
開演13:00 大ホール 前川 清＆川中美幸 二人爆笑コンサート S席（指定）7,700円、A席（当日指定）5,500円

GLチケット（当日指定）2,200円
グッドラック・プロモーション
086-214-3777

13（土）

開場10:00
開演10:30 大ホール 山陰地区ハワイアンフェスティバル 〈前売〉1,500円 〈当日〉1,700円 九州ハワイアン協会 広島支部

090-3172-4967
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×第 30 回しまね映画祭
『トキワ荘の青春　デジタルリマスター版』　▶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

14（日） 開場16:00
開演17:00 大ホール 和楽器バンド 

8th Anniversary Japan Tour ∞ − Infinity − 10,000円 キャンディープロモーション岡山
086-221-8151

18（木） 開場18:00
開演18:30 大ホール 文学座公演『怪談 牡丹燈籠』 会員制 松江市民劇場

0852-26-3094

23（火） 開場15:15
開演16:00 大ホール M＆Oplays プロデュース 『いのち知らず』  ▶詳しくは p2 へ S席 7,500円

A席 6,500円
島根県民会館チケットコーナー
0852-22-5556

25（木） 開場18:00
開演18:30 中ホール OZONE60「小曽根真 スペシャル・ワークショップ」 1,000円 ヒラサ・オフィス

03-5727-8830

10月

11月

October

November



賑わい事業

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

【問合せ】島根県民会館 施設利用課　TEL.0852-22-5507

6

前回のようす

〈16日〉15：00～19：00 〈18日〉9：00～18：00

今年度が3回目の開催となる「子どもいけばな教室作品展」。
たのしいいけばなジュニア教室にご協力いただき、教室に通う生徒さんそれぞ
れの個性で生けた作品が、華やかにギャラリーを彩る毎回好評の企画です。
生け花に詳しくない方でも楽しめる“花のちから”でちょっとほっこりしませんか♪

子どもいけばな教室作品展

季節の花 × 子どもたちの感性

日 時

会 場 島根県民会館 プロムナードギャラリー

9：00～19：0010/16［土］～18［月］ 入場
無料

C
O
LU
M
N

舞
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あ
る
あ
る

　TOKYO2020オリンピック・パラリンピック。

　新型コロナウイルス感染症パンデミックの中での異例ず

くめの大会ではあったが、連日たくさんのドラマ、たくさん

の感動が生まれた。夏休み中の娘とともに様々な競技をテ

レビ中継で観戦し、心から楽しむことが出来た。

　その中でも、特に新種目での若きアスリートの活躍には

興奮した。成功しても失敗しても、好きなことを心から楽

しんでいるその笑顔。本当に感動した。年齢を重ねるごとに、

大好きだった事を純粋に楽しむことが出来なくなってしまう

というのは誰にでもあることだと思う。

　私は音楽やエンターテイメントが大好きで、舞台技術の

仕事を始めた。しかしこの仕事を始めてから、素直に楽し

めなくなってしまった事が多い。

　普段から仕事の癖がついつい出てしまう、俗に言う『職

業病』。舞台に携わる人間あるあるだと思うが、大好きな

アーティストのコンサートやお芝居を観に行っても純粋に楽

しめない。主役やストーリーよりも気になるのは演出・機材・

裏方。周りのみんなが舞台を注視している中、あっちを見

たりこっちを見たりキョロキョロ。アーティストをじっと見て

いても、気になるのは「照明がどう当たっているか」、「持っ

ているマイクは何か」など。家族でディズニーランドへ行っ

ても、探すのは『隠れミッキー』ではなく『隠れ機材』。

テレビを見ていても、「カメラマン、そこじゃない！機材を

映せ！」となる。

言い方を変えれば、他人とは違った楽しみ方をしていると

言えなくもない。しかし純粋に楽しんでいるのとは違う気が

してしまう。

　舞台技術者あるあると言えば、ついつい出てしまう専門

用語。「ちょっと下手（しもて：向かって左側）に移動して！」、

「タッパ（高さ）が低いなー」、「２尺（約60㎝）下がって！」等。

今は笑顔で話に付き合ってくれる娘にも、そのうち「は？

何それ？うざっ」と

言われる日が来ると

思うと、注意しない

といけないな、とは

少し思う。

（M･K）

　島根県民会館では、新たな一歩を踏み出すべく新事業を立ち上
げました！昨年は、コロナ禍でもなんとか芸術の灯を絶やさぬよ
う、県内アーティストの皆さんの無観客パフォーマンス配信を行
いました。今年はさらに踏み込んで、映像作品の制作支援を行い
ます。
　8月に文化芸術団体・映像クリエイターの募集を行ったところ、
たくさんの熱意あふれる皆さんからご応募頂き、本事業アドバイ
ザーのスズキ拓朗さんと協議のうえ、4組の皆さんにご参加頂く
こととなりました。2チームに分かれ、12月までの間で撮影・編集
を行い、見る人の心を掴む魅力的な映像作品の完成を目指します☆
　先日の初回打合せでは、スズキさんから具体的なアドバイスを

「シマネアーティストステージ2021 ～映像制作編～」
始まりました！！
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報 告

整理券は後日
郵送します

「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・ロシア連邦沿海地方友好交流30周年記念事業   

日露交歓コンサート2021 
島根公演

◎時　間：14：00開演（13：15開場）
◎会　場：島根県民会館　大ホール
◎料　金：入場無料（要整理券、全自由席） ※島根県在住者限定
◎問合せ：島根県環境生活部文化国際課 国際交流グループ
　　　　　TEL.0852-22-5480

島根県とロシア連邦沿海地方は、1991年10月に「友好交流に関する覚書」に署名し、
今年で30周年を迎えました。これを記念して、ロシアの一流の国際音楽家（チャイコフ
スキー記念国立モスクワ音楽院等）によるクラシックコンサートを開催します。

整理券申込・受取方法（予定枚数500枚）

10/

［土］16

①インターネット受付　※10月10日以降はお電話でお問い合わせください。
　島根県民会館オンラインチケット「シマチケ」からお申込み
　インターネット受付の申込締切　10月 9日（土）

②電話受付
　島根県民会館チケットコーナー
　（TEL. 0852-22-5556）へお電話ください。

≪出　　演≫ 
♪レオニード・ボムステイン（テノール）　　  ♪ナターリャ・スクリャービナ（ソプラノ）
♪ヤーナ・アカラ（ソプラノ）　　　　　　　  ♪エミル・リヒナー（ピアノ）
♪アストヒク・サルダリャン（ヴァイオリン）  ♪ドミトリー・ロゴトネフ（バラライカ）

≪特別出演≫ 
島根県立松江北高等学校合唱部

いずれかの方法でお申し込みください。

「シマチケ」は
　こちらから➡

受け、団体の考える企画にさらに面白いスパイスが加わり、島根
らしさも感じられる素敵な作品が出来上がりそうです！ 
　今回の打合せも含め、映像作品の制作過程は、島根県民会館
FacebookやYouTubeでお知ら
せしていく予定です。
　今後の活動に、乞うご期待！

≪参加団体≫
チェ☆マリ（多久和千絵、Marino）
　　　　　　　　× The Clodars
髙須賀千江子×114films
≪アドバイザー≫
スズキ拓朗（ダンサー・振付家・演出家）

スズキさんには
リモートでご参加
いただきました！

初回打合せ
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劇団四季新作ファミリーミュージカル はじまりの樹の神話
●会場／ラメール 
●料金／【全席指定】1階席4,400、2階席3,700　
　　　　※3歳以上有料（3歳未満でも座席が必要な場合は有料）　
●問合せ／ラメール TEL.0854-49-8500

11/3［水・祝］ 開演16：00（開場15：15）

2021 年 9月17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

次号発行予定：2021 年 11月19日／島根県民会館ほか県内公立ホールにて配布予定

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！

島根県民会館情報誌【シマカル】vol.７ 島根県民会館
公益財団法人 しまね文化振興財団

掲載内容は2021年9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HPをご覧ください。

爆笑！！お笑いフェスin島根
●会場／島根県民会館 大ホール　●料金／【全席指定】〈前売〉4,070
〈当日〉4,620 ※3歳以上有料、3歳未満入場不可 
●問合せ／グッドラック・プロモーション TEL.086-214-3777

10/3［日］ 
①開演11：30（開場11：00） ②開演15：00（開場14：30）

Tチケット情報

山形由美フルートコンサート
●会場／ラメール 
●料金／【全席指定】〈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 
※未就学児入場不可 ※定員250人
●問合せ／ラメール TEL.0854-49-8500

10/9［土］ 開演13：30（開場12：50）

あるてぴあ寄席
●会場／アルテピア　
●料金／【全席指定】一般4,000、学生2,500 ※3歳未満入場不可
●問合せ／アルテピア TEL.0854-21-0101

10/10［日］ 開演14：00（開場13：30）

HAGANE MUSIC2021 第二弾 ワイキス＆バランゴマ
●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
●問合せ／アルテピア TEL.0854-21-0101

10/16［土］ 開演14：00（開場13：30）

10/8
発売

10/23
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

異界をつなぐ八雲の怪談～能と琵琶と語りと
●会場／島根県民会館 中ホール 
●料金／【全席自由】一般2,000、高校生以下・介助者500 ※定員200人 
●問合せ／島根県民会館文化事業課 TEL.0852-22-5502

12/3［金］ 開演19：00（開場18：15）

人形劇団むすび座 「オズのまほうつかい」
●会場／島根県民会館 中ホール 
●料金／【全席自由】〈前売〉一般2,600、18歳以下1,300
　　　　　　　　　〈当日〉一般3,000、18歳以下1,500 
●問合せ／島根県民会館チケットコーナー TEL.0852-22-5556

12/19［日］ 開演15：00（開場14：15）

10/9
発売

9/19
発売

M&Oplaysプロデュース『いのち知らず』
●会場／島根県民会館 大ホール 
●料金／【全席指定】S席7,500、A席6,500 ※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

11/23［火・祝］ 開演16：00（開場15：15）

前川清＆川中美幸　二人爆笑コンサート2021
●会場／島根県民会館 大ホール 
●料金／【全席指定】S席7,700、A席（当日指定）5,500、GLチケット（当日
指定）2,200 ※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

11/9［火］ 開演13：00（開場12：30）

SAN-IN弦楽アンサンブル ～室内楽シリーズvol.1～
弦楽五重奏　出雲公演
●会場／平成スポーツ公園交流棟（旧出雲国際交流プラザ） 
●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 ※未就学児入場不可
●問合せ／SAN-IN弦楽アンサンブル実行委員会 TEL.0858-43-3111

11/20［土］ 開演15：00（開場14：00）

Photo 岡本卓也

OZONE60 「小曽根真 スペシャル・ワークショップ」
●会場／島根県民会館 中ホール 　●料金／【全席指定】1,000
●問合せ／ヒラサ・オフィス TEL.03-5727-8830

11/25［木］ 開演18：30（開場18：00）

島津亜矢　歌怪獣襲来ツアー2021
●会場／島根県民会館 大ホール 
●料金／【全席指定】S席7,150、A席（当日指定）5,500 
※未就学児入場不可　
●問合せ／清水芸能企画 TEL.082-292-0080

10/23［土］ 

森麻季＆鈴木優人デュオ・リサイタル
●会場／プラバホール　●料金／【全席指定】S席一般6,500、S席学生
3,300、A席一般5,900、A席学生3,000、B席一般3,300、B席学生1,700、
C席一般2,600、C席学生1,300 ※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

10/17［日］ 開演14：00（開場13：30）

①開演13：00（開場12：30） 
②開演17：00（開場16：30）

9/25
発売

▶詳しくはP3へ

▶詳しくはP2へ

2022年4月1日～2023年3月31日に実施・完了する事業
2021年11月15日（月）～12月17日（金）

公益信託しまね文化ファンド2022年度前期募集のお知らせ
事業実施期間

申込期間

しまね文化ファンド事務局（担当：前島）　
TEL 0852-22-5500　
E-mail：fund-shimane@kni.biglobe.ne.jp

お問い合わせ

募集要項

予告！
coming soon!


