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壊れかけのロボットとの出会いが、止まっていた男の人生をふたたび動かし始める――。

世界各国で多くのファンに愛されている小説「ロボット・イン・ザ・ガーデン」を劇団四季が

オリジナルミュージカルとして舞台化。

心に傷を抱えた男と壊れかけのロボットによる、トラブルだらけの旅。

イギリスを飛び出し、アメリカ、日本……やがてふたりは心を通わせていく……。

大切なものに気づき、成長していく物語を、オリジナルの楽曲と華やかな演出で彩ります。

劇団四季オリジナル作品の伝統を継ぐミュージカル『ロボット・イン・ザ・ガーデン』。

作品に散りばめられた、ささやかながら愛おしい幸せの数々を劇場でお楽しみください。

※写真はすべてこれまでの公演より
撮影：阿部章仁

協賛：第一三共株式会社

8/25［木］
●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9,900円、A席7,700円、B席5,500円、C席3,300円

劇団四季がオリジナルミュージカルとして16年ぶりに制作した新作！
温かな感動を巻き起こしてきた作品が、島根へ！

※3歳以上有料、2歳以下入場不可
※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）

劇団四季ミュージカル

『ロボット・イン・ザ・ガーデン』

アンドロイドが人間に代わって家事や仕事を行う、今からそう遠く
ない未来。
イギリスの田舎町に住むベンは両親を事故で失って以来、無気力
な日々を過ごしていた。
妻・エイミーとの夫婦仲もうまくいかない。
そんなある日、庭に壊れかけのロボットが現れる。
「きみの名前は？」「…タング」
ロボットに不思議な魅力を感じ、ベンはあれこれと世話を焼く。
そんなベンに愛想を尽かし、ついに家を出て行くエイミー。
ショックを受けるベンだが、タングを修理するため旅に出ることを
決意する。
アメリカ、そして日本へ。やがて、ある事実が明らかになる……。

劇団四季ミュージカル『ロボット・イン・ザ・ガーデン』で
流れる楽曲を事前に聞いて楽しもう♪

劇中で使用する全曲をお聞きいただけます！
（添付のQRを読み取ると各配信サイトが表示されます）

劇団四季ミュージカル『ロボット・イン・ザ・ガーデン』　
楽曲配信はこちら▶

STORY

※上演時間
　約2時間55分（休憩含む）

島根県民会館 シマチケメンバーズ

6/12［日］10：00 ～ 24［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6/25［土］
チケット一般発売
先行販売あり

2022年8月
には

「TANG タ
ング」のタイ

トルで

映画化決定！

「2020年 ミュージカル・ベストテン」

作品部門1位！※「ミュージカル」誌 選出
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若者たちの友情と恋愛をロマンティックな音楽
で彩る作曲家・プッチーニの傑作『ラ・ボエーム』
を地域の皆さんと共に作り上げます。ぜひ、
広く深くオペラの愉しみに触れてください。

5月28日［土］
ゴスペラーズ 坂ツアー2022
“まだまだいくよ”

8月21日［日］
郷ひろみ Hiromi Go 50th Anniversary 
Celebration Tour2022 ～Keep Singing～

9月3日［土］
山根一仁
ヴァイオリン・リサイタル

1 0月～1 1月 しまね映画祭

10月2日［日］

2023年 2月25日［土］・26日［日］ 5月22日［日］

金子三勇士
ピアノ・
リサイタル

8月1 6日［火］
M＆Oplaysプロデュース

「鎌塚氏、羽を伸ばす」

8月25日［木］劇団四季ミュージカル

『ロボット・イン・ザ・ガーデン』

《島根大学連携企画》

島根大学管弦楽団
第68回定期演奏会 名画劇場

1 0月23日［日］

毎月第2土曜日開催

《おやこ劇場松江センター連携企画》　

空転軌道（くうてんきどう）
「音と空間のジャグリング」

≪NPO法人松江音楽協会≫
2022年度音楽祭in島根県民会館

6月1 9日［日］『お勢、断行』

しまね県民オペラ2023
『ラ・ボエーム』

【出　演】
内田千陽（ソプラノ /ミミ役）、金山京介（テノール /ロドルフォ役）、
宮地江奈（ソプラノ /ムゼッタ役）、田中俊太郎（バリトン /マルチェッロ役）
経種美和子（ピアノ）
高島勲（ナビゲーター/オペラ演出家・プロデューサー）
山陰フィル弦楽アンサンブル

舞台衣裳製作
ワークショップ

古着受付締切：5/7(土)

ご家庭の古着が19世紀フランス風の
舞台衣裳に大変身♪

衣裳素材となる「冬物古着」を集めています。
県民会館までご持参もしくは元払いにてお寄せください！

古着募集！
合唱団の一員として、
オペラ『ラ・ボエーム』に
出演しませんか？

合唱参加者募集！

みんなで紡ぐしまねのオペラ。いよいよ幕開けです。
『ラ・ボエーム』プレコンサート 全席自由

500円（税込）

その他 関連企画も始まっています！

■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4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）

※2022年3月末現在、情報公開可能なイベントのみ掲載しています。
※都合により期日・内容が変更になる場合があります。ご了承ください。

※詳しくは、島根県民会館HPでご確認ください。

金子三勇士 ©Seiichi Saito

2022年度
年 間

スケジュール
島根県民会館では今年も

多彩なジャンルの公演を予定し、
皆様のご来場を

お待ちしております♪

詳しくはp.7をCHECK！

詳しくはp.4をCHECK！

詳しくはp.2をCHECK！

しまね映画塾 参加者募集！詳しくはp.7をCHECK！

メインキャストお披露目です！

祝
50周年

！

チケット
好評発売中！

定員に達したため
申込受付を終了しました
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掲載内容は2022年4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。

5/14［土］ 開演14：00（開場13：30） 

●会場／浜田市立石見小学校　●料金／【全席自由】無料
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

グラントワ弦楽合奏団 スプリングコンサート

5/22［日］ 開演13：30（開場13：00） 

●会場／石央文化ホール　
●料金／【全席自由】一般500（当日800）高校生以下無料
●問合せ／石央文化ホール　TEL.0855-22-2100

石央文化ホール女子神楽同好会初公演「舞姫社中」 
しなやかにして 嫋やかなる演舞

5/29［日］ 
①開演10：30（受付10：00）②開演14：00（受付13：30） 

●会場／松江市国際交流会館（川津公民館）
●料金／一般300、こども無料　※①は0～2歳、②は３歳以上向け
　※小学生以下は保護者同伴、各回50人（１組４人まで）
●問合せ／プラバホール（仮事務所）　TEL.0852-27-6000

0歳から入れるコンサート　カラダで音あそび

6/5［日］ 開演14：00（開場13：00） 

●会場／江津市総合市民センター　
●料金／【全席自由】一般2,000、高校生以下1,000（当日各500増）
　※未就学児は保護者１人につき１人まで膝上鑑賞無料（席が必要な場合は有料）
●問合せ／江津市総合市民センター　TEL.0855-52-2155

【振替公演】ハイブリッドウインドオーケストラ　
第2回定期演奏会　ニューイヤーコンサート

5/28［土］ 開演18：00（開場17：00） 

●会場／アルテピア　●料金／【全席指定】6,300　
　※未就学児は保護者1人につき1人まで膝上鑑賞無料
●問合せ／夢番地 岡山　TEL.086-231-3531

WANIMA　Catch Up TOUR
ー 1 Time 1 Chance ー

6/18［土］ 開演17：30（開場16：30） 

●会場／アルテピア
●料金／【全席指定】6,600
　※５歳以下は保護者1人につき1人まで膝上鑑賞無料（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

MONGOL800 -etc.works- TOUR 2022

5/4［水・祝］ 開演14：00（開場13：30） 

●会場／グラントワ　　　　　　　 
●料金／【全席自由】一般500（当日800）、高校生以下無料 ※未就学児入場不可
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

島根邦楽集団 第16回定期演奏会

5/4［水・祝］ 開演14：00（開場13：15） 

●会場／石央文化ホール　●料金／入場無料　※要整理券
●問合せ／島根県立浜田高等学校　TEL.0855-22-0042

第52回浜田高校吹奏楽部定期演奏会

5/7［土］ ①開演14：00（開場13：20）②開演18：30（開場17：50） 

●会場／出雲市民会館　●料金／入場無料　※要整理券
●問合せ／出雲北陵高等学校　TEL.0853-21-1871

出雲北陵高等学校吹奏楽部　第26回定期演奏会

S 県内イベント情報

5/4［水・祝］ 開演15：00（開場14：30） 

●会場／ビッグハート出雲
●料金／【全席自由】一般1,000、高校生以下500　※未就学児入場不可
●問合せ／出雲楽友協会事務局　TEL.090-2003-3227

第8回島根県新人演奏会
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S i n c e 1 9 7 2
島根県民会館C inema

名画劇場

島根県民会館名画劇場は、県民会館の開館後
まもなくの昭和47年（1972年）にスタートし、
地方では観る機会の少ない文芸作品やミニシ
アター系作品、県内未公開作を中心に洋画・
邦画を問わず映画好きには見逃せない話題作

や名作を毎月第２土曜日に上映しています。
たくさんの映画ファンの皆さまに応援していただき、これまで
に730本を超える作品を上映。今年なんと50周年を迎えます！
素晴らしい名画の数々と共に、皆さまのご来場をお待ちして
おります♪

島根県民会館名画劇場でこれまでに上映した作品の【ポスター展示】を行います。
5月から1年間、約100枚（月10枚程度）のポスターを展示予定！！
「音楽」「旅」「珠玉のラヴストーリー」など、
毎月テーマを決めて展示をしていきますの
で、映画上映とあわせてお楽しみください★
懐かしのポスターや貴重なポスター、ちょっと
ビックリなあのポスターまで・・・！皆さまからの
リクエストも、お待ちしておりますよ～！

100 !Memories of
名画劇場

今後
の

上映
予定
日

※日程は変更となる場合がございます。

※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。

※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。

ローラとふたりの兄

フランス西部、アングレーム。弁護士のローラには２人の兄がいる。眼鏡士のブノワ
と解体業者のピエール。ブノワの三度目の結婚式、大遅刻をしたピエールの失礼な
スピーチが原因で兄弟喧嘩が勃発。そんな中、ピエールは深刻な仕事のトラブルを
抱え、ブノワは新婚早々から妻とすれ違い。そして、依頼人だったゾエールとの恋が
始まったローラは、病院で“ある事実”を告げられる。

（2018年/105分/PG12/フランス）

家族の絆をめぐるフランス流ラブ＆コメディ
監督：ジャン＝ポール・ルーヴ　
出演：リュディヴィーヌ・サニエ
　　　ジョゼ・ガルシア　   ほか

5/21［土］ 14：00／18:30

パーフェクト・ノーマル・ファミリー

デンマーク郊外で暮らす11歳の女の子エマは、ある日突然、両親の離婚と「パパは
女性として生きていきたい」ことを告げられる。日に日に女性らしくなっていくパパ
はやがて性別適合手術を受けるというが、エマは受け入れられず苛立ちを爆発さ
せてしまう。本当はパパのことが大好きなエマが、幾多の葛藤の果てに気づいた
自分の気持ちとは―。 （2020年/97分/PG12/デンマーク）

多感な少女の視点で描く、爽やかで心温まる家族の物語
監督：マルー･ライマン
出演：カヤ･トフト･ローホルト
　　　ミケル･ボー･フォルスゴー
　　　　　　　　　　　　ほか

6/11［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
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しまね文化ファンド

対象事業／
募集期間／
助成金額／
募集要項／
申込用紙／

2022年 9月1日～2023年 3月31日に行われる文化事業
4月25日（月）～5月27日（金）(当日消印有効 )
対象経費の概ね２分の１以内
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。

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

募 集 内 容

2022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）

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

間
期
付
受

事業実施期間 〔助成決定予定

月 日 月 日月 金後
　
期

る
よ
に
ま
さ
な
み
の
民
県

を
業
事
化
文
な
的
主
自

。
す
ま
し
成
助

地域文化振興

芸術文化振興

国際文化交流

掲載内容は2022年4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。

5/14［土］ 開演14：00（開場13：30） 

●会場／浜田市立石見小学校　●料金／【全席自由】無料
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

グラントワ弦楽合奏団 スプリングコンサート

5/22［日］ 開演13：30（開場13：00） 

●会場／石央文化ホール　
●料金／【全席自由】一般500（当日800）高校生以下無料
●問合せ／石央文化ホール　TEL.0855-22-2100

石央文化ホール女子神楽同好会初公演「舞姫社中」 
しなやかにして 嫋やかなる演舞

5/29［日］ 
①開演10：30（受付10：00）②開演14：00（受付13：30） 

●会場／松江市国際交流会館（川津公民館）
●料金／一般300、こども無料　※①は0～2歳、②は３歳以上向け
　※小学生以下は保護者同伴、各回50人（１組４人まで）
●問合せ／プラバホール（仮事務所）　TEL.0852-27-6000

0歳から入れるコンサート　カラダで音あそび

6/5［日］ 開演14：00（開場13：00） 

●会場／江津市総合市民センター　
●料金／【全席自由】一般2,000、高校生以下1,000（当日各500増）
　※未就学児は保護者１人につき１人まで膝上鑑賞無料（席が必要な場合は有料）
●問合せ／江津市総合市民センター　TEL.0855-52-2155

【振替公演】ハイブリッドウインドオーケストラ　
第2回定期演奏会　ニューイヤーコンサート

5/28［土］ 開演18：00（開場17：00） 

●会場／アルテピア　●料金／【全席指定】6,300　
　※未就学児は保護者1人につき1人まで膝上鑑賞無料
●問合せ／夢番地 岡山　TEL.086-231-3531

WANIMA　Catch Up TOUR
ー 1 Time 1 Chance ー

6/18［土］ 開演17：30（開場16：30） 

●会場／アルテピア
●料金／【全席指定】6,600
　※５歳以下は保護者1人につき1人まで膝上鑑賞無料（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

MONGOL800 -etc.works- TOUR 2022

5/4［水・祝］ 開演14：00（開場13：30） 

●会場／グラントワ　　　　　　　 
●料金／【全席自由】一般500（当日800）、高校生以下無料 ※未就学児入場不可
●問合せ／グラントワ　TEL.0856-31-1860

島根邦楽集団 第16回定期演奏会

5/4［水・祝］ 開演14：00（開場13：15） 

●会場／石央文化ホール　●料金／入場無料　※要整理券
●問合せ／島根県立浜田高等学校　TEL.0855-22-0042

第52回浜田高校吹奏楽部定期演奏会

5/7［土］ ①開演14：00（開場13：20）②開演18：30（開場17：50） 

●会場／出雲市民会館　●料金／入場無料　※要整理券
●問合せ／出雲北陵高等学校　TEL.0853-21-1871

出雲北陵高等学校吹奏楽部　第26回定期演奏会

S 県内イベント情報

5/4［水・祝］ 開演15：00（開場14：30） 

●会場／ビッグハート出雲
●料金／【全席自由】一般1,000、高校生以下500　※未就学児入場不可
●問合せ／出雲楽友協会事務局　TEL.090-2003-3227

第8回島根県新人演奏会
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S i n c e 1 9 7 2
島根県民会館C inema

名画劇場

島根県民会館名画劇場は、県民会館の開館後
まもなくの昭和47年（1972年）にスタートし、
地方では観る機会の少ない文芸作品やミニシ
アター系作品、県内未公開作を中心に洋画・
邦画を問わず映画好きには見逃せない話題作

や名作を毎月第２土曜日に上映しています。
たくさんの映画ファンの皆さまに応援していただき、これまで
に730本を超える作品を上映。今年なんと50周年を迎えます！
素晴らしい名画の数々と共に、皆さまのご来場をお待ちして
おります♪

島根県民会館名画劇場でこれまでに上映した作品の【ポスター展示】を行います。
5月から1年間、約100枚（月10枚程度）のポスターを展示予定！！
「音楽」「旅」「珠玉のラヴストーリー」など、
毎月テーマを決めて展示をしていきますの
で、映画上映とあわせてお楽しみください★
懐かしのポスターや貴重なポスター、ちょっと
ビックリなあのポスターまで・・・！皆さまからの
リクエストも、お待ちしておりますよ～！

100 !Memories of
名画劇場

今後
の

上映
予定
日

※日程は変更となる場合がございます。

※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。

※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。

ローラとふたりの兄

フランス西部、アングレーム。弁護士のローラには２人の兄がいる。眼鏡士のブノワ
と解体業者のピエール。ブノワの三度目の結婚式、大遅刻をしたピエールの失礼な
スピーチが原因で兄弟喧嘩が勃発。そんな中、ピエールは深刻な仕事のトラブルを
抱え、ブノワは新婚早々から妻とすれ違い。そして、依頼人だったゾエールとの恋が
始まったローラは、病院で“ある事実”を告げられる。

（2018年/105分/PG12/フランス）

家族の絆をめぐるフランス流ラブ＆コメディ
監督：ジャン＝ポール・ルーヴ　
出演：リュディヴィーヌ・サニエ
　　　ジョゼ・ガルシア　   ほか

5/21［土］ 14：00／18:30

パーフェクト・ノーマル・ファミリー

デンマーク郊外で暮らす11歳の女の子エマは、ある日突然、両親の離婚と「パパは
女性として生きていきたい」ことを告げられる。日に日に女性らしくなっていくパパ
はやがて性別適合手術を受けるというが、エマは受け入れられず苛立ちを爆発さ
せてしまう。本当はパパのことが大好きなエマが、幾多の葛藤の果てに気づいた
自分の気持ちとは―。 （2020年/97分/PG12/デンマーク）

多感な少女の視点で描く、爽やかで心温まる家族の物語
監督：マルー･ライマン
出演：カヤ･トフト･ローホルト
　　　ミケル･ボー･フォルスゴー
　　　　　　　　　　　　ほか

6/11［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
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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

島根県民会館　　　
　　　あれこれ…④

～ちょこっとガイド～

立ち寄り
あんない

《赤ちゃんほっとルーム》
館内各所にオムツ交換台、
ベビーキープ椅子、授乳室を備えています。
※写真のオムツ交換室（1階ロビー）は、内側からカギが
　かけられますので授乳室としてもご利用いただけます。

《多目的トイレ》
1 階ロビー：2ヶ所
　　　　　　  （うちオストメイト対応トイレ1ヶ所）

大ホール内：1ヶ所　　中ホール内：2ヶ所
会議室棟3階：1ヶ所

島根県の取り組みとして、
外出時にトイレ、おむつ替え
や授乳の必要が生じた場合、
だれでも自由に利用できる
施設を「しまね子育て家庭
外出応援施設（愛称：赤ちゃ
んほっとルーム）」として登
録してご利用いただく事業。

島根県民会館は、コンサートや演劇、会議などの目的がなくてもご自由にご来館いただけます。
お近くにお越しの際は、立ち寄りスポットとしてもお役立てください！

何か困ったことなどあればお気軽に事務所にお声がけくださいね♪

赤ちゃんほっとルーム

6

募集

募集

4月25日（月）～6月10日（金）

TEL.0852-22-5510（島根県民会館 舞台振興グループ）
MAIL： staken@cul-shimane.jp
※見学ご希望の際もお問い合わせください。

【第1回】 5月21日（土） ※以後、年間10回程度開催

申込・問合せ

日　程

高校生以上対　象

年会費1,000円
（保険料含む）

参加費

募集期間

2022年 9月4日（日）～2023年 2月26日（日）活動期間

2023年 2月25日（土）・26日（日）公 演 日

48人（ソプラノ・アルト・テノール・バス、各12人程度）
※応募者多数の場合は抽選

募集人数

応募用紙に必要事項を記入し、
島根県民会館まで持参または送付

応募方法

島根県民会館文化事業課 TEL.0852-22-5502問 合 せ

島根県民会館ではオペラ『ラ・ボエーム』の上演にあたり、
合唱出演者（活動名称：しまね県民オペラ合唱団）を募集します。
島根県出身のフレッシュな実力派歌手たちと共演し、舞台美術・
衣装・演技等を伴った本格的なオペラ公演にチャレンジしてみ
ませんか？皆さまのご応募を心よりお待ちしております。

「しまね映画塾」は、映画監督の錦織良成塾長のもと、
参加者自身がオリジナルシナリオを作り、スタッフ・
キャストとなって短編映画を製作・発表するワーク
ショップです。記念すべき 20 回目の今年は、松江市
玉湯町が舞台！みなさんのご参加をお待ちしております♪

しまね県民オペラ合唱団　参加者大募集

普段知れない舞台の裏側について

　舞台には引割幕という舞台を仕切る黒い幕がありますが、
上部の繋ぎ目が破れているのを発見したのです！しかし、
県民会館の場合その幕は手の届く場所まで降りてきません。
そこで、ジーニーという高所作業台で高さ8ｍの場所に上げ、
職員が交代で2時間程かけて修理しました。
　この様に職員で直し、時には必要な道具を自作しています。

���
シマ
カル ・ コ ネ タ

『しまね映画塾2022 in玉湯』参加者大募集！

募集

　島根県民会館の舞台職員が講師となり、実際に機器に触
れながら音響や照明の知識、舞台を作るノウハウを学ぶ研
修会です。実際の舞台にスタッフとして参加できる機会も
あります。

スタッフ研修会 参加者募集

©坪倉菜水/コクーン設計舎『ラ・ボエーム』第２幕（パリの学生街 ）舞台美術スケッチ

参加募集要項の確認および応募用紙のダウンロードは
島根県民会館ホームページをご覧ください。

こちらから→

しまね映画祭実行委員会「映画塾」係（島根県民会館内） MAIL： shimane-eigasai@cul-shimane.jp　TEL.0852-22-5502
詳細・応募方法は、しまね映画祭公式HPをチェック！ https://www.shimane-eigasai.com　

しまね映画塾 塾長
映画監督・脚本家

（Yoshinari Nishikori）
錦織 良成

しまね映画塾 2022 
全体スケジュール

6.12 （日）
映画塾ガイダンス（松江市玉湯公民館）

6.12 （日） ▶ 7.10 （日）
塾生（スタッフ・キャスト）と
シナリオ（脚本）を応募受付

8月上旬
（応募作品を参加者・関係者で選考）

映画化シナリオ選考
＆決定

8.27 （土）
スタッフ顔合せ・キャストオーディション

9.17 （土） ▶ 19 （月・祝）
玉湯町内で撮影

10月 編集講座

11.23 （水・祝）
完成作品発表上映会

（玉湯公民館）

しまね映画祭 検索

映画塾って具体的にどんなことをするの？映画撮影って
どんなことするの？そんな疑問や不安を解消していただ
くための「映画塾ガイダンス」。
経験は一切必要ありません。お気軽にご参加ください♪

映画塾ガイダンス

6月12日（日）10：00～17：00

募集
１ 撮影WS（ワークショップ）

塾生（スタッフ・キャスト）募集！
募集
２

日  程

第 20回

9月17日（土）▶19日（月・祝）日  程

松江市玉湯公民館（玉湯町湯町1796）会  場

一般500円・高校生以下200円
※「撮影WS」に参加予定の方は、「映画塾ガイダンス」に原則ご参加ください。

受講料

申込・問合せ

6月12日（日）▶７月10日（日）必着申込期間

撮影日程に参加できる方応募資格

島根県松江市玉湯町内撮影地

一般10,000円、 高校生以下5,000円参加費 （受付9：30～）

最新作「高津川」全国公開中！

★ガイダンス参加の方★
　一般9,000円、 高校生以下4,500円
（撮影期間の宿泊・飲食費・交通費別）

7

※2022年4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） 問合せ先

7（土） 開場13：30
開演14：00 中ホール 結成50周年記念 

第34回松江市民合唱団定期演奏会
一般500円
高校生以下無料

松江市民合唱団（野津）
090-8609-1337

13（金） 開場17：30
開演18：30 大ホール 東京スカパラダイスオーケストラ TOUR 2022

「BEST OF LUCK」 8,000円 キャンディープロモーション岡山
086-221-8151

14（土）

開場10：30
開演10：45 中ホール 令和4年度 まつえ市民大学入学式記念講演 無料 まつえ市民大学事務局

0852-32-0893

開場18：40
開演19：00

多目的
ホール 音楽劇「1 人で演じる 走れメロス」 有料（要問合せ） おやこ劇場松江センター

0852-22-4937

14
・15

（土）
（日） 展示ホール 春季盆栽展示会

〈14日〉9:00 〜17:00 〈15日〉9:00 〜16:00 無料 松江盆栽同好会
0852-26-4653

20（金） 開場18：30
開演19：00 中ホール 春風亭一之輔 独演会 〈前売〉4,000円 

〈当日〉4,500円
立川企画
03-6452-5901

21（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『ローラとふたりの兄』　▶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

22（日）

開場14：45
開演15：30 大ホール しまね県民オペラ 2023『ラ・ボエーム』プレコンサート

みんなで紡ぐしまねのオペラ。いよいよ幕開けです。 500円 島根県民会館チケットコーナー
0852-22-5556

開場13：30
開演14：00 中ホール 柳家さん喬独演会 其之十 〈前売〉一般3,000円、高校生以下1,500円 

〈当日〉一般3,500円、高校生以下2,000円
山陰落語の会（タテオカ）
090-7597-5584

開場10：40
開演11：00

多目的
ホール ほんわかシアター『ブレーメンの音楽隊』 有料（要問合せ） おやこ劇場松江センター

0852-22-4937

27（金） 開場18：00
開演18：30 大ホール 劇団昴公演『アルジャーノンに花束を』 会員制 松江市民劇場

0852-26-3094

28（土） 開場16：15
開演17：00 大ホール ゴスペラーズ坂ツアー 2022 “ まだまだいくよ ” 7,500円 ユニオン音楽事務所

082-247-6111

開催日 時　間 会　場 催　事　名 料　金　（税　込） 問合せ先

5（日） 開場17：00
開演18：00 大ホール BiSH COLONiZED TOUR SOLD OUT 夢番地岡山 

086-231-3531

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

「阿川佐和子さん 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

11（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
『パーフェクト・ノーマル・ファミリー』　▶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

19（日） 開場13:15
開演14:00 大ホール 『お勢、断行』 S席7,800円 

A席6,800円
島根県民会館チケットコーナー
0852-22-5556

26（日）

①開場10:40
　開演11:00
②開場14:40
　開演15:00

展示ホール 地域子どもフェスティバル 
「不思議ってステキ！」「マジカル１・２・３！」 有料（要問合せ） おやこ劇場松江センター

0852-22-4937

5月

6月

May

June



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

島根県民会館　　　
　　　あれこれ…④

～ちょこっとガイド～

立ち寄り
あんない

《赤ちゃんほっとルーム》
館内各所にオムツ交換台、
ベビーキープ椅子、授乳室を備えています。
※写真のオムツ交換室（1階ロビー）は、内側からカギが
　かけられますので授乳室としてもご利用いただけます。

《多目的トイレ》
1 階ロビー：2ヶ所
　　　　　　  （うちオストメイト対応トイレ1ヶ所）

大ホール内：1ヶ所　　中ホール内：2ヶ所
会議室棟3階：1ヶ所

島根県の取り組みとして、
外出時にトイレ、おむつ替え
や授乳の必要が生じた場合、
だれでも自由に利用できる
施設を「しまね子育て家庭
外出応援施設（愛称：赤ちゃ
んほっとルーム）」として登
録してご利用いただく事業。

島根県民会館は、コンサートや演劇、会議などの目的がなくてもご自由にご来館いただけます。
お近くにお越しの際は、立ち寄りスポットとしてもお役立てください！

何か困ったことなどあればお気軽に事務所にお声がけくださいね♪

赤ちゃんほっとルーム

6

募集

募集

4月25日（月）～6月10日（金）

TEL.0852-22-5510（島根県民会館 舞台振興グループ）
MAIL： staken@cul-shimane.jp
※見学ご希望の際もお問い合わせください。

【第1回】 5月21日（土） ※以後、年間10回程度開催

申込・問合せ

日　程

高校生以上対　象

年会費1,000円
（保険料含む）

参加費

募集期間

2022年 9月4日（日）～2023年 2月26日（日）活動期間

2023年 2月25日（土）・26日（日）公 演 日

48人（ソプラノ・アルト・テノール・バス、各12人程度）
※応募者多数の場合は抽選

募集人数

応募用紙に必要事項を記入し、
島根県民会館まで持参または送付

応募方法

島根県民会館文化事業課 TEL.0852-22-5502問 合 せ

島根県民会館ではオペラ『ラ・ボエーム』の上演にあたり、
合唱出演者（活動名称：しまね県民オペラ合唱団）を募集します。
島根県出身のフレッシュな実力派歌手たちと共演し、舞台美術・
衣装・演技等を伴った本格的なオペラ公演にチャレンジしてみ
ませんか？皆さまのご応募を心よりお待ちしております。

「しまね映画塾」は、映画監督の錦織良成塾長のもと、
参加者自身がオリジナルシナリオを作り、スタッフ・
キャストとなって短編映画を製作・発表するワーク
ショップです。記念すべき 20 回目の今年は、松江市
玉湯町が舞台！みなさんのご参加をお待ちしております♪

しまね県民オペラ合唱団　参加者大募集

普段知れない舞台の裏側について

　舞台には引割幕という舞台を仕切る黒い幕がありますが、
上部の繋ぎ目が破れているのを発見したのです！しかし、
県民会館の場合その幕は手の届く場所まで降りてきません。
そこで、ジーニーという高所作業台で高さ8ｍの場所に上げ、
職員が交代で2時間程かけて修理しました。
　この様に職員で直し、時には必要な道具を自作しています。

���
シマ
カル ・ コ ネ タ

『しまね映画塾2022 in玉湯』参加者大募集！

募集

　島根県民会館の舞台職員が講師となり、実際に機器に触
れながら音響や照明の知識、舞台を作るノウハウを学ぶ研
修会です。実際の舞台にスタッフとして参加できる機会も
あります。

スタッフ研修会 参加者募集

©坪倉菜水/コクーン設計舎『ラ・ボエーム』第２幕（パリの学生街 ）舞台美術スケッチ

参加募集要項の確認および応募用紙のダウンロードは
島根県民会館ホームページをご覧ください。

こちらから→

しまね映画祭実行委員会「映画塾」係（島根県民会館内） MAIL： shimane-eigasai@cul-shimane.jp　TEL.0852-22-5502
詳細・応募方法は、しまね映画祭公式HPをチェック！ https://www.shimane-eigasai.com　

しまね映画塾 塾長
映画監督・脚本家

（Yoshinari Nishikori）
錦織 良成

しまね映画塾 2022 
全体スケジュール

6.12 （日）
映画塾ガイダンス（松江市玉湯公民館）

6.12 （日） ▶ 7.10 （日）
塾生（スタッフ・キャスト）と
シナリオ（脚本）を応募受付

8月上旬
（応募作品を参加者・関係者で選考）

映画化シナリオ選考
＆決定

8.27 （土）
スタッフ顔合せ・キャストオーディション

9.17 （土） ▶ 19 （月・祝）
玉湯町内で撮影

10月 編集講座

11.23 （水・祝）
完成作品発表上映会

（玉湯公民館）

しまね映画祭 検索

映画塾って具体的にどんなことをするの？映画撮影って
どんなことするの？そんな疑問や不安を解消していただ
くための「映画塾ガイダンス」。
経験は一切必要ありません。お気軽にご参加ください♪

映画塾ガイダンス

6月12日（日）10：00～17：00

募集
１ 撮影WS（ワークショップ）

塾生（スタッフ・キャスト）募集！
募集
２

日  程

第 20回

9月17日（土）▶19日（月・祝）日  程

松江市玉湯公民館（玉湯町湯町1796）会  場

一般500円・高校生以下200円
※「撮影WS」に参加予定の方は、「映画塾ガイダンス」に原則ご参加ください。

受講料

申込・問合せ

6月12日（日）▶７月10日（日）必着申込期間

撮影日程に参加できる方応募資格

島根県松江市玉湯町内撮影地

一般10,000円、 高校生以下5,000円参加費 （受付9：30～）

最新作「高津川」全国公開中！

★ガイダンス参加の方★
　一般9,000円、 高校生以下4,500円
（撮影期間の宿泊・飲食費・交通費別）
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掲載内容は2022年4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

雲南市創作市民演劇2022「鉄人56号」
●会場／チェリヴァホール 
●料金／【全席指定】〈前売〉一般2,000、高校生以下1,000
　　　　〈当日〉一般2,500、高校生以下1,500　※3歳以下入場不可
●問合せ／雲南市演劇によるまちづくりプロジェクト実行委員会
　　　　　事務局(チェリヴァホール内)　TEL.0854-42-1155

4/29［金・祝］ 開演18：00（開場17：00）
4/30［土］ 開演13：30（開場12：30）

結成50周年記念 第34回松江市民合唱団定期演奏会
●会場／島根県民会館 中ホール
●料金／一般500、高校生以下無料
●問合せ／松江市民合唱団（野津）　TEL.090-8609-1337

5/7［土］ 開演14：00（開場13：30）

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（タテオカ）　TEL.090-7597-5584

5/22［日］ 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

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 ※就学児童はチケットが必要。未就学児は保
護者1人につき1人膝上鑑賞可能。ただし、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）

野村万作・萬斎 狂言の世界～狂言三代～
●会場／アルテピア 
●料金／【全席指定】S席一般6,000、A席一般5,000、学生3,000
　※未就学児入場不可　※学生は大学生以下が対象。要学生証等提示。
●問合せ／アルテピア　TEL.0854-21-0101

6/2［木］ 開演19：00（開場18：30）

『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、A席6,800　※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）

【振替公演】新春　歌と神楽の大共演
●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

7/18［月・祝］ 開演13：00（開場12：00）

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　　　　　　 ※2歳以下入場不可
●料金／【全席指定】S席9,900、A席7,700、B席5,500、C席3,300　
●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）

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）

広島交響楽団 第29回島根定期演奏会
●会場／アルテピア
●料金／【全席指定】一般3,800、学生1,500　※未就学児入場不可
　※学生席は25歳以下の学生が対象。要学生証提示。　
●問合せ／アルテピア　TEL.0854-21-0101

5/22［日］ 開演14：30（開場13：45）

みんなで紡ぐしまねのオペラ。いよいよ幕開けです。
しまね県民オペラ2023『ラ･ボエーム』プレコンサート
●会場／島根県民会館 大ホール　
●料金／【全席自由】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

5/22［日］ 開演15：30（開場14：45）

2022 年 4月20日発行
編集･発行／島根県民会館
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