
劇団四季ミュージカル『コーラスライン』

山下洋輔クリスマス・スペシャル・ジャズ・ライブ
劇団風の子九州「このゆびと～まれ！」
島根県民会館 主催公演に関するご案内

しまね伝統芸能祭
県内イベント情報

島根県民会館イベントカレンダー

令和 2年度　舞台技術研修会
Column 島根県民会館の日々01
第 18回島根県民文化祭 特別参加展　硬筆アート展

第 29回しまね映画祭

Contents

2p

3p

4-5p

6p

7p

8p

劇団四季ミュージカル『コーラスライン』

山下洋輔クリスマス・スペシャル・ジャズ・ライブ
劇団風の子九州「このゆびと～まれ！」
島根県民会館 主催公演に関するご案内

しまね伝統芸能祭
県内イベント情報

島根県民会館イベントカレンダー

令和 2年度　舞台技術研修会
Column 島根県民会館の日々01
第 18回島根県民文化祭 特別参加展　硬筆アート展

第 29回しまね映画祭

Contents

2p

3p

4-5p

6p

7p

8p

※写真はこれまでの公演より　撮影：下坂敦俊
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島根文化情報誌「キャッチ」がリニューアルしました♪



劇団四季ミュージカル

コーラスライン

ミュージカル『コーラスライン』は、トニー賞では最優秀作品賞、
振付賞を含む 9 部門を独占受賞するという快挙を成し遂げ、
圧倒的な人気でブロードウェイの歴史を次々と塗り替えること
になった伝説の舞台。
日本では、劇団四季が1979 年に初演。以来 40 年を超える
今も人々を魅了し続ける不朽の名作です。
鳥肌が立つほどのダンスの迫力、不安と希望の間で、ひたむ
きに夢を追い求めるダンサーたちの情熱、葛藤、祈り、そして
誇り――。思わず自らの人生と重ね合わせ、熱い共感が胸に
迫ります。明日への力が湧いてくる感動の舞台へ、あなたも
ぜひ！

劇団四季の歴史的にも重要なレパートリーの一つとされている『コーラスライン』
島根県民会館での上演は、2006年以来の約14年ぶり、
島根県内では、2010年の出雲公演以来、約10年ぶりの上演となります。
舞台に生きる人々の“想い”や“祈り”が込められている本作、
島根県民会館で待っているお客様へお届けします。
今回初めてご覧になる方も、何度もご覧いただいている
みなさまもどうぞご期待ください。 激しく華

麗なダン
ス！
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［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をご確認ください］

※写真はすべてこれまでの公演より　撮影：下坂敦俊

ショービジネスの街、ニューヨーク・ブ
ロードウェイのとある劇場。新作ミュー
ジカルのコーラスダンサーを選ぶオー
ディションが開かれている。舞台上には
1本の白いライン――。並んでいるのは、
最終選考に残った17人のダンサーたち。
演出家のザックは「履歴書に書かれてい
ない、君たちの人生を話してほしい」と
要求する。戸惑いながらも自らの人生を
語り始めるダンサーたち。複雑な家庭環
境、コンプレックス、性の問題、年齢の
壁、過去の栄光と現実とのギャップ…。
一人ひとりが歩んできた人生そのものに
スポットライトがあたる。そして、オー
ディション中のある出来事をきっかけに、
ザックが問いかける。「もし、踊れなく
なったらどうする？」ダンサーたちの出
した答えとは――。

ＳＴＯＲＹ

ポップで

　物語性
豊かな音

楽！

オープニングから、エネルギーほとばしる熱いダン
スで一気に舞台の世界へ引き込まれます。
登場するダンスの種類は、ジャズ、バレエ、タップ…
など実に様々！
迫力あふれるフルキャストでのダイナミックなダンスは
もちろん、それぞれのダンサーの個性やエビソードに
合わせたユーモアあふれる個性的な振り付けや、迫真の
ソロダンスまで、一瞬たりとも見逃せません！

名曲「ワン」、「愛した日々に悔いはない」などは、
ミュージカルを知らない人でもテレビやＣＭなどで聴いた
ことがあるのではないでしょうか？
『コーラスライン』の音楽を手掛けたのは、『追憶』や
『スティング』でアカデミー賞を獲得した映画音楽の巨匠
マーヴィン・ハムリッシュ。
上演時間中、ほとんどのシーンで音楽が奏でられ、物語の
起承転結や登場人物の心理と見事にリンクします。
絶え間なく流れるメロディ―、魅力的なナンバーの数々は、
まるで名画を見ているような世界へと誘います。

11/10［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）

〈SS席〉9,900円、〈Ｓ席〉8,800円
〈Ａ席〉6,600円、〈Ｂ席〉4,400円
※3歳以上有料・2歳以下入場不可

10/24［土］
チケット発売開始
先行予約あり

島根県民会館 シマチケメンバーズ

10/11［日］～14［水］

※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。

●プレミアム会員先行

10/17［土］～18［日］●WEB［シマチケ］会員先行

先行予約あり／座席選択可

WEB［シマチケ］会員は入会／会員登録無料！！
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12/9［水］
●会場／島根県民会館 大ホール
●料金／全席指定・税込
　前売 5,000円（当日 5,500円）
　U-25チケット＊ 3,000円 

※未就学児入場不可

５０年以上の長きに渡り、ジャズ界を牽引し続けるジャズピアニスト山下洋輔。
既成ルールにとらわれない自由奔放かつ狂熱の演奏は、聴く人を魅了してやまない。
今回は、山下氏の選ぶトッププレイヤー５名を引き連れ、島根県民会館での公演を
開催します。６名の熱い競演を、ぜひ劇場でお楽しみください！

日本が誇る世界的ジャズピアニスト山下洋輔による
スペシャルジャズライブ開催決定！

出演：山下洋輔（ピアノ）、松本治（アレンジ &トロンボーン）＊鳥取県出身、
　　  坂井紅介（ベース）、本田珠也（ドラム）、池田篤（アルトサックス）、
　　  川嶋哲郎（ソプラノ&テナーサックス）

25歳以下の方が対象で
す。若い世代のみなさま
に、もっと広く劇場での公
演をお楽しみいただきた
いという思いをこめて設
定しました。是非ご利用く
ださい！

◎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。
◎ブランケットの貸出は行いません。
◎託児サービスは休止いたします。
◎車椅子スペース、磁器ループ補聴器対応エリアを
　ご希望の方は事前にお問い合わせください。

◎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。
◎入場時に検温を実施します。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。

新型コロナウイルス感染症拡大防止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。

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）

19：00開演
（18：15開場）

25歳以下対象/当日要身分証提示

＊U-25チケットとは

劇団風の子九州

このゆびと～まれ！

小学4年生のヒロは、ばあちゃんの飼っている犬の散歩が日課です。
その散歩はヒロの大好きな空想の時間。あるときは洞窟探検、また
あるときはヒーローに大変身！ ある日、クラスの優等生マモルの様子
がおかしいと思ったヒロは、マモルを空想の世界に誘います。
さあこの2人、空想の世界でどうなっちゃうの？
明日への希望に胸をふくらませる、ワクワクいっぱいの物語です。

子どもたちの遊びの中にわきおこる想像力　
それはまさに生きる力！

Pick  Up  E v e n tイベント情報

15：00開演（14：15開場）
12/5［土］
●会場／島根県民会館 大ホール
　　　  （定員450人）
●料金／全席自由・税込
　　　　一般 2,600 円（当日3,000円）
　　　　18歳以下 1,800 円（当日2,000円）

※３歳以下膝上無料（座席が必要な場合有料）

山下洋輔 クリスマス
スペシャル・ジャズ・ライブ

10/17［土］
チケット発売開始
先行予約あり

10/24［土］
チケット発売開始

島根県民会館 シマチケメンバーズ

9/26［土］～10/7［水］
※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。

●プレミアム会員先行　●WEB［シマチケ］会員先行

WEB［シマチケ］会員は入会／会員登録無料！！

先行予約あり／座席選択可

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月曜休、祝日の場合は開館、翌平日休館） 島根県民会館の

ホームページはこちらから ▼

■会場での対応 ■お客様へのお願い

※最新情報は島根県民会館の
　ホームページにてご案内します。
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●料金／【各日】全席自由・税込
　　　　 一般 2,000円
　　　　 高校生以下 1,000円　
　　　　　　※未就学児膝上無料（席が必要な場合有料）

●問合せ／島根県民会館文化事業課
　　　　　TEL.0852-22-5508
※新型コロナウイルス感染症の状況により、公演内容を変更する
　場合があります。

14：00開演（13：00開場）

９月のグラントワのオープニング公演からスタートした「しまね伝統芸能祭」は、
県外からのゲスト団体を迎える大田・雲南・隠岐３会場での交流公演と、
島根県民会館でのクロージング公演まで続きます。
クロージング公演では、島根の地で受け継がれてきた伝統芸能や民話と
いった魅力的な素材から誕生した創作舞台作品をお楽しみください。

わたしたちが生きる世界はどのようにできたのか。それを古代の人たちは
神話という形で残しました。今回の公演では世界が生まれる瞬間「開闢」か
ら八岐大蛇退治までを、深野神楽保存会（雲南市）と島根の子どもたち、そ
して能や人形劇などとの共演で行います。能の語りと人形劇による「イザナ
ギの冥界下り」、深野神楽保存会による「磐戸（天岩戸）」、「八戸（八岐大
蛇）」では様々なジャンルによるコラボレーションをお楽しみ下さい。

石見神楽と、振付家・コンテンポラリーダンサーとして第一線で活躍する藤田善宏氏
をはじめとするダンサー陣によるコラボレーション舞台。ダンサーと社中員の身体表
現が融合する伝統芸能とダンスの≪今≫を感じとれる公演です。
疫病退散・疫病鎮護がベースとなった物語『SHOKI ー鍾馗ー』に様々な願いを込めて
上演します。

しまね伝統芸能祭 クロージング公演

創作舞台『芸能開闢古事記』

石見神楽×ダンス『SHOKI ―鍾馗―』

げいのうかいびゃく こ   じ   き

●会場／島根県民会館 中ホール（定員：200名（予定））

出演／安田登（能楽師）、深野神楽保存会、
　　　実験道場（ダンスグループ）ほか

出演／益田市石見神楽神和会 青年部、藤田善宏(振付家・ダンサー)、
　　　酒井大輝、関口奈々、渡邉未有、稲葉由佳利

11/23［月・祝］

15：30開演（14：45開場） 11/22［日］

●会場／島根県民会館 大ホール（定員：500名（予定））

今は昔、馬路の浦にひとりの娘が流れ着いた。琴や歌が好きな娘は「お琴さん」と呼
ばれ、海辺の村に馴染んでいく。お琴は漁師の善作と一緒になり、ずっとここで暮らせ
たらと願うが、ある日、平家打倒の追討令が村を襲う。平家の姫と疑いをかけられたお
琴を差し出すべきか、それとも…。語り継がれてきた琴姫伝説をもとに、馬路の浦が
「琴ヶ浜」と呼ばれるようになった由来を伝える物語です。

創作音楽劇『琴の鳴る浜』

出演／松浦麗（メゾソプラノ）、地元演奏家、琴ヶ浜盆踊り保存会、
　　　琴の鳴る浜合唱団

2003年からともに音を紬ぎ続けてきたからこそ生まれる、このメンバーでなければ成
せない息の合った演奏、太鼓・神楽・唄・篠笛・踊りなどの多彩な表現で舞台を彩りま
す。それぞれが指導・演奏活動を通じて独自の世界を広げ、太鼓打ち「今福優」が最も
活きる舞台を創りあげ、しまね伝統芸能祭のグランドフィナーレを飾ります。

グランドフィナーレ『今福座　和太鼓演奏』
出演／今福座（今福優・末長愛・堂本英里）

※2019年3月公演『琴の鳴る浜』より「わが振る袖を」「願成就(やっちょこ)」ほか

10/22［木］
チケット発売開始
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大田市

雲南市

14：00開演（13：30開場）

大田市小唄保存会

益田糸操り人形保持者会

南西合奏団“群星” 上府社中

佐世神楽社中 二子流東京鬼剣舞

淀江さんこ節保存会

13：00開演（12：30開場）

10/18［日］

地域で大切に受け継がれた伝統芸能と、全国各地で育まれた独自の
芸能を一度に楽しめる交流公演。県内３か所で開催します。

グラントワ15周年記念　
BLACK BOTTOM BRASS 
BAND きんさいライブ！
●会場／グラントワ ●料金／無料(要事前申込／定員300人)
●問合せ／グラントワ TEL.0856-31-1860

●会場／ラメール ●料金／一般 3,000、
　高校生以下 1,500（当日各500増）／各回定員130人
※2回目のみ配信チケットあり 500
●問合せ／ラメール TEL.0854-49-8500

●会場／サンレディー大田（大田市大田町）（定員：245名（予定））
≪出演団体≫
大田市小唄保存会（大田市）　山口鷺流狂言保存会（山口県）
淀江さんこ節保存会（鳥取県）

10/25［日］
●会場／古代鉄歌謡館（雲南市大東町）　（定員：125名（予定））
≪出演団体≫
海潮山王寺神楽社中（雲南市）
佐世神楽社中（雲南市）
益田糸操り人形保持者会（益田市） 
二子流東京鬼剣舞（岩手県）

10/4［日］ 

開演14：00（開場13：15）

開演14：00（開場13：30）

掲載内容は2020年9月1日現在の情報です。今後の状況によりイベントの変更・中止・延期となる可能性もありますので予めご了承ください。

10/17［土］ 開演13：00（開場12：30）

10/10［土］ ①開演11：00（開場10：15）②開演15：00（開場14：15）
山形由美フルートリサイタル
～笛は人とともに～

●会場／ラメール ●料金／〈前売〉一般 1,000、18歳以下 200、
　　　　　　　　　　　　 〈当日〉一般 1,200、18歳以下 300
●問合せ／ラメール TEL.0854-49-8500

●会場／出雲市民会館 ●料金／整理番号付指定席 6,600 ※3歳以下入場不可
●問合せ／夢番地岡山 TEL.086-231-3531

10/18［日］ 
山陰フィルハーモニー管弦楽団　
わくわくファミリーコンサート in うんなん

清塚信也 47都道府県ツアー2020 「名曲宅配便」
ピアノが奏でる特別な時間～

11/22［日］ 開演14：30（開場13：45）

●会場／アルテピア ●料金／一般 3,000、高校生以下 1,500(当日各500増)　
　※未就学児入場不可
●問合せ／アルテピア TEL.0854-21-0101

【振替公演】HAGANE MUSIC2020 第2弾 
「PAN NOTE MAGIC(パンノートマジック)」

10/20［火］ 開演14：00（開場13：00）

●会場／石央文化ホール ●料金／S席 6,600、A席 4,400、GLチケット 2,000
●問合せ／グッドラック・プロモーション TEL.086-214-3777

三山ひろし～笑顔を届けます～コンサート2020

11/14［土］ 開演13：30（開場12：30）

●会場／石央文化ホール ●料金／全席指定 4,000 ※未就学児入場不可
●問合せ／BSS山陰放送 TEL.0859-33-2111

春風亭昇太 独演会

S 県内イベント情報

≪出演団体≫
民謡あこな会（隠岐の島町）
石見神代神楽 上府社中（浜田市）

奄美・沖縄の島唄 南西合奏団“群星”
（鹿児島県、沖縄県）

むるぶし

隠岐の島町 17：30開演（17：00開場）11/7［土］
●会場／隠岐島文化会館（隠岐の島町西町）　（定員：300名（予定））

●料金／【各日】全席自由・税込
　　　　 一般 1,000円、高校生以下 500円　
　　　　　　※未就学児膝上無料（席が必要な場合有料）

●問合せ／島根県民会館文化事業課
　　　　　TEL.0852-22-5508
※新型コロナウイルス感染症の状況により、公演内容を変更する
　場合があります。

9/18［金］
チケット発売開始

9/25［金］
チケット発売開始

10/7［水］
チケット発売開始

しまね伝統芸能祭 交流公演

5
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Octber10月

11月 November

※ 2020 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

4

（金）

（日）
9:00 ～18:00 展示ホール しまね書道用品まつり～フリーマーケット～

（10/4 15:00 まで） 無料 いずも和紙
0852-67-6363

4（日） 開場 13:30
開演 14:00 大ホール 知的・発達障がい児（者）にむけての劇場体験プログラム

 劇場って楽しい！！ 2020 in しまね 500 円（要事前申込） 島根県民会館文化事業課
0852-22-5502

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／第 29 回 しまね映画祭
「ＣＯＬＤ ＷＡＲ あの歌、２つの心」　▶詳しくは p8 へ

（要事前申込）
一般 1,000 円、学生 500 円
一般 5 枚セット券  4,000 円

島根県民会館チケットコーナー
0852-22-5556

25

1

（日）

（日）
9:00 ～17:00 展示ホール 第 18 回島根県民文化祭 硬筆アート展（11/1 15:30 まで）

▶詳しくは p7 へ 無料 島根県文化国際課文化振興室
0852-22-5878

開催日 時　間 会　場 催　事　名 料　　　　金 お問い合わせ先

10（火） 開場 17:45
開演 18:30 大ホール 劇団四季ミュージカル『コーラスライン』　▶詳しくは p2 へ SS 席 9,900 円、S 席 8,800 円

  A 席 6,600 円、B 席 4,400 円
島根県民会館チケットコーナー
0852-22-5556

16（月） 開場 18:00
開演 18:30 大ホール 松江市民劇場 11 月鑑賞会　トム・プロジェクト公演「砦」 入会金 1,000 円

月会費 2,500 円
松江市民劇場
0852-26-3094

18（水） 14:00 大ホール 令和 2 年度舞台技術研修会　▶詳しくは p7 へ 無料（要事前申込） 島根県民会館舞台振興グループ
0852-22-551019（木） 10:00

21（土） 開場 13:30
開演 14:00 大会議室 被害者支援を考える講演会　講師：岩城 順子氏 無料 島根被害者サポートセンター

0852-32-5928

22（日） 開場 14:45
開演 15:30 中ホール

しまね伝統芸能祭 クロージング公演　▶詳しくは p4 へ 一般 2,000 円
高校生以下 1,000 円

島根県民会館文化事業課
0852-22-550823（月） 開場 13:00

開演 14:00 大ホール

27
28

（金）
（土）

9:00 ～18:00 第１多目的
ホール 現代ガレ展（11/28 17:00 まで） 入場無料 トータルシステムいこい

0857-21-0055

28（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 29 回 しまね映画祭
「ようこそ、革命シネマへ」

（要事前申込）
一般 1,000 円、学生 500 円
一般 5 枚セット券  4,000 円

島根県民会館チケットコーナー
0852-22-5556

〜

〜
11/

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／
条　　件／

2021年 4月1日～2022年 3月31日に行われる文化事業
＊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。
2020年 11月9日（月）～12月11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）
他の補助金等の併用は不可。
・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！

♪詳しい助成基準についてはHPをご覧ください。

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

募 集 内 容

受 付 期 間

2020年

事業実施期間・・・2021年 4月1日～2022年 3月31日
助成決定時期・・・2021年 2月下旬

11月9日□月 ▼12月11日□金 

2021年 前期助成事業募集

お申込み・お問い合わせ

受託者

＜事務局所在地＞〒690-0887 松江市殿町128番地（東庁舎3階 文化国際課内）

TEL0852－22－5500　FAX0852－22－6412

◎ご相談を承っております。まずはお気軽にお電話を！
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」

当日消印有効前
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
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講師の成相昭吉医師(松江赤十字病院感染症科部長)

密を避け、対策を行い研修を行いました

11/

［水］

14：00開始18

劇
場
と
コ
ロ
ナ
。
そ
し
て
コ
ロ
ナ
と
私
。

〜
ア
ー
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
修
会
を
終
え
て
〜

　誰しも予測していなかったことが起きる。それは、人生においてもよく
あることだ。劇場とコロナもそうである。昨日まで思い描いていなかった
日常がいきなりやってきた。もう半年も続いている。顔に付ける様々な色
の繊維が当たり前の日常風景になった。今日もかなり暑いのにエアコンを
運転しながら窓は開いている。なんだか妙に感じる…。そんなコロナ禍と
いわれる中でも、劇場人として舞台を支えたい。それは、舞台の袖にいて
も肌で感じる感劇（感激）、感動を与えみんなの力となる舞台を早く取り
戻したい。そんな思いでいた。
　コロナ対策のために、毎日みる報道、そこから得る情報で対策を練って

いたが、これで大丈夫だといった確信はなかった。また、信じて進めていたコロナ対策が否定されたこともあった・・・
大規模空間の消毒をあきらめかけていた中、そのチャンスは急にやってくる。島根県内の市町村の文化施設も困っ
ているだろう。だから県民会館が先駆けてコロナを知る、関係者みんなでコロナを知りたい。「だれかコロナに詳
しい人を知らないかなぁ？」とスタッフと雑談している時に閃いた「ああっこれ
だ！」と思った。すぐに頭に浮かんだのが、医療学会で担当したことのあるドク
ターだった。そこから松江赤十字病院の感染症専門医を紹介してもらった。７月
22日。考えられる対策を行って研修会を実施。やっぱり専門家の話は聞くもんだ。
「マスクと手指消毒、これは必ず。あとはメリハリある対策をとっていく！」と
講演を聞き安心した。
　これで、劇場も安心して利用してもらえるように案内できる。そう思った。
ここからコロナと私の関係がはじまっていく。（S.O）

知事賞「令和」渡部勲（松江市、古木）

日 時

会 場

(10/26は県民会館休館日、11/1は15:30まで)

島根県民会館　1F展示ホール

9：00～17：0010/25［日］～11/1［日］

「映像配信について必要な
　　技術、課題、今後の展望」

◎トークセッション「コロナ禍での公共文化施設運営について」

講座情報

講師 ：（公財）びわ湖芸術文化財団 舞台技術部 部長代理　押谷 征仁 氏
講師 ：JASRAC　送信部ネットメディア課 課長　赤塩 康幸 氏

（掲載企業順不同）

紙の上に毛筆で字を書く書道ではなく、自由な発想で筆具と素材を使った書の公募展。
美しく個性あふれる作品をぜひご覧ください。

中
央
展

日 時

会 場

(11/15は16:00まで)

ゆめタウン出雲　東館2F 太陽の広場

10：00～17：0011/13［金］～11/15［日］移
動
展

第18回島根県民文化祭［特別参加展］

硬筆アート展 お問い合わせ先：島根県文化国際課文化振興室　☎ 0852-22-5878

観覧
無料

◎場　　　所：島根県民会館 大ホール　　◎参 加 費：無料（要申込み 締切：11月 10日（火））
◎申 込 方 法：電話またはE-mail にてお申し込みください。
◎お問い合せ：島根県民会館 施設利用課 舞台振興グループ　担当：泉・長谷川
　　　　　　　TEL.0852-22-5510　　E-mail:backstage@cul-shimane.jp

コロナ禍の中、新しい公演の形を考える
～感染症対策、映像配信、著作権を学ぶ～

令和２年度舞台技術研修会 コロナ禍のいま、演劇やコンサート等の文化活動が以前のようにはできなく
なっている中で注目されている映像配信。映像配信に関する技術的な問題と
知っているようで知らない著作権の研修会を開催します。
1日のみの参加も大歓迎です！　音響・照明機器展示も開催！

01

緊急事態宣言発令後、オペラの無観客公演を行うと同時に無料で
配信を行い話題となったびわ湖ホール。
そのときのホールと館長の英断、今後の映像配信の展望について
話します。

映像をインターネットで配信！そのとき何に気をつければいいのか、
誰もが安心して楽しめる映像配信を作るために著作権の取り扱いや
手続きについての講演です。

参加企業：PRG㈱、㈱タムラテコ、㈱メディアスコープ、コトブキシーティング㈱

11/

［木］

10：00開始19 「映像配信時に注意すべき
　　　　　　著作権の取り扱い」

13：00「劇場空間の感染予防対策」

7
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29年目を迎える「しまね映画祭」
今年も、9月から11月までの約3か月間、島根県内9市町
12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

ⒸNHK

Pickupピックアップ

2020.9/19［土］～11/28［土］ 

COLD WAR あの歌、2つの心
10/10［土］  島根県民会館上映作品

詳細は公式HPをチェック！
【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

しまね映画祭

冷戦期のポーランドで出会った
2人の音楽家の愛と運命を、民
族音楽・舞踏とジャズ、鮮烈なモ
ノクロ映像によって綴った極上
のラブストーリー。第71回カン
ヌ国際映画祭監督賞受賞作品。

第29回しまね映画祭　上映内容
COLD WAR あの歌、2つの心

ようこそ、革命シネマへ

花のあとさき　ムツばあさんの歩いた道

”樹木希林”を生きる

張込み

白い巨塔

花のあとさき　ムツばあさんの歩いた道

黒い画集　あるサラリーマンの証言

悪い奴ほどよく眠る

いざなぎ暮れた。

花のあとさき　ムツばあさんの歩いた道

日日是好日

花のあとさき　ムツばあさんの歩いた道

駅までの道をおしえて

花のあとさき　ムツばあさんの歩いた道

この世界の（さらにいくつもの）片隅に

花のあとさき　ムツばあさんの歩いた道

赤い荒野

伊豆の踊子

Wの悲劇

時をかける少女

ぼくらの七日間戦争

映画かいけつゾロリ  まもるぜ！ きょうりゅうのたまご

花のあとさき　ムツばあさんの歩いた道

グリーンブック（吹替版）

グリーンブック（字幕スーパー版）

この世界の（さらにいくつもの）片隅に

花のあとさき　ムツばあさんの歩いた道

花のあとさき　ムツばあさんの歩いた道

日日是好日

花のあとさき　ムツばあさんの歩いた道

花のあとさき　ムツばあさんの歩いた道

ソング・オブ・ザ・シー 海のうた（吹替版）

エノケンの頑張り戦術

大当り三色娘

ニッポン無責任時代

君も出世ができる

パラサイト　半地下の家族　【PG-12】

花のあとさき　ムツばあさんの歩いた道

花のあとさき　ムツばあさんの歩いた道

10/10（土）

11/28（土）

9/19（土）

10/3（土）

10/17（土）

10/18（日）

　

10/25（日）

9/21（月・祝）

9/22（火・祝）

11/7（土）

11/21（土）

11/22（日）

11/3（火・祝）

11/8（日）
　

11/21（土）
　

11/22（日）

10/21（水）

10/22（木）
　

10/25（日）

11/20（金）

11/21（土）

島根県民会館
0852-22-5556

松
江
市

雲
南
市

川
本
町

益
田
市

安
来
市

大
田
市

美
郷
町

江
津
市

浜
田
市

松江テルサ
0852-31-5550

メテオプラザ
0852-72-3939

安来市
総合文化ホール
アルテピア
0854-21-0101

雲南市
加茂文化ホール
ラメール
チェリヴァホール
0854-42-1155

大田市民会館
0854-82-0938

悠邑ふるさと会館
0855-72-0001

みさと館
美郷町教育委員会
0855-75-1217

江津市
総合市民センター
0855-52-2155

弥栄会館＊

石央文化ホール
0855-22-2100
＊弥栄会館の問合せも
　こちらへ

島根県
芸術文化センター
「グラントワ」
0856-31-1860

（2018年/ポーランド、イギリス、フランス/88分）

参加全市町で上映するテーマ映画は、『花のあとさき ムツばあさ
んの歩いた道』です。
秩父の山深い村に暮らす小林ムツさん。まるで終わり支度をする
かのように「長い間お世話になった畑が荒れ果てていくのは申し
訳ない。せめて花を咲かせて山に還したい・・・」との想いで、
山あいの段々畑に、1万本以上の花を植え続けた夫婦と小さな村
の物語です。
18年にわたりNHKが記録した人気ドキュメンタリーシリーズが
待望の映画化となりました。ムツさんの歩いた道を、美しい山里
の四季とともにたどります。

島根県大田市出身のピアニスト巨勢典子さんがピアノを担当され
ています。

（2020年／日本／112分）

10:00

12:30

15:30

10:00

12:00

15:00

10:30

13:30

10:00

14:00

10:00

14:00
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14:00
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13:30
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18:30

10:00

13:30

16:00

19:00

13:30

10:00

13:30

13:30
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14:00

13:00

15:15

13:00

15:30

①14:00
②18:30
①14:00
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①10:00
②14:00

①9:30
②19:00

①10:00
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②15:00

①10:00
②14:00


