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※写真はすべてこれまでの公演より
撮影：荒井健



「舞台を通して生きる喜びをお客様にお伝えしたい」という理念のもと、
2021年に創立68周年を迎える劇団四季。
今年1月に開幕した『劇団四季The Bridge～歌の架け橋～』は、
かつて誰も経験したことのない、
この困難な時代をのりきる活力と、明日への架け橋になりたいという
強い思いをこめて創られたオリジナル新作ショウです。
お客様と劇団と時代の「これまで」と「これから」を、
珠玉の劇団四季ナンバーとともに華やかにつむぎだし、
劇団四季が持てる力のすべてをつくして、
歌って踊って語る圧巻のエンターテインメント。
伝統と革新、東西文化の融合、日本演劇の新たな地点をめざす、
希望にあふれた新作ショウをぜひお見逃しなく。

［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］

※写真はすべてこれまでの公演より
撮影：荒井健

8/30［月］
●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

※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、
　島根県民会館へお問い合わせください。
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～劇団四季の「舞台への祈り」を
　　 名曲にのせて贈る華やかな新作ショウ～

劇団四季The Bridge 
～歌の架け橋～

島根県民会館 シマチケメンバーズ

7/11［日］
※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　●［シマチケ］WEB会員先行

［シマチケ］WEB会員 ： 入会／会費無料

先行予約あり

7/31［土］
チケット一般発売
先行予約あり

劇団四季のレパートリーより、
おなじみの海外ミュージカルから

オリジナル／ファミリーミュージカルのナンバーまで、
名曲の数々を再構成。
多彩なダンスはもちろん、

ストレートプレイの台詞朗誦も交えて
お届けします！

90分ノンストップで駆け抜ける新作ショウ!!
"舞台に捧げる祈り"が込められた7つの場面で構成され、

さまざまなテーマにあわせ彩られます。
心躍る華やかなエンターテインメントに

ご期待ください!

〈使用予定ナンバー〉
『ライオンキング』より ♪サークル･オブ･ライフ

『エビータ』より ♪ブエノスアイレス
『美女と野獣』より ♪人間に戻りたい　ほか
※曲順不同、一部のみ。 ナンバーは急遽変更になる場合がございます。
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★ ダンスを音声で楽しむ?!　音声ガイド解説 ★

みえないみえにくい人と田畑真希氏が出会って2016年に

はじまったダンスプロジェクト。

昨年初めて映像制作したダンス映像作品短編集「或る椅子

の、つぶやき」はYouTubeで好評公開中！今回の公演では

舞台空間に映し出した映像作品と障がいのあるなしに関わら

ない生身のダンサーやミュージシャンが交わり生まれる新たな

表現に挑戦します。

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）

■ チケット予約 ： 6/1（火）10：00～ 受付開始

ダンス公演の情報を更新！
インクルーシブシアター・プロジェクト

【Webサイト】　 【Facebook】　

映像×ダンス公演
『或る椅子の、つぶやき』

インクルーシブシアター・プロジェクト

視覚情報を音声にかえて解説する鑑賞オプション「音声ガイド解説」
をご利用いただけます。
ご希望の方は当日受付にてイヤホン式 FMラジオを貸出いたします
（数に限りがございます）。

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。

Pick  Up  E v e n tイベント情報

掲載内容は2021年5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）

振付・演出：田畑真希

出演：田畑真希／中村理／安岡あこ／ビヨン・ド・タバニー 

映像：吾郷克彰

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）、島根県民会館音声ガイド解説チーム

※この公演は2021年1月24日に予定していた新型コロナウイルス感染症拡大の
　影響を受け中止となった公演の振替公演です。

7/3［土］
●会場／島根県民会館 大ホール
●料金／全席自由・税込・当日払い

一般1,000円、18歳以下・介助者500円
未就学児無料

18：00開演
（17：30開場）

▼障がい者介助割引あり

音声ガイド解説、移動支援が必要な方の障がい者介助割引、自由席、
車椅子での鑑賞スペース、受付での筆談対応など。　
※必要なサポートがあればご相談ください。

▼鑑賞サポート

さらに
『或る椅子の、つぶやき』を

詳しく

ダンス映像作品短編集
「或る椅子の、つぶやき」公開中！

島根県民会館ホームページの申込フォームまたは島根県民会館チケットコーナー(窓口、電話)にてお申込ください。
入場料金はご来場の際、受付でお支払いください。
島根県民会館チケットコーナー TEL.0852-22-5556　

予約
方法

過去の公演より

申込フォームは　
こちらから▶
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燃ゆる女の肖像

S i n c e 1 9 7 2
島根県民会館

18世紀、フランス、ブルターニュの孤島。望まぬ結婚を控える貴族の娘エロイーズと、
彼女の肖像を描く女性画家マリアンヌ。キャンバスを挟んで見つめ合い、美しい島を共に
散策し、音楽や文学について語り合ううちに、恋におちる二人。肖像画はあと一筆で完成
となるが、それは別れを意味していた。結ばれるはずのない運命の下、10日間の恋が
永遠に燃え上がる―。第72回カンヌ国際映画祭で脚本賞＆クィア・パルム賞受賞。

（2019年/フランス/122分/PG12）

あまりに激しく圧倒的な愛に心震える、映画史に残る愛の物語

©Lilies Films.

監督：セリーヌ・シアマ 
出演：ノエミ・メルラン
　　　アデル・エネル 
　　　　　　　　　　ほか

6/12［土］ 14：00／18:30

コントラ KONTORA

父親と二人暮らしをする高校生のソラは、急死した祖父が第二次大戦時の日記に記し
た宝の存在に気付き、密かに宝探しを始める。時を同じくして、ソラの住む町に、無言で
後ろ歩きを続けるホームレスの男が現れる。ソラの身に起こった二つの事象。それは果
たして何かの啓示なのか？インド出身、日本在住のアンシュル・チョウハン監督が、日本
の田舎町を舞台にモノクロ映像で描くファンタジックな人間ドラマ。

（2019年/日本/143分/PG12）

異邦の異才が描き出す、異彩の映像世界
監督： アンシュル・チョウハン
出演：円井わん
　　　間瀬英正　ほか

7/10［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

※2021年6月より座席の使用制限を解除し、100％収容（510席）として上映します。
※事前申込または当日窓口にて来場者氏名・連絡先をお伺いしております。
　事前申込方法・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。

6月「燃ゆる女の肖像」の
ページはこちら↓↓↓

7月「コントラ KONTORA」の
ページはこちら↓↓↓

公演情報

© 2020 KOWATANDA FILMS.
 ALL RIGHTS RESERVED

定　員 510人(事前申込受付中)

　1992年に誕生した『しまね映画祭』は今年で30周年を迎
えます。最盛期には県内で30館を超えた映画館が6カ所に減っ
たころ、「大型スクリーンで映画の魅力を再発見してほしい」
との思いでしまね映画祭は始まりました。これまでに、市町ホー
ルを中心に県内全域で延べ1282作品を上映し、35万人を超
える方にご来場頂いています。本当にありがとうございます。
　そして、映画の製作体験ワークショップとして2003年から
開催している『しまね映画塾』。昨年度末に、『しまね映画塾

第25回PAC大賞〈特別賞〉を受賞しました！
『しまね映画塾2019in 隠岐の島町』製作作品が

報 告

しまね映画祭の　
HPはこちらから→

　しまね映画祭　
　Facebookは　
←こちらから

「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。

最新情報随時更新中！

≪秋はしまねで！今年も一緒に映画を楽しみませんか？≫

2019 in 隠岐の島町』製作作品が中海テレビ放送さんの
第25回 PAC 大賞〈特別賞〉を頂きました。塾生の皆さんお
めでとうございます！ しまね映画祭 YouTube チャンネルでは
過去のしまね映画塾製作作品を公開していますので、ぜひ
チェックしてみてください♪
　第30回しまね映画祭について最新情報は、しまね映画祭
Facebook でお知らせしていきますので、ぜひページへの
“いいね！”をよろしくお願いします！

『しまね映画塾2019 in 隠岐の島町』集合写真

いただいたトロフィー★
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掲載内容は2021年5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14：00（開場13：00）7/11［日］ 

●会場／大社文化プレイスうらら館　
●料金／【全席自由】2,000　※限定300席、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.14

開演14：00（開場13：00）7/11［日］ 

●会場／アスパル　●料金／【全席自由】4,000（当日500増） 
●問合せ／コスモス音楽企画 TEL.090-8801-0498

二人のコンサート（あさみちゆき・出雲光一）

S 県内イベント情報

下野竜也（指揮）

開演1４：00
（開場13：30）6/27［日］ 

●会場／プラバホール 
●料金／【全席指定】
　〈前売〉一般3,300、学生1,500
　〈当日〉一般3,800、学生1,800
　※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

広島交響楽団 
第28回島根定期演奏会

開演13：30（開場13：00）6/27［日］ 

●会場／グラントワ 
●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

益田糸操り人形 グラントワ定期公演

7/21［水］ 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 

谷村新司コンサートツアー2020-2021 
「谷村文学選 ～グレイス～」

7/24［土］ 開演14：00（開場13：20）

●会場／出雲市民会館
●料金／【全席自由】一般1,800、ユース1,000（当日各200増）
　　　　ペア3,000（前売のみ）
●問合せ／出雲芸術アカデミー・出雲フィルハーモニー事務局 
　　　　　TEL.0853-21-6371

出雲市民会館開館40周年記念事業　
出雲フィルハーモニー交響楽団　
第24回定期演奏会

7/25［日］ 開演14：30（開場14：00）

●会場／アルテピア
●料金／【全席自由（整理番号順入場）】5,000（当日500増）
　　　　※3歳未満入場不可、未就学児童は保護者膝上鑑賞可
　　　　　（座席が必要な場合は有料）
●問合せ／アルテピア TEL.0854-21-0101

柏木広樹＆光田健一“二人旅”アルバム
『MAJESTIC』リリース記念ツアー2021

6/19［土］ 開演14：00（開場13：15）

●会場／出雲市民会館 
●料金／【全席自由】〈前売〉一般1,500、高校生以下800
　　　　〈当日〉一般1,800、高校生以下1,000　
　　　　※3歳以下は保護者1人につき1人まで膝上鑑賞無料
　　　　  （座席が必要な場合は有料）
●問合せ／出雲市芸術文化振興財団 TEL.0853-21-7580

出雲市民会館開館40周年記念事業　
人形劇団クラルテ「11ぴきのねことぶた」　

6/20［日］ 開演1４：00（開場13：30）

●会場／グラントワ  
●料金／【当日座席指定】一般2,500、高校生以下1,500（当日各500増）
　　　　※3歳以下膝上鑑賞無料（座席が必要な場合は有料）
●問合せ／グラントワ  TEL.0856-31-1860

益田おやこ劇場presentsロバの音楽座
「わいてくるくる　おんがっかい」

6/20［日］ 開演16：30（開場16：00）

●会場／アルテピア  
●料金／【全席指定】5,500　※未就学児入場不可
●問合せ／キャンディープロモーション  TEL.086-221-8151

［振替公演］
coba solo tour 2020 The Accordion

6/27［日］ 
①開演11：00（開場10：30） 
②開演14：30（開場14：00）

●会場／出雲市民会館
●料金／【全席指定】3,000（当日200増）　
　　　　※3歳以上有料。2歳以下は保護者1人につき1人まで膝上鑑賞無料
　　　　　（座席が必要な場合は有料）
●問合せ／日本海テレビ TEL.0857-27-2136

それいけ！アンパンマンミュ～ジカル　
勇気の花に歌おう♪

6/24［木］ 開演19：00（開場18：30）

●会場／大田市民会館
●料金／【全席指定】4,000　※限定500席、未就学児入場不可
●問合せ／大田市民会館 TEL.0854-82-0938

三遊亭円楽独演会
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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…①

～ちょこっとガイド～

プロムナード
ギャラリー

～プロムナードギャラリー展示案内～
5/31［月］～6/13［日］

1Ｆロビーの「プロムナードギャラリー」は、個人やグループの作品展示
などに無料でお使いいただける掲示スペースです。

6月の「島根県男女共同参画推進月間」に合わせ、
“男女共同参画”についての関心と理解を深めるた
めのポスターやパネルの展示

令和元年度の展示では、『家事川柳』入
賞者作品〈定年後 父が奏でる 炊・掃・楽〉・
〈「手伝うよ」 上から目線と いつ気づく？〉
など、ロビーを歩きながら眺めて、くすっ
と笑える川柳も沢山ありました。
※今回は『家事川柳』の展示はありません。

来館された方の目に自然に触れる「プロムナードギャラリー」
皆さまの作品の展示などにご活用ください♪

来館された方の目に自然に触れる「プロムナードギャラリー」
皆さまの作品の展示などにご活用ください♪

■申込方法：空き状況を確認の上、申請書を提出　
■貸出期間：原則２週間以内（準備・撤去も含む）　■壁面サイズ：1.55ｍ×2.7ｍ×6面

6

※ 2021 年 5 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

6（日）
開演 13:00 大ホール ステージテクニカルアカデミー 2021

舞台スタッフ研修会 1,000 円 島根県民会館舞台振興グループ
0852-22-5510

開場   8:30
開演   9:10 中ホール 令和３年度　地区吟士権大会 出場者のみ 清吟堂 吟遊会松江ブロック

0852-25-9407

12（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「燃ゆる女の肖像」（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

20（日） 開場 11:30
開演 12:00 大ホール 第 12 回箏曲宮城会中国支部演奏会 2,500 円 木次

090-5264-3946

開催日 時　間 会　場 催　事　名 料　　　　金 お問い合わせ先

3（土） 開場 17:30
開演 18:00 大ホール インクルーシブシアター・プロジェクト

映像×ダンス公演『或る椅子の、つぶやき』　
一般 1,000 円
18 歳以下・介助者 500 円

島根県民会館チケットコーナー
0852-22-5556

4（日） 開場 13:30
開演 14:00 中ホール 第 1 回 瀧川鯉昇独演会 一般3,000円、高校生以下1,500円

（当日各 500 円増）
山陰落語の会（タテオカ）
090-7597-5584

10（土）

①開場 10:00
　開演 11:00
②開場 13:00
　開演 14:00

大ホール サンリオファミリーミュージカル 
「ピューロマスケティア～ 3 人のやさしい銃士たち～」 3,000 円 TSK さんいん中央テレビ事業部 

0852-20-8888

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「コントラ KONTORA」（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

開場 15:45
開演 16:00

多目的
ホール

第 34 回地域子どもフェスティバル
「たっちゃんの紙芝居ザ・ベスト」　 有料（要問合せ） おやこ劇場松江センター

0852-22-4937

13（火） 開場 18:30
開演 19:00 大ホール 東京演劇アンサンブル公演『消えた海賊』 会員制 松江市民劇場

0852-26-3094

16（金） 開場 18:30
開演 19:00 中ホール 春風亭一之輔独演会 〈前売〉3,800 円

〈当日〉4,300 円
立川企画
03-6452-5901

17
・18

（土）
（日）

10:00
～

17:00
多目的
ホール 第 13 回 模型の会「轍」　作品展示会 入場無料 模型の会「轍」

090-4576-3496

29
～

8/1

（木）

（日）
第 1多目的

ホール
西陣美術織　若冲　動植綵絵展

〈7/29～31〉10:00～17：00 〈8/1〉10:00～16：00 入場無料 西陣美術織全国巡回展実行委員会
072-808-2223

30
～

8/1

（金）

（日）
展示ホール 美術品展示会

〈7/30〉14：00～19：00 〈7/31・8/1〉10：00～19：00 入場無料 佐藤美術店
0852-24-0597

6月

7月

June

July



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…①

～ちょこっとガイド～

プロムナード
ギャラリー

～プロムナードギャラリー展示案内～
5/31［月］～6/13［日］

1Ｆロビーの「プロムナードギャラリー」は、個人やグループの作品展示
などに無料でお使いいただける掲示スペースです。

6月の「島根県男女共同参画推進月間」に合わせ、
“男女共同参画”についての関心と理解を深めるた
めのポスターやパネルの展示

令和元年度の展示では、『家事川柳』入
賞者作品〈定年後 父が奏でる 炊・掃・楽〉・
〈「手伝うよ」 上から目線と いつ気づく？〉
など、ロビーを歩きながら眺めて、くすっ
と笑える川柳も沢山ありました。
※今回は『家事川柳』の展示はありません。

来館された方の目に自然に触れる「プロムナードギャラリー」
皆さまの作品の展示などにご活用ください♪

来館された方の目に自然に触れる「プロムナードギャラリー」
皆さまの作品の展示などにご活用ください♪

■申込方法：空き状況を確認の上、申請書を提出　
■貸出期間：原則２週間以内（準備・撤去も含む）　■壁面サイズ：1.55ｍ×2.7ｍ×6面
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C
O
LU
M
N

創刊から４号までの「シマカル」

編
集
さ
ん
の
日
々

　締め切り過ぎてもコラムが書けない…！締切に合わせてコラムを書いた過去の担当者さん、本当にありがとうご
ざいます。追い詰められないと何にもできない性分なので、いま慌てて書いています。ＰＣの文字を消したりさら
に打ち直したり、（自分で）指定した文字数や題材を書ききれる自信がない。どうしよう。ちなみに「800字以内で、
シマカルの編集について書く」ということを課しています。追い詰められて相当時間が経過していますがまだ
200字、編集について一文も書いていません。どうしよう。
　今回の発行で「シマカル」はめでたく５号めを数えることになりますが、創刊したのは昨年９月。新型コロナウ
イルス感染症がちょっと落ち着いたかなと当時は思っていたころでした。表紙は劇団四季の「コーラスライン」（今
回の表紙も劇団四季です。公演詳細は２ページをご覧ください）。ホールにお客さんが戻ってくる！と久しぶりの
公演情報、編集作業がものすごくうれしかったのですが、前回の広報誌編集から時間があいてしまい、編集作業に
時間がかかり、多方面の方々をやきもきさせてしまいました。無事に納品されたときは何よりも安堵の気持ちが大
きかった…。それから奇数月の 20 日に発行を重ねてい
ます。その間、第３波や変異株におびえたり、おびえ
ているばかりでもしょうがないので「シマカル」紙面
では感染症対策を講じて開催する公演の紹介、ホール
まで来れなかった方のために公演の報告を載せていま
す。近い将来ホールに行く日を心待ちに思ってもらえ
るといいな、と思いながら編集しています。また、「シ
マカル」は創刊から最新のものまで、島根県民会館の
ホームページで公開していますので、お時間があれば
覗いていただけると大変喜びます。（T･H）

　2021年 3月7日、島根県民会館で“じゆう劇場”初の島根公演が開催されました。
鳥取市鹿野町に活動拠点をおく「鳥の劇場」プロデュースのもと 2013 年に活動を
開始した“じゆう劇場”は、障がいのある人とない人がいっしょに演劇の舞台を作る
プロジェクトです。「日常生活では隠れがちなそれぞれの豊かな可能性を発見し、
その素晴らしさを観客と分かち合う」ことを目指して、鹿野町で作品創作し日本各地
や海外で上演をしています。
　本作品は、シェイクスピアの「マクベス」から脱線してオリジナルの短編戯曲「配役」へ。
強烈で魅力的な個性の出演者とその経験に基づく生の言葉の迫力に、観客は我を
忘れて舞台に夢中になりました。人間の滑稽さ、欲、生きていく強さや悲しさをリア
ルに突き付けられてなお、魂を静かに揺さぶられるような感動の劇場体験でした。

じゆう劇場「マクベスからさまよい出たもの2020」

05

報 告

メールの件名に「作詞ワークショップ参加希望」、本文に①名前（フリガ
ナも）、②住所、③電話番号、④メールアドレスを記入してください。
参加の可否をメールにてお知らせいたしますので、右記メールが受信で
きるよう設定ください。申込後、締切が過ぎても返信がない場合は、
お手数ですが、島根県民会館までご連絡ください。

第1回 7月16日（金）

7月30日（金）

8月   6日（金）

8月25日（水）

9月15日（水）

歌うことばとは① まりこの場合

歌うことばとは② あなたの好きな歌

作ってみよう① テーマを決めて

作ってみよう② 自由なテーマで

発表

◎定　員：15人　
◎受講料：各回1,500円（税込・ドリンク付　協力：IMAGINE.COFFEE）
◎会　場：島根県民会館307会議室
◎申込方法：メールにてお申し込みください。

◎募集期間：5/20（木）～6月末日（先着順）　
　※定員になり次第締め切ります。
　※本ワークショップは全５回すべてご参加いただける方を
　　対象としています。受講料は各回受付でお支払いください。
　※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じ実施いたします。
◎申込・お問い合せ：
　島根県民会館文化事業課（担当：門脇）
　TEL.0852-22-5502　
　メールアドレス：shimane-bunka＠cul-shimane.jp

◎日程：全5回　◎時間：各回19：00～ 21：00 

「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！？

島根県民会館舞台芸術アカデミー2021

まりことつくる
「歌うことば」 作詞ワークショップ
シンガーソングライターの浜田真理子さんを講師に迎え、歌の
ことばをつくる作詞ワークショップを開催します。真理子さん
の歌のことばはどのように生まれているのでしょう。作詞のコ
ツなどを聞きながら、参加者それぞれが内なる「ことば」を探り、
歌うことばをつくります。はじめての方も大歓迎。

第2回

第3回

第4回

第5回
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2021 年 5月20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 7月20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.5 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5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。

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。

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〉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

7/16［金］ 開演19：00（開場18：30）

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）

『劇団四季
  The Bridge ～歌の架け橋～』
▶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9,900、A席7,700、B席5,500
　C席3,300、3歳以上有料、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

8/30［月］ 開演18：30（開場17：45）

TICKET  IN FORMAT ION
チケット情報

サンリオファミリーミュージカル ピューロマスケティア 
～3人のやさしい銃士たち～
●会場／島根県民会館 大ホール 
●料金／【全席指定】3,000（3歳以上有料。2歳以下は保護者1人につ
き1人膝上鑑賞無料。但し、座席が必要な場合は有料） 
●問合せ／TSKさんいん中央テレビ TEL.0852-20-8888

7/10［土］ 
①開演11:00（開場10:00） ②開演14:00（開場13:00）

第一回 瀧川鯉昇独演会
●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

7/4［日］ 開演14：00（開場13：30）

NHK交響楽団メンバーによる木管五重奏団
●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

5/30［日］ 開演14：00（開場13：30）

映像×ダンス公演
『或る椅子の、つぶやき』 ▶詳しくはp3へ
●会場／島根県民会館 大ホール 
●料金／【全席自由・当日払い】一般1,000
　18歳以下･介助者500、未就学児無料
●問合せ／島根県民会館チケットコーナー
　TEL.0852-22-5556

7/3［土］ 開演18:00(開場 17:30） 7/31
発売

島根県民会館 名画劇場
●会場／島根県民会館 中ホール 
●料金／【全席自由】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

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➡

6/1
予約開始
6/1
予約開始

過去の公演より

7月16日（金）
常に“新しさ”を求め進化する新日本フィル
クラシック界を名実ともに牽引してきた
大友直人と清水和音が魅せる音の深奥

開場 18:00　
開演 19:00

会場／米子市公会堂 大ホール

主催／（公財）鳥取県文化振興財団　 共催／（一財）米子市文化財団　 お問い合わせ／アルテプラザ[米子駅前ショッピングセンター４階(イオン米子駅前店4階）] ℡（0859）38－5127

料金｜全席指定（税込） S席：7,000円／U18：2,000円
          　　　　　　Ａ席：5,000円／U18：1,500円
※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。（無料託児サービスあり）
※U18：公演当日に18歳以下の方。入場時に年齢の確認ができる身分証等の提示が必要です。

新日本フィルハーモニー交響楽団
©K.Miura

ピアノ：清水和音　
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指揮：大友直人　
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チケット取扱い
アルテプラザ／米子市公会堂／米子市文化ホール／倉吉未来中心／とりぎん文化会館
島根県民会館、WEBチケとっとり（鳥取県文化振興財団インターネット・チケットサービス）
ローソンチケット［Lコード：62506 ※座席指定不可］


