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アリス コンサートツアー 2013
～It's a Time～

演劇公演 『隠岐騒動』

映画塾ガイダンス in 益田

第１回「舞台基礎講座」

～錦織良成監督のシナリオ講座＆
　　　ショートムービー撮影体験～

平成25年度舞台スタッフ研修会

第22回しまね映画祭 プレイベント

島根県民会館開館45周年記念事業 島根県民会館開館45周年記念事業

作･演出／岡部耕大

11年目の開催地は益田に決定！

島根県民会館 大ホール

島根県民会館 中ホール

ジャストホール（益田市遠田町2179-1）

時 開場17:00／開演17:30
￥ 全席指定・立見　
　 〈前売〉8,400円  ※未就学児入場不可

時 開場14:30／開演15:00
￥ 全席指定　4,000円、学生券2,000円（座席当日指定）

※未就学児入場不可

時 10:00～17:30（受付は30分前から）
￥ 一般500円、高校生以下200円　※当日会場へお持ち下さい

時 13：30～15：30（受付13:00～）
　 ※参加者は高校生以上に限ります。
￥ 年間保険料として800円

【申込締切】5月15日（水）

谷村新司、堀内孝雄、矢沢透による「アリス」が活動を再開し、47
都道府県を回るコンサートツアーを開催！ 1つのツアーで全国を
まわるのはアリス初の試み。「東日本大震災以降、何が大切か考え

た。60歳 を 超 え
た今、何が大切か
と い う メ ッ セ ー
ジ を 歌 に ち り ば
めていきたい」と
い う メ ン バ ー の
言葉からも、今回
の ツ ア ー に 対 す
る 意 気 込 み が う
かがえる。

幕末の変革期に起こった
隠岐島民と松江藩の抗争 

「隠岐騒動」 初の舞台化！
独立を企て、自治国家を夢
見た若者たちの熱き闘い
の歴史がいま語られる…。

映画を撮ってみたい、映画に出てみたい…そんな夢をかなえる映画
製作ワークショップ「しまね映画塾」を益田市で開催。
映画監督・錦織良成塾長のもと、シナリオを書いたり、スタッフや
キャストとなって短編映画を作ってみませんか。カメラを触ったこ
とがなくても演技をしたことがなくても問題なし。
まずは、お試しプレ講座「映画塾ガイダンス」で
映画塾を一日体験してみよう！

舞台、照明、音響など舞台の裏方
スタッフについて学ぶ研修会で
す。1回目は舞台についてこれ
だけは知っておきたい基礎知識
編です。

7/2 火 9/8 日

6/16 日

5/19 日

【申込方法】 参加者氏名、年齢、住所、ご連絡先を下記の
　　　　    いずれかの方法でご連絡ください。
　　　　    ① TEL 0856-22-0088
　　　　    ② FAX 0856-23-4343
　　　　    ③ E-mail:info@masudacci.jp

《お願い》
※ビデオカメラをお持ちの方は撮影体験で使用しますので、是非持って来て下さい。
　その際、モニター接続ケーブル・記録メディアなどの付属品も併せてご持参ください。

問しまね映画塾益田事務局（益田商工会議所内）　TEL 0856-22-0088

問 申込み：島根県民会館舞台技術振興課
　　　　  （田尻）　℡0852-22-5510

問 夢番地（岡山）
 　℡086-231-3531

JR松江駅より徒歩20分、バス：松江しんじ湖
温泉行（約10分）「県民会館前」下車

松江市殿町158

島根県民会館会場案内

武家屋敷

松江城

旧・博物館

松江市役所

JR松江駅

宍道湖大橋

新大橋

総合体育館

くにびきメッセ

くにびき
大橋

宍道湖 県立美術館

松江
大橋

県庁

松江しんじ湖
温泉

ココ!!

9

市民学習センター
益田市役所

図書館
郵便局

マクドナルド

トヨタ

JR益田駅

GS

ココ!!
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JR益田駅より徒歩15分
益田市有明町５－１５

グラントワ会場案内

映画を撮ってみたい、映画に出てみたい人、大募集 ! !

6/30 日

チケット
発売開始

友の会先行予約あり

託児あり
要予約
9/1 締切

もうひとつの明治維新―山陰の幕末史がここにある！

世界の列強が日本を脅かしていた幕末、日本海の離島 隠岐島（おきのしま）
で「文武館」という学校をつくる運動が起きる。中央集権化を図る政府に対
し、隠岐の島民が自ら文武を学び郷土を護ろうとするその運動は幕府役人
との対立を生み、尊皇攘夷派の隠岐の青年たちが島民三千余人を集めて蜂
起。圧政の松江藩を追放し、パリ・コミューンより３年早い1868年春、
世界にもまれな人民の手による自治国家（共和国）を樹立させる。しかし、
その自治国家は81日後、幕府軍の逆襲によって14名の命とともに潰えた。

あらすじ

5/25 土

チケット
発売開始

友の会先行予約あり

託児あり
要予約

6/25 締切

島根県民会館 中ホール

島根県民会館

チケットコーナー
（旧 しまね文化情報コーナー）

℡0852・22・5556

問

イベント情報開館
45周年
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（財）煎茶道　三癸亭賣茶流益田支部・
益田市文化協会茶道部　裏千家

表千家同好会益田地区・上田宗箇流益田支部

川畠成道＆寺嶋陸也リサイタル

益田糸操り人形グラントワ公演

島根県立石見美術館 展示室 D・A

スサノオ、人麻呂、後鳥羽院―
和歌の国しまねで愛でる、日本の美

「島根県無形文化財 益田糸操り人形保持者会」
第25回山陰信販地域文化賞受賞！

展示室入口で百人一首の札をひき、あたりが出たら
オリジナルグッズをプレゼント。
会期中毎日、来場者全員にご参加いただけます。

島根県芸術文化センター「グラントワ」大ホール

島根県芸術文化センター
「グラントワ」小ホール

時 10:00〜18:30　
￥ 一般1,000円、大学生600円、高校生以下無料 ※企画展のみの料金　

休 火曜日（但し4/30は開館）

時 開場14:30／開演15:00
￥ グラントワホール友の会（共通会員含む）ご本人無料（要整理券）
　※会員以外の方は、この機会にご入会ください。　※未就学児入場不可
　※5/3（金・祝）からグラントワ総合カウンターにて整理券（全席指定）と交換

時 開場13:00／開演13:30
￥ 無料

時 各日10:00〜15:00　￥ 1席300円

和歌の祖とされる
出雲のスサノオノ
ミコト、歌の聖とし
て崇拝された石見
の柿本人麻呂、そし
て歌人としても名
高い、隠岐に流され
た後鳥羽院。
和歌の歴史上重要
な人物とゆかりの
深い「和歌の国」島
根に、鎌倉時代から
現代にかけての和
歌にちなんだ絵画、
浮世絵、カルタなど
72点が集います。

1997年英国王立音楽院を首席で卒業し、現在世界で活躍中
の川畠成道さんと、名ピアニスト寺嶋陸也さんによる至高
のリサイタル！

昨年、徳島県で開催された国民文化祭に出演し、全国からます
ます注目を集める「益田糸操り人形」。終演後は実際に人形を
操ることができる体験コーナーもあります。益田が誇る伝統
芸能をご堪能ください。

開催中〜6/3 月

7/15 月 祝

5/26 日

5/4 土 祝

5/5 日 祝

▲鳥取県指定保護文化財　
　狩野探幽《三十六歌仙額　小野小町》
　鳥取東照宮（鳥取県立博物館寄託）

＊寿三番叟
＊加賀見山旧錦絵　長局の段、奥庭の段
＊傾城阿波の鳴門　巡礼歌の段
＊山本一流獅子の一曲

託児あり
要予約

JR松江駅より徒歩20分、バス：松江しんじ湖
温泉行（約10分）「県民会館前」下車

松江市殿町158

島根県民会館会場案内

武家屋敷

松江城

博物館

松江市役所

JR松江駅

宍道湖大橋

新大橋

総合体育館

くにびきメッセ
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JR益田駅より徒歩15分
益田市有明町５－１５

グラントワ会場案内

演　目

祝

プレゼント
企　画

和歌と美術 企画展
歌のたのしみ、絵のよろこび

グラントワ大茶会
大型連休特別企画
企画展「和歌と美術」連携イベント

グラントワホール友の会（共通会員含む）
招待コンサート

グラントワでは初とな
る益田市内で活動して
いるお茶の流派を集め
たグラントワ大茶会を
開催します。中庭広場
で、心地よい太陽と清
らかな風にあたりなが
ら、ゆっくりとした時
間を過ごす、スローラ
イフイベントです。
※その他イベントあり

5/4　   ・5/5土 日祝 祝

島根県芸術文化センター 「グラントワ」 
中庭広場（雨天の場合：大ホール ホワイエ）

川畠成道 寺嶋陸也

チケプレ

ペア 2 組様

グラントワ
イベント情報

島根県芸術文化センター「グラントワ」
℡0856・31・1860

問
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お す す め イ ベ
ン ト

　― 聞こえます、文化の詩 ―

雲南市木次経済文化会館は、木次町のシ
ンボルである“桜（Cherry）”、そして神話

「八岐大蛇」伝説の舞台となった“斐伊川
（River）”から愛称を「チェリヴァホール」
と名付けられました。演劇やイベントの
開催を通して、訪れたお客様の心が“さく
ら色”になるような、心豊かな人づくりを
目指します。さぁ、あなたも文化の薫る
まち「きすき」へ…来てみませんか？

雲南市木次経済文化会館

チェリヴァホール
問雲南市木次町里方55
℡0854-42-1155

あなただけの“匠”に出逢えるまち

文化に溢れる木次町には、音楽や演劇だけ
じゃなく、民芸や手仕事など、匠の技が今も息
づいています。今回はちょっとだけ、匠たち
の世界を覗いてみましょう。

雲南市周辺の匠たちを紡ぐイベントがやってきます。
お気に入りの音楽を聴きながら、ゆったりドライブ…。
あなただけのとっておきを探しに出かけよう♪

Facebookページはこちら→ http://www.facebook.com//MeikouTanboo
あなたの“いいね！”お待ちしています

行
っ
て
み
よ
う
よ
！

9/14 土

〜15 日

配布中のフリーペーパー。昨年は
20以上の匠たちが参加しました。

島根の文化施設と
街案内

メロディの

小さな旅

今回は… 雲南市木次町の
チェリヴァホール！

「名工探訪スタンプラリー」が今秋開催

Zero Project 音楽舞台劇

絵と音と舞のコンサート

「クシナダとスサノオ
 ～出雲に生まれし愛の国～」

太鼓芸能集団 鼓童 交流公演 
in 川本町

出雲に捧ぐ

出雲大社 「平成の大遷宮」奉祝事業

川本劇場連携事業

出雲大社 「平成の大遷宮」 奉祝奉納公演

5/12 日

5/31 金

悠邑ふるさと会館

出雲大社 東神苑 特設ステージ

時 開場13：30／開演14：00
￥ 全席指定　一般2,500円
　　　　　　 学生1,000円（小学生～高校生）
　 ※前売・当日同料金
　 ※未就学のお子様のご入場不可

時 開場18：00／開演18：30　￥ 全席指定　Ｓ席7,000円、Ａ席5,000円、Ｂ席3,000円

問 悠邑ふるさと会館　℡0855-72-0001
　 島根県芸術文化センター ｢グラントワ｣
 　　℡0856-31-1860

問 株式会社Ｈ&Ｔ 運営担当　
　 ℡03-6407-4343
　 （受付10：00～19：00）

出雲神話を音楽劇として、現代に生きる
私達にとって大切なことを大遷宮を節目
として、次代を担う子ども達からより強い
メッセージとして上演するものです。
皆様からの応募をお待ちしています。

新潟県佐渡市を拠点に
演奏活動を続ける太鼓
芸能集団「鼓童」（特別
編成）による交流公演
を開催します。
地元からは江川太鼓も
参加してのスペシャル
プログラムです。
心揺さぶる和太鼓の
響きをぜひご体感く
ださい。

古代出雲歴史博物館
大社広域交番

大社文化プレイスうらら館
吉兆館 出雲ドーム

出雲文化伝承館
浜山公園

JR出雲市駅

一畑電鉄
出雲大社前駅

ココ!!

9

431

一畑電車「出雲大社前駅」より徒歩7分、JR出雲市
駅より一畑バス「出雲大社・日御碕」行「正門前」下車

出雲市大社町杵築東195

出 雲 大 社
会場案内

交流出演：江川太鼓

島根中央高

川本警察署

川本郵便局

川本町役場

石見川本

川本小

ココ!!

JR石見川本駅より徒歩５分
邑智郡川本町川本３３２-１５

悠邑ふるさと会館
会場案内

31

31

291

チケプレ

ペア 3 組様

太鼓芸能集団 鼓童

江川太鼓

キャスト募集

出　　演：太鼓芸能集団 鼓童
　　　　　　　　（特別編成）
交流出演：江川太鼓

【応募の概略】
◆募集キャスト／25名（天女、村の人たち役）
◆応募資格／①６歳～1８歳の心身共に健康な男女（稽古・公演に参加可能であること）
　　　　　　②オーディション、稽古に参加が可能な方に限ります。
　　　　　　　※交通費・宿泊費の費用はすべて自己負担
　　　　　　③出演料・チケットノルマはありません。
◆オーディション／日時：5月12日（日）
　　　　　　　　　場所：大社文化プレイスうらら館 ごえんホール
　　　　　　　　　　　  〒699-0711 島根県出雲市大社町杵築南1338-9 
◆申込み方法／下記必要書類を下記送付先まで郵送下さい。
　　　　　　　必要書類：①応募用紙 ②写真（全身・上半身各１枚）　
　　　　　　　　　　　  ③返信用封筒（要返送先記載・90円切手添付）
　　　　　　　送 付 先：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-60-5　４F 
　　　　　　　　　　　  Zero Project 「クシナダとスサノオ」 オーディション係
◆申込み〆切／5月6日 必着　※応募書類の返却は致しません。
◆主催・問合せ／Zero Project　℡03-5770-5200（月～金9：00～17：00）
                               　　　　　 Fax03-3796-2866

【公演の概略】　◆会　場／大社文化プレイスうらら館 だんだんホール
　　　　　　　◆月　日／9月7日（土）～8日（日）　※全3回公演（予定）

【稽古の概略】　◆日　程／5月26日（日）13:00～顔あわせ・オリエンテーション
　　　　　　　　　　　　※6・7月は月1～2回を予定、連日稽古は8月より開始予定
　　　　　　　◆稽古場／島根県出雲市内 

※応募用紙は県内
公 立 文 化 施 設
にあります。

出演者

＊第一部～第三部：マークエステル・スキャルシャフィキ（作品映像）、高岡真也（映像制作）
　　　　　　　　　「古事記」をテーマに描く画家マークエステルの作品世界を舞台芸術化。
＊第一部：「出雲神楽 七座より『清米』」演奏：出雲国若手神職有志
　　　　　地元の出雲国若手神職による清めの舞の奉納で幕開け。
　　　　　島根県の神社に奉納されたマークエステルの作品映像を背景に投映。
＊第二部：「いにしえと今を結ぶ 清浄なる雅楽の響き」作曲・演奏：東儀秀樹、演奏：東儀九十九、東儀雅美
　　　　　東儀家の奏者が心を込めて捧ぐ美しい音色。
＊第三部：「よみがえる古事記の世界」舞踊：森山開次、菅井円加、小尻健太、和太鼓：佐藤健作
　　　　　驚異のダンサー森山開次。ローザンヌ国際バレエコンクール優勝の菅井円加。
　　　　　国内外の第一線で活躍する小尻健太。「和太鼓に選ばれた男」、佐藤健作。必見です。

詳細はホームページをご覧下さい　http://www.zeropro.net/stage4.html
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雲南市周辺の匠たちを紡ぐイベントがやってきます。
お気に入りの音楽を聴きながら、ゆったりドライブ…。
あなただけのとっておきを探しに出かけよう♪

チェリヴァホールから斐伊川上流へ向
かって車で10分…。棚田風景が広がる
中、「斐伊川和紙」の看板を発見！
江戸末期創業以来の伝統を受け継いだ

“生きた手すき”。

そこから生み出される美しい和紙か
らは、色々なものが作られます。
たとえば、和紙のバッグを片手に日
本の伝統芸能を鑑賞…なんて、粋
じゃない？

日本の桜100選「斐伊川堤防の桜並木」
をのんびり散歩。簸上橋を渡ってしば
らく…閑静な住宅街の中にひっそりと
佇む「木花工房」。
全国でも珍しいほんものの“桜染め”で
彩られたハンカチやスカーフには、き
すきの桜への想いや歴史が詰まってい
ます。
あなたの暮らしに優しさと癒しを。“さ
くら色”の暮らし、始めてみませんか？

ま
あ
、
き
れ
い
！

知
ら
な
か
っ
た
な
あ
～
！

木
こ の

花
は な

工
こ う

房
ぼ う

問雲南市木次町新町320

℡090-3173-7365（吾郷）

斐
ひ

伊
い

川
かわ

和
わ

紙
し

問雲南市三刀屋町上熊谷302

℡0854-45-3886

企画展　古典から抽象へ

―新たなる美の創造をめざして―

◆ 第一夜〈浜田市〉

◆ 第二夜〈大田市〉

◆ 第三夜〈雲南市〉

堂本印象展

野村万作萬斎　狂言の現在2013

7/9 火

7/10 水

7/11 木

4/26　 〜6/10金 月

島根県立美術館1階 企画展示室

石央文化ホール

大田市民会館

雲南市加茂
文化ホール ラメール

時 10：00～日没後30分　休 火曜日（4/30は開館）
￥ 一般1,000円、大学生600円、高校生以下無料　※企画展のみの料金

時 18:00開場／18:30開演
￥ 全指定席　一般3,000円、小中高生1,000円（当日500円増）
　 ※マリンスタンプカード（満点600円）何冊でもご利用できます。

時 18:00開場／18:30開演
￥ 全指定席　一般3,000円、小中高生1,000円

時 18:30開場／19:00開演
￥ 全指定席
 　〈1階席〉一般3,000円、高校生以下2,000円
 　〈2階席〉一般2,500円、高校生以下1,500円

問 島根県立美術館　℡0852-55-4700

問 石央文化ホール　℡0855-22-2100

問 大田市民会館　℡0854-82-0938

問 雲南市加茂文化ホール ラメール　℡0854-49-8500

人間国宝・野村万作と、狂言はもとより演劇・映画・TV等で幅広
く活躍する野村萬斎ほか一門が３夜連続、日替わりで名作狂言
全６曲を一挙上演！

大正から昭和初期にかけて帝展、日展を中心に活躍し、日本のピカソと称された
巨匠堂本印象のコレクションを中心に紹介。京都・奈良の寺院に揮

き

毫
ごう

した襖絵
の傑作など、初期から晩年に至る日本画の代表作60点を一同に展示。また、下絵、

スケッチや日本画以外の
美術作品も併せて紹介
し、多彩な印象芸術の魅
力に迫ります。

チケプレ

ペア 3 組様

松江市役所

JR松江駅

宍道湖
大橋

新大橋

松江警察署

みしまや

くにびきメッセ

くにびき
大橋

宍道湖

松江
大橋

ココ!!

JR松江駅より：徒歩15分／松江市営バス
（南循環線内回り）6分「県立美術館前」下車

松江市袖師町1-5

9

島根県立美術館
会場案内

浜田市役所

運転免許センター

浜田高

JR浜田駅
県立体育館

ココ!!

186

9

9

JR浜田駅より徒歩3分
浜田市黒川町4175

石央文化ホール
会場案内

ココ!!

加茂浄化
センター

加茂中 JR加茂中駅

加茂小 加茂中公園

加茂中央公園

松
江
自
動
車
道

54

157

157

JR加茂中駅より徒歩5分
雲南市加茂町宇治303

ラ メ ー ル
会場案内

大田市役所

大田小

パル

大田駅山陰
道

消防本部

大田市中央
図書館

ココ!!
375

JR大田市駅より車で５分
大田市大田町大田イ－１２８

大田市民会館
会場案内

30174

《メトロ》1953（昭和28）年　
京都府立堂本印象美術館

野村万作 野村萬斎

《交響》1961（昭和36）年　
京都府立堂本印象美術館

※未就学児入場不可

3 公演全 6 曲をお楽しみ頂け
る特別チケット！各会場でお求
め頂けます

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

託児あり
要予約

6/28締切

託児あり
要予約

6/28締切

託児あり
要予約

6/25締切

＊第一夜＜浜田市＞　
　・六地蔵　野村万作
　・附　子　野村萬斎
＊第二夜＜大田市＞
　・萩大名　野村万作
　・棒　縛　野村萬斎
＊第三夜＜雲南市＞
　・佐渡狐　野村万作
　・蝸　牛　野村萬斎

演目

◆助成／財団法人地域創造

狂言3公演共通パスポート6,000円
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映画館の上映スケジュールは
7ページをご覧下さい。

INFORMATION

島根県芸術文化センター
「グラントワ」小ホール

「それいけ！アンパンマン」の原作
者として知られるやなせたかし
の絵本をアニメ映画化。宙返り
と草笛が得意なタヌキのハルは
森の人気者。ある日、森で人間の
赤ちゃんを拾ったハルは、その赤
ちゃんにパルと名づけ、人間のお
母さんに化けて育てはじめる。や
がて、ハルに習って草笛を吹いて
いたところを通りすがりの有名
音楽家に見出されたパルは、音楽
を学ぶため都会へ行くことを決
意する。（2011年 /日本 /48分）

北フランスの港町ル・アーヴル
の駅前で靴みがきをしているマ
ルセル・マルクス。家には優し
い妻アルレッティが帰りを待っ
ている。隣近所に住む人々の温
かな支えも、彼にとってはなく
てはならない宝物だ。そんなあ
る日、マルセルは不法移民の少
年イドリッサと出会う。少年と
の出会いがマルセルの人生にさ
ざ波を起こしていく…。

（2011年 /フィンランド・フラン
ス・ドイツ / 93分）

将軍に囲碁を教える名家の息子
として生まれ、学問への造詣も深
い。しかし、出世も富にも興味が
なく、自分が好きなこと以外に
は、とにかく“不器用”。男の名は
安井算哲。星の観測と算術の設問
を解いている時が一番幸せで、自
分の好きなことに熱中している
ときは周りが見えなくなってし
まう。しかし、形ばかりとなった
囲碁の勝負に疑問を感じ、いつも
真剣勝負の場に身を置いていた
いと願う熱い思いを心にひめて
いた。（2012年 /日本 /141分）

7月に加茂文化ホールラメール
で狂言公演が決定した野村萬斎
主演の作品。共演には佐藤浩市、
成宮寛貴などが脇を固め映画
化。戦国時代、天下統一を目指
す豊臣秀吉方2万人の大軍に、わ
ずか500人の兵で戦いを挑んだ

“のぼう様”こと成田長親の大逆
転実話。底知れぬ人気で心を掴
んだ“のぼう様”の魅力や、豊臣・
石田軍による水攻め戦術など、
見どころ満載の歴史大作！！

（2012年 /日本 /144分）

グラントワシアター 名画劇場 大田名画シアター

第68期本因坊戦
大田市開催記念上映

チェリヴァシアター

島根県民会館 中ホール 大田市民会館 大ホール

チェリヴァホール

やなせたかしシアター「ハルのふえ」 ル・アーヴルの靴みがき 天地明察 のぼうの城
5/5（日） 10:00/13:00/15:00 5/11（土） 14:00/18:30 5/12（日） 14:00/18:30 5/18（土） 14:00/18:30

入〈前売〉一般1,000円 
　〈当日〉一般1,200円　会員800円
　　　　学生500円　
　　　　小学生以下無料
問 島根県民会館チケットコーナー　
　℡0852・22・5556

入〈前売〉一般1,000円　会員800円
　〈当日〉一般1,200円　会員1,000円
　　　　子ども500円 ※小学6年生以下
　※3歳未満で膝上鑑賞の場合は無料
問 島根県芸術文化センター
　 「グラントワ」
　℡0856・31・1860

入〈前売〉一般1,000円
　〈当日〉一般1,200円
           シニア（60才以上）1,000円
           高校生以下300円
問 大田名画シアター事務局　
　℡0854・82・6630

入〈前売〉一般1,300円　会員1,000円
　　　　シニア・小中高生500円
　　　　ペア1,500円（会員限定）
　〈当日〉一般1,500円　会員1,200円
　　　　シニア・小中高生700円
　　　　未就学児無料
問 チェリヴァホール
　℡0854・42・1155

監　　督：川又浩
声の出演：戸田恵子、野沢雅子

監督：アキ・カウリスマキ
出演：アンドレ・ウィルム
　　　カティ・オウティネン

監督：滝田洋二郎
出演：岡田准一
　　　宮﨑あおい

監督：犬童一心、樋口真嗣
出演：野村萬斎、佐藤浩市
　　　成宮寛貴、榮倉奈々

© やなせたかし／ TMS ©Sputnik Oy photographer: Marja-Leena ©2012「天地明察」製作委員会 ©2011「のぼうの城」フィルムパートナーズ

はなれていても、
　　　ずっといっしょ。 江戸時代、星空を見つめ続け

暦を作った男と、彼を支えた
妻の愛と感動の実話。

犬童一心×樋口真嗣、異例の
ダブル監督による興奮と感動の
時代劇エンタテインメント傑作。

「浮雲」「過去のない男」の
アキ・カウリスマキ監督最新作
カンヌ国際映画祭国際批評家協会
賞等を受賞した人情ドラマの傑作！

同時
上映 アンパンマンが生まれた日

東京岩波ホール総支配人、
高野悦子さんが亡くなられた。83

歳。高野さんは海外の優れた映画を国
内に紹介するエキプ・ド・シネマ上映運動を
立ち上げた人。たとえばギリシャ映画「旅芸
人の記録」やイタリア映画「木靴の樹」。こ
れらの国内上映の出発点は岩波ホールだっ
た。当時は興行面で採算の合わない作品は一
般の劇場では日の目をみることはほとんどな
かった。その壁を打ち破った高野さんの功績
は計り知れない。作品は期限を決めず上映を
続けるシステムもユニークだった。かつて自
身も‘その時の一本’と出会うために幾度も
夜汽車に乗った。

エキプ・ド・シネマは島根県民会館名画劇

場の上映作品の流れも変えた。前出の二作は
県内初上映され、山陰の映画ファンの注目を
集めた。高野さんには名画劇場10周年記念講
演会のゲストで来館いただいたが、その時の
「この名画劇場は島根の岩波ホールですね」
の言葉は劇場の手伝い役にとってはとても嬉
しいものだった。長い年月が流れたが業界に
黒船襲来と囁かれる今、高野さんの岩波ホー
ル奮闘談をあらためて思い出す。

映画界に訃報が続く。大島渚監督が死去、
享年80歳。数多い大島作品の中からここでは
ヴェネチア国際映画祭で高い評価を得た「少
年」（69年）のことを。

「少年」は実際にあった当り屋事件を
大島監督自身の取材で撮られたロード・
ムービー。両親と二人の子どもの一家四人が
当り屋を続けながら全国を縦断するさまを描
いている。母親は義理の親で事件を起こすの
は母親と少年。だが少年は家族を支えている

という自覚がありそこから逃げ出すことがで
きない…。

作品は昨年のしまね映画祭で上映された
が、再発見は松江ロケが行われていたこと。
それを確かめるべく会場を訪れた大島ファン
もあった。時には難解とされる大島作品だ
が、幸運にもレンタルショップでDVDを手
にできたら鑑賞していただきたい。少年と幼
い弟との雪の北海道シーンに思わず涙…。時
代を超えた大島監督の代表作のひとつです。

最後に朗報を。今年の日本アカデミー賞
最優秀編集賞を日下部元孝氏が受賞。

対象作品は「桐島、部活やめるってよ」。
日下部氏は錦織良成監督の「渾身」も担当、
しまね映画塾では塾生作品の編集講師をお願
いしている。毎年塾生に対しては「画

え

が足ら
ない」。それでも作品がキマルのは編集のチ
カラなんですね。

（むー。）

高野悦子さん、
大島渚監督の「少年」のことシネマ

Mue & Sai の

託児あり
要予約

託児あり
要予約

託児あり
要予約

チケプレ

ペア 2 組様

チケプレ

ペア 2 組様

チケプレ

ペア 2 組様
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Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday日 月 火 水 木 金 土
calendar

ほんのちょっぴりレトロ感漂うおしゃれな誌面にいつも魅かれて手に取ります。「島根っていいね」って言いながら主人とよく訪れます。（三次市 M・H）

たまたま今
回手にし

た本誌で

すが、読
者からテ

ーマにち
な

んだ絵画
を募集し

ていのは
、

いいアイデ
アですね！

（益田市
 Y・T）

太鼓芸能集団 鼓童 
　交流公演 in 川本町（悠邑ふるさと会館）
管弦楽アンサンブルと100人の吹奏楽

（グラントワ）　　　
三島文佳ヴァイオリンリサイタル（プラバホール）
さだまさし コンサートツアー2013（島根県民会館）
笑福亭鶴笑のパペット落語（グラントワ）
天地明察（大田市民会館）

リピエーノ　春のうきうきコンサート（プラバホール）
ふれあいコンサートin益田（グラントワ）
石央文化ホール合唱団“響”演奏会

（石央文化ホール）
LEGENDとともに（大田市民会館）
松江城鉄炮隊演武（松江歴史館）

紅白歌の祭典（島根県民会館）
ハルのふえ（グラントワ）
［同時上映］アンパンマンが生まれた日

松江市立第四中学校吹奏楽部
　スプリングコンサート（プラバホール）

のぼうの城（チェリヴァホール）

ヴェルディオペラ 人気の秘密（プラバホール）
ル・アーヴルの靴みがき（島根県民会館）

絵と音と舞のコンサート
  「出雲に捧ぐ」（出雲大社
　 東神苑特設ステージ）

「弟の初節句」
和音さんの作品

「もちかぶとのぼり」
まめピヨさんの作品

「こいでしょ」
Mariさんの作品

「5月のバラ狩り」
そうちゃんの作品

「古事記な母の日」
あまねさんの作品

「こいのぼり」
そらっちさんの作品

「
屋
根
よ
り
高
い
〜

　
　
　

こ
い
の
ぼ
り
♪
」

ば
ぁ
ー
ば
さ
ん
の
作
品

「どの子も元気でね」
きょうこばあばさんの作品

北山たけし チャリティーコンサート（島根県民会館）
宗次郎（オカリナ）～オカリーナの森から～

（石央文化ホール）
益田糸操り人形グラントワ公演（グラントワ）
出雲篝舞台 新作能 「遷宮」 櫻間右陣
　狂言 「福の神」 野村萬斎

（出雲大社東神苑特設ステージ）

松江東高等学校弦楽部　
　定期演奏会（プラバホール）

綾小路きみまろ
　爆笑！！スーパーライブ

（島根県民会館）

宗次郎（オカリナ）
　～オカリーナの森から～

（島根県民会館）

人間国宝ユニット「大吟醸」
　コンサート（プラバホール）

※展示、その他の情報は13～15ページをご覧下さい。

ずっこけ狂言ばなし 
　「すっぱビリビリじゃぽん」（島根県民会館）
真砂女（島根県民会館）
遺体 明日への十日間（松江テルサ）

▲  P.6

▲  P.6

キャッチ6月号
発行予定日

▲  P.4

▲  P.3

読者のみなさんからお寄せ頂いたメッセージをご紹介！ 左ページにあるアンケートハガキ、またはメールでも随時受け付けています。

はじめまして！ウッディです！今号よりaiaiさんから引継ぎました。これからも宜しくお願いします。
さて、Ｗｏoｄｙは年がいもなくハッスルし過ぎて足を負傷し、毎日松葉杖での生活。辛い毎日だけど新し
い発見もいろいろ！！
その一つは島根の人は本当に優しいってこと。たとえば、道を歩いていると開けて通してくれるし、お店
に入ろうとすると店員さんはもちろんのこと、お客様も扉を開けて待っていてくれる。
ちょっとした気遣いがとても嬉しく心が癒され、「自分も元気になったら気を付けよう！」と改めて思う今
日この頃です。皆さんも新年度に入ったからといって頑張り過ぎないようにね。

“Catchひろば”では、読者のみなさま
からお寄せいただいたハガキ、メールの
中から、メッセージを掲載します。最近ご
覧になったコンサートや映画、演劇の感
想や、キャッチのキャラクターのことな
ど、90文字以内でお寄せください。

“Catch美術館”では、読者の皆様から毎月テーマ
にちなんだ絵画、写真、書を募集します。キャッチの
キャラクターを描いていただいてもOK！！
写真、書道の作品も大歓迎です。
※詳しくは左：8ページのハガキをご覧下さい。
※応募作品は、返却できません。あらかじめご了承ください。

今月号も楽しくなる情報があり、ワク

ワクしながら見ました。春になりいろ

いろな所に出かけてみたいと思って

います。毎月大変でしょうが、私は楽

しく心待ちにしています。ありがとうご

ざいます。（松江市 H・M）

県西部に映画館が無くなって思う

ように映画が見られない今日この

頃、グラントワシアター等は助かりま

す。もっと回数多く色んな映画が見

れるといいのにと思います。（浜田市 J・U）
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catch1994@cul-shimane.jp

Wo o d y の　つ ぶ や きキャッチ編集担当

▲  P.11

Catch美術館：次号（6月号）のテーマは
『雨』です。雨の多いこの時期を嫌がる
人も多いかも知れませんが、色鮮やかな
あじさいの花、色とりどりの傘や雨合羽、
「梅雨の晴れ間は五月晴れ」と言う言葉
もあるように、じめじめしたイメージを吹き
飛ばすようなこの時期の魅力を描いてみ
ませんか？

5月の行事

美術館
5月のテーマ

5

新編集長 ！
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5
 名様に

キャッチオリジナル

絵本

キャッチ表紙のストーリー
12話をまとめた

キャッチオリジナルグッズを集めよう ！キャッチオリジナルグッズを集めよう ！

[宛先] 〒690-0887 島根県松江市殿町158
　　　 しまね文化振興財団 「キャッチ6月号プレゼント」係まで

※発表は発送をもってかえさせていただきます。  
※キャッチに対するご意見・ご感想等ご記入の上、ご
応募下さい。たくさんのご応募お待ちしております。

※いただいた個人データは、「キャッチ」プレゼント提
供のためのみに利用します。

応募〆切

6月8日（土）必着

雨

美術館
次号のテーマ

毎月テーマにちなんだ
絵画、写真、書を募集します。
どしどしご応募下さい !

毎月テーマにちなんだ
絵画、写真、書を募集します。
どしどしご応募下さい !

毎月テーマにちなんだ
絵画、写真、書を募集します。
どしどしご応募下さい !

上のハガキに必要事項と質問の答えを
ご記入の上、切り取って投函ください。

面
白
い

友の会会員 ・
場所

番号

普

　通

つ
ま
ら
な
い

今月号のキャッチは
面白かったですか?

キャッチをどこで
手にしましたか?

チケットプレゼントをご希望の方は
番号をご記入下さい。

ご意見・ご感想・メッセージなどをお聞かせ下さい。
※いただいたコメントは誌面の「Catchひろば」に掲載する場合があります。

制作者名 作品名

作
品
記
載
欄

「Catch美術館」に応募される方は、下記にお描き下さい。（画用紙に描かれ
て郵送・メールされてもＯＫ）写真は、郵送またはメールでお送りください。この
欄をメッセージ欄にお使い頂いても構いません。制作者名は匿名でもOK!

頁 の記事１番良かった記事は？

破
線
を
お
切
り
下
さ
い
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Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday日 月 火 水 木 金 土
calendar

ほんのちょっぴりレトロ感漂うおしゃれな誌面にいつも魅かれて手に取ります。「島根っていいね」って言いながら主人とよく訪れます。（三次市 M・H）

たまたま今
回手にし

た本誌で

すが、読
者からテ

ーマにち
な

んだ絵画
を募集し

ていのは
、

いいアイデ
アですね！

（益田市
 Y・T）

太鼓芸能集団 鼓童 
　交流公演 in 川本町（悠邑ふるさと会館）
管弦楽アンサンブルと100人の吹奏楽

（グラントワ）　　　
三島文佳ヴァイオリンリサイタル（プラバホール）
さだまさし コンサートツアー2013（島根県民会館）
笑福亭鶴笑のパペット落語（グラントワ）
天地明察（大田市民会館）

リピエーノ　春のうきうきコンサート（プラバホール）
ふれあいコンサートin益田（グラントワ）
石央文化ホール合唱団“響”演奏会

（石央文化ホール）
LEGENDとともに（大田市民会館）
松江城鉄炮隊演武（松江歴史館）

紅白歌の祭典（島根県民会館）
ハルのふえ（グラントワ）
［同時上映］アンパンマンが生まれた日

松江市立第四中学校吹奏楽部
　スプリングコンサート（プラバホール）

のぼうの城（チェリヴァホール）

ヴェルディオペラ 人気の秘密（プラバホール）
ル・アーヴルの靴みがき（島根県民会館）

絵と音と舞のコンサート
  「出雲に捧ぐ」（出雲大社
　 東神苑特設ステージ）

「弟の初節句」
和音さんの作品

「もちかぶとのぼり」
まめピヨさんの作品

「こいでしょ」
Mariさんの作品

「5月のバラ狩り」
そうちゃんの作品

「古事記な母の日」
あまねさんの作品

「こいのぼり」
そらっちさんの作品

「
屋
根
よ
り
高
い
〜

　
　
　

こ
い
の
ぼ
り
♪
」

ば
ぁ
ー
ば
さ
ん
の
作
品

「どの子も元気でね」
きょうこばあばさんの作品

北山たけし チャリティーコンサート（島根県民会館）
宗次郎（オカリナ）～オカリーナの森から～

（石央文化ホール）
益田糸操り人形グラントワ公演（グラントワ）
出雲篝舞台 新作能 「遷宮」 櫻間右陣
　狂言 「福の神」 野村萬斎

（出雲大社東神苑特設ステージ）

松江東高等学校弦楽部　
　定期演奏会（プラバホール）

綾小路きみまろ
　爆笑！！スーパーライブ

（島根県民会館）

宗次郎（オカリナ）
　～オカリーナの森から～

（島根県民会館）

人間国宝ユニット「大吟醸」
　コンサート（プラバホール）

※展示、その他の情報は13～15ページをご覧下さい。

ずっこけ狂言ばなし 
　「すっぱビリビリじゃぽん」（島根県民会館）
真砂女（島根県民会館）
遺体 明日への十日間（松江テルサ）
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古書店主のまちおこし

尾野寛明
1982 年生まれ　埼玉県出身
島根県川本町有限会社エコカレッジ（紙屋古書店）　代表取締役
NPO 法人てごねっと石見　副理事長

（おの・ひろあき）

新学期は我が社にとって
書き入れ時となる重要な時
期。大学生が大量に教科
書を購入するからだ。経済
学、法律、理工系、医学
など、各分野の教科書が
飛ぶように売れていく。普

段は研究者や弁護士・司法書士などの専門
家向けに難しい専門書を取り扱うのだが、この時期は各種入門書が
教科書として売れていく。これらの本は、短いもので半年、長いも
ので 5年ほど保管されていたもの。過疎地の倉庫に長期間ため込ん
でいた教科書が、一気に全国へ送られていくのはなかなかの壮観で
ある。
教科書の購入といえば、一昔前は大学生協の書籍部に並んで講
義要項を片手に探し回る、という光景が普通であった。だが最近
はネットで中古を探して取り寄せるのがごく一般的になってきた。学
生も賢いもので、各種通販サイトを比較して少しでも安く手に入れよ
うと努力しているようである。東京や大阪の学生がまさか島根の古
本屋から教科書を買うとは夢にも思わないだろうが。
教科書にも季節ごとに価格相場がある。普段は定価の 8 割引、

9 割引が当たり前の大学教科書だが、新学期や試験シーズンには需
要が高まり、価格は一気に上昇してしまう。安く手に入れたいと思っ
たら履修講義が決まり次第なるべく早く確保するのがよい。ただ、本
コラムが発行されるときにはすでに相場が上がってしまった後だろう。
それでも教科書を安く手に入れる方法がある。「旧版」を狙うとい
うものだ。版が更新されたといっても大幅に内容が改訂されることな
ど稀である。最新版の中古は完売しても、旧版を調べると格安で残っ
ている場合が多い。学生なのだから時間はたっぷりあるはず。周囲
の友人が持っている最新版と照らし合わせて、改訂事項を加筆して
いけばよい。隣の席の異性とも仲良くなるチャンスである。教科書代
をケチる貧乏な奴だと気後れすることは全くない。徹底的に「貧乏キャ
ラ」を演じて相手の母性本能をくすぐってしまおう。もしくは、旧版
をカッコよく使いこなすクールな奴を演じるのも良い。健闘を祈る。

中古教科書を安く手に入
れる
方法

『しまね文化ファンド』は、
みなさまの自主的で創造的な
文化事業を応援します！

主に県内の民間団体やグループが自ら企画し実践するもので、

を目的とする文化事業が対象となります。
「地域文化振興」「芸術文化振興」「国際文化交流」

対象事業／
募集期間／
助成金額／
申込用紙／

申込方法／

平成２５年９月１日～平２６年３月３１日に行われる文化事業
平成２５年５月１日（水）～平成２５年５月３１日（金）（当日消印有効）
対象経費の概ね２分の１以内
県内各市町村役場窓口、主な公立文化施設、島根県庁県民室、
しまね文化ファンド事務局（文化国際課内）にあります。
申込書類を、下記「公益信託しまね文化ファンド事務局」へ
ご郵送ください。

＊詳しい助成基準については募集要項をご覧ください。
  また、HPからも要項や申込書をダウンロードすることができますので、ご利用ください。
URL：http.//www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/shinkou/jyosei_jigyo/bunkafund/

S H I M A N E  C U L T U R A L  F U N D  2 0 1 3

募 集 内 容

平成２５年度後期助成事業募集

お申込み・お問い合わせ

受託者

＜事務局所在地＞
〒690－8501 松江市殿町1番地（県庁 文化国際課内）
TEL0852－22－5500　FAX0852－22－6412

◎ご相談承っております。まずはお気軽にお電話を！
E-mail:fund@joe2.pref.shimane.jp

［公益財団法人 しまね文化振興財団］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（東京都千代田区丸の内1-4-5）

『神々の国しまね～古事記１３００年～』に
 ちなんだ文化事業を応援します！

◇お知らせ

（平成２３年度～平成２５年度）

しまね文化ファンドでは、古事記、日本書紀、万葉集等の神話や上代文学
をテーマとした文化事業を募集します。（この募集は島根県民文化祭共催
事業と連動します。）
詳しくは【島根県文化団体連合会事務局】TEL0852-22-5877、また
はしまね文化ファンド事務局までお問い合わせください。
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第13回　
管弦楽アンサンブルと100人の吹奏楽
ウィサポートユニセフチャリティーコンサート

《ゲスト》グラントワ合唱団 ―合唱と吹奏楽の共演―

島根県芸術文化センター
「グラントワ」 大ホール

時 開場13：30／開演14：00
￥ 〈前売〉500円　〈当日〉700円
問 100人の吹奏楽実行委員会
　 ℡0856-23-7379

5/12 日

コンサート

演奏曲目 ♪エンターテインメント・マーチ　　　　　♪組曲「惑星」より火星
　　　　♪ウエスト・サイド・ストーリー・メドレー　♪「八重の桜」メインテーマ
　　　　♪大地讃頌　ほか

小学生から社会人まで幅広い年齢層の仲間が「音楽が大好
き」という熱い思いを胸に毎年集まり開催するコンサート。
楽器を習いはじめたばかりの人や久しぶりに楽器を握る
人、音楽を仕事にしている人など様々な人達が織り成す
ハーモニーと100人の迫力ある演奏をお楽しみ下さい。
なお、当コンサートの収益金はユニセフを通じて世界の恵
まれない子どもたちのために役立てられます。

コンサート
月 日 催　物　名 会　場 料金／開演時間 問い合わせ先 電話番号

5

3（金） 松江東高等学校弦楽部　
第8回定期演奏会

プラバホール 無料／18:00 島根県立松江東高等学校 0852-27-3700

4（土） 松江市立第四中学校吹奏楽部
スプリングコンサート

プラバホール 無料／14:00 松江市立第四中学校 0852-21-2734

5（日） 第22回紅白歌の祭典 島根県民会館 〈前売〉1,000 ／12:30 紅白歌の祭典実行委員会 0852-21-5368

11（土） ★ ヴェルディ生誕200年記念特別企画
「ヴェルディオペラ 人気の秘密」

プラバホール 〈S席〉一般4,000、学生2,000〈A席〉一般3,600、学生1,800
〈B席〉一般3,200、学生1,600〈C席〉一般1,600、学生800 ／15:00

松江市総合文化センター
プラバホール

0852-27-6000

12（日） ☆ 川本劇場連携事業　太鼓芸能集団 鼓童 
交流公演 in 川本町　交流出演：江川太鼓

悠邑ふるさと会館 一般2,500円、小中高生1,000 ／14:00 悠邑ふるさと会館　
島根県芸術文化センター｢グラントワ｣

0855-72-0001
0856-31-1860

12（日） ☆ ウイサポートユニセフチャリティーコンサート
第13回 「管弦楽アンサンブルと100人の吹奏楽」

グラントワ 〈前売〉500〈当日〉700 ／14:00 100人の吹奏楽
実行委員会

0856-23-7379

12（日） ★ 三島文佳ヴァイオリンリサイタル プラバホール 〈前売〉一般1,500、高校生以下700
〈当日〉一般2,000、高校生以下1,000 ／14:00

三島文佳ヴァイオリン
リサイタル実行委員会

0852-23-4547

12（日） ★ さだまさし コンサートツアー2013 島根県民会館 指定8,400（完売）、立見7,875 ／17:00 ユニオン音楽事務所 082-247-6111

15（水） ★ 出雲大社平成の大遷宮奉納記念　
人間国宝ユニット 「大吟醸」 コンサート

プラバホール SS席（指定席）7,000、Ｓ席（指定席）6,000、Ａ席（自由席）4,000 ／
18:30

出雲大社平成の大遷宮奉納記念コンサート実行
委員会（山陰ファミリー保険エージェンシー内）

0852-20-1243

19（日） リピエーノ　春のうきうきコンサート プラバホール 無料／14:30 松江市総合文化センター
プラバホール

0852-27-6000

19（日） 第３回ふれあいコンサート in益田 グラントワ 無料［要整理券］／14:00 ふれあいコンサート in
益田 実行委員会

0856-22-7120

19（日） 石央文化ホール合唱団“響”第六回演奏会 石央文化ホール 一般1,000、大学生以下無料／14:00 石央文化ホール 0855-22-2100

19（日） ★ 大田市民会館リニューアルオープン記念・大田市音
楽協会20周年記念コンサート LEGENDとともに

大田市民会館 〈前売〉一般3,000、高校生以下1,500
〈当日〉一般3,500、高校生以下1,800 ／13:00

株式会社シグナル
大田市民会館

0854-82-0170
0854-82-0938

26（日） ★ 島根県社会福祉協議会チャリティー／デビュー10
周年記念 「北山たけし チャリティーコンサート」

島根県民会館 〈A席〉5,000〈B席〉4,000 ／15:00 ・19:00 園山幹生絵画展
実行委員会

048-857-6180

26（日） 宗次郎（オカリナ）
〜オカリーナの森から〜

石央文化ホール 〈A席〉5,000〈Ｂ席〉4,000 ／18:00 MIN-ON中国 082-567-0585

29（水） ★ 宗次郎（オカリナ）
〜オカリーナの森から〜

島根県民会館 〈Ａ席〉5,000〈Ｂ席〉4,000 ／18:30 MIN-ON中国 082-567-0585

31（金） ★ 出雲大社 「平成の大遷宮」 奉祝奉納公演 
絵と音と舞のコンサート 「出雲に捧ぐ」

出雲大社東神苑
特設ステージ

Ｓ席7,000、Ａ席5,000、Ｂ席3,000 ／18:30 株式会社Ｈ &Ｔ 03-6407-4343

6

1（土） ゾリステンアンサンブル
第14回演奏会

ビッグハート出雲 一般1,000、高校生以下500 ／18:30 小田 0853-21-6412

2（日） ☆ 井上陽水 LIVE2013 Missing グラントワ 一般8,400 ／17:30 島根県芸術文化センター
「グラントワ」

0856-31-1860

9（日） ★ アメリカの至宝、歴史を創る男たち！
「ジュリアード弦楽四重奏団」

プラバホール 〈S席〉一般6,000、学生3,000〈A席〉一般5,400、学生2,700
〈B席〉一般4,800、学生2,400〈C席〉一般2,400、学生1,200 ／15:00

松江市総合文化センター
プラバホール

0852-27-6000

9（日） NHKチャリティーステージ 「いないいない
ばぁっ！あつまれ！ワンワンわんだーらんど」

グラントワ A席（1階席）2,500、B席（2階席）2,000 ／11:00 ・14:30 NHK松江放送局 050-5541-8600

16（日） 益田高等学校文化部総合公演 
Mass-tiva2013

グラントワ 無料／14:00 益田高等学校 0856-22-0044

16（日） ☆ 岡山学芸館高等学校吹奏楽部浜田公演 石央文化ホール 〈前売〉一般2,000、小中高大生1,000
〈当日〉一般2,300、小中高大生1,300 ／13:00

石央文化ホール 0855-22-2100

23（日） ★ 第10回くにたちコンサート プラバホール 〈前売〉大人1,500
〈当日〉大人2,000、高校生以下1,000 ／14:00

三木 0852-26-8345

23（日） 益田市民吹奏楽団 第27回定期演奏会 グラントワ 一般500、高校生以下300 ／14:00 益田市民吹奏楽団 090-8361-8709

23（日） ★ ことのは
1stワンマン LIVE 〜一期一笑〜

松江AZTiC canova
（松江市嫁島町）

〈前売〉2,000〈当日〉2,500 
※1ドリンク込、アルコール類の場合200円増／19:00

株式会社ミュージア 0852-24-9987

30（日） 琴名流大正琴琴海会 
益田・津和野合同チャリティー

グラントワ 無料／12:30 琴名流大正琴 0856-25-1199

7

1（月） ★ ものまねエンターテイメント
「コロッケコンサート」

島根県民会館 S席（全席指定）6,000、A席（当日指定）5,000 ／14：30 ・18：30 グッドラック・
プロモーション

0120-30-8181

2（火） ☆ ものまねエンターテイメント
「コロッケコンサート」

グラントワ S席（全席指定）6,000、A席（当日指定）5,000 ／14：30 ・18：30 グッドラック・
プロモーション

0120-30-8181

15（月） 川畠成道（ヴァイオリン）＆
寺嶋陸也（ピアノ）リサイタル

グラントワ 一般2,000、ホール友の会（共通会員含む）ご本人無料／15:00 島根県芸術文化センター
「グラントワ」

0856-31-1860

★印は島根県民会館 チケットコーナー
　　　　　　　　（℡0852-22-5556）で 
☆印はグラントワ（℡0856-31-1871）で
　　　　  チケットをお求めいただけます。
※料金は税込み金額 （非課税含む）
※島根県民会館チケットコーナーは
　チケットぴあ取扱店舗です。

内容は

2013年 4/1 現在、
各会場より寄せられた情
報です。変更がある場合
がありますので誌面記載
の問い合わせ先までお問
い合わせください。

チケプレ

ペア 3 組様
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展　　　 示演劇・舞踊

親と子どものミュージカル
ルドルフとイッパイアッテナ
原作は、第27回講談社児童文学新人賞受賞、
NHK 教育テレビ「てれび絵本」でもとりあ
げられるなど、子ども達に大人気の物語。
本ミュージカルも、いずみたく最期の企画
作品として1993年に初演後、ロングランを
重ね2005年韓国3都市での公演でも絶賛さ
れた作品。

第19回出雲総合芸術文化祭

大社文化プレイスうらら館　
だんだんホール
時 開場13：30／開演14：00
￥ 全席指定　
　 〈前売〉一般3,000円、高校生以下1,000円
　 〈当日〉一般3,500円、高校生以下1,500円
　 ※3歳以下のお子様は、保護者1名につき1名まで膝上鑑賞のみ無料

問 出雲交流会館　℡0853-21-7580

7/6 土

演劇・舞踊

展　　示

月 日 催　物　名 会　場 料金／開演時間 問い合わせ先 電話番号

5

定期公演 ★ ユネスコ無形文化遺産　佐陀神能鑑賞会 佐太神社境内
「舞殿」

1,200、中学生以下無料［要予約］／
5/4 ・6/1 ・7/6 ・10/5 ・11/9公演／20:00

（社）松江観光協会 0852-27-5843

12（日） ☆ 益田おやこ劇場169回例会
「笑福亭鶴笑のパペット落語」

グラントワ 〈前売〉2,400〈当日〉2,600、3歳以下無料／18:30 益田おやこ劇場 090-8244-2208

16（木） ★ 綾小路きみまろ　爆笑！！スーパーライブ 島根県民会館 〈S席〉一般5,500〈A席〉一般5,000 ／13:00 グッドラック・
プロモーション

0120-30-8181

19（日） 松江城鉄炮隊演武 松江歴史館 無料／10:00 ・14:00 松江歴史館 0852-32-1607

25（土） おやこ劇場松江センター合同例会
ずっこけ狂言ばなし 「すっぱビリビリじゃぽん」

島根県民会館 会員制：入会金500、月会費1,300 ※当日入会可［この作品のみ鑑賞
の場合：4,400＝３ヵ月分会費と入会金500］／18:00

NPO法人おやこ劇場
松江センター

0852-22-4937

25（土） 松江市民劇場（劇団朋友公演）
「真砂女（まさじょ）」

島根県民会館 会員制［当日入会可、入会金2,300、月会費2,300］／18:30 松江市民劇場 0852-26-3094

26（日） 島根県無形民俗文化財 
益田糸操り人形グラントワ公演

グラントワ 無料／13:30 島根県芸術文化センター
「グラントワ」

0856-31-1860

26（日） ★ 出雲篝舞台 新作能 「遷宮」 櫻間右陣
狂言 「福の神」 野村萬斎

出雲大社
東神苑特設ステージ

〈特 S指定席〉12,000〈S指定席〉10,000
〈A自由席〉8,000〈B自由席〉4,000 ／15:00

出雲篝舞台実行委員会 03-3556-6176

6

1（土） ☆ 桂 米團治 独演会 グラントワ 一般3,000、会員2,700 ／15:00 島根県芸術文化センター
「グラントワ」

0856-31-1860

2（日） 千波流美里会 舞踊発表会 グラントワ 一般500 ／13:00 千波流美里会 0856-28-0301

8
・ 9

（土）
（日）

★ 劇団ハタチ族  
第4回公演　パンドラの鐘

チェリヴァホール 〈前売〉一般1,000、高校生以下500〈当日〉一般1,500、高校生以
下800 ／（6/8）14:00 ・19:00（6/9）14:00

雲南市木次経済文化会館
チェリヴァホール

0854-42-1155

30（日） 瞳エコール・ドゥ・バレエ2013年度　
松江・出雲支部『観て踊って勉強会』

島根県民会館 無料／14:00 瞳エコール・ドゥ・バレエ 0852-28-3980

7

2（火） 演劇 『隠岐騒動』 島根県民会館 4,000、学生2,000［座席当日指定］／15:00 島根県民会館 0852-22-5556

6（土） ★ 親と子どものミュージカル
「ルドルフとイッパイアッテナ」

大社文化プレイス
うらら館

〈前売〉一般3,000、高校生以下1,000
〈当日〉一般3,500、高校生以下1,500 ／14:00

出雲交流会館 0853-21-7580

9（火） 野村万作萬斎　狂言の現在2013 石央文化ホール 〈前売〉一般3,000、小中高生1,000
〈当日〉一般3,500、小中高生1,500 ／18:30

石央文化ホール 0855-22-2100

10（水） 野村万作萬斎　狂言の現在2013 大田市民会館 一般3,000、小中高生1,000 ／18:30 大田市民会館 0854-82-0938

11（木） ★ 野村万作萬斎　狂言の現在2013 ラメール 〈1階席〉一般3,000、高校生以下2,000
〈2階席〉一般2,500、高校生以下1,500 ／19:00

雲南市加茂文化ホール 
ラメール

0854-49-8500

8 6（火） ミュージカル 王様と私 島根県民会館 一般3,500［学生割引有］／18:00 日本海テレビ 0857-27-2136

月 日 催　物　名 会　場 料金／開催時間／休館日 問い合わせ先 電話番号
開催中

〜5/6（月）
【企画展】春を彩る松江の節句 松江歴史館 大人300、小中生150［企画展示観覧料］／8:30 ～18:30 ／

3/21、4/18
松江歴史館 0852-32-1607

開催中
〜5/6（月）

【コレクション展】根付 石見美術館 一般300、大学生200、高校生以下無料／10:00 ～18:30 ／
火曜日（但し4/30は開館）

島根県芸術文化センター
「グラントワ」

0856-31-1860

開催中
〜5/6（月）

【企画展】お墓のカタチ　
穴・箱・部屋 ―出雲の埋葬の歴史―

出雲弥生の森
博物館

300 ／9:00 ～17:00 ／
火曜日（祝日の場合は翌日）

出雲弥生の森博物館 0853-25-1841

開催中
〜5/6（月）

【コレクション展】
《版画》浮世絵のなかの花

島根県立美術館 一般300、大学生200、高校生以下無料／
10:00 ～日没後30分まで／火曜日（但し4/30は開館）

島根県立美術館 0852-55-4700

開催中
〜5/6（月）

フラワーアート展 しまね花の郷 大人200、小中高生100 ／9:30 ～17:00 島根県花ふれあい公園
「しまね花の郷」

0853-20-1187

開催中
〜5/12（日）

【企画展】“ふるさと美術工芸展Ⅰ
〜能面コレクション＆竹細工と手芸〜”

益田市立
歴史民俗資料館

一般200、高校生以下無料／9:00 ～17:00 ／火曜日、5/8 益田市立歴史民俗資料館 0856-23-2635

開催中
〜5/13（月）

【コレクション展】 プリント柄の魅力 石見美術館 一般300、大学生200、小中高生無料／10:00 ～18:30 ／
火曜日（但し4/30は開館）

島根県芸術文化センター
「グラントワ」

0856-31-1860

開催中
〜5/15（水）

【特別展】清水三年坂美術館名品展 出雲文化伝承館 一般600、高校生以下無料／9:00 ～17:00 ／
月曜日（但し4/29、5/6は開館）

出雲文化伝承館 0853-21-2460

開催中
〜5/19（日）

【春の企画展】
未来につなぐ三瓶の自然・隠岐の自然

サヒメル 大人600、高校生以下無料／9:30 ～17:00（土曜日は18:00まで）／
火曜日（祝日の場合は翌平日）

島根県立三瓶自然館　
サヒメル

0854-86-0500

開催中
〜5/19（日）

やなせたかしの世界展 
〜それいけ！アンパンマン〜

浜田市世界
こども美術館

一般500、大高生300、小中生200 ／9:30 ～17:00 ／
月曜日（但し4/29、5/6は開館）、4/30、5/7

浜田市世界こども美術館 0855-23-8451

開催中
〜5/26（日）

独自の画風を極めた　作家名品展 今岡美術館 一般・大高生600、シニア500、中学生以下無料／
9:00 ～17:00 ／月曜日（祝日の場合は翌日）

今岡美術館 0853-25-2239

開催中
〜5/27（月）

【コレクション展示】
《日本画》日本画優品選

島根県立美術館 一般300、大学生200、高校生以下無料／
10:00 ～日没後30分まで／火曜日（但し4/30は開館）

島根県立美術館 0852-55-4700

開催中
〜5/27（月）

碗を愉しむ
名碗と備前焼茶道具

加納美術館 一般1,000、高校生以上500、中学生以下無料／
10:00 ～16:30 ／火曜日（祝日の場合は翌日）

加納美術館 0854-36-0880

開催中
〜5/31（金）

和鋼博物館開館20周年記念 中国地方の
名刀展　〜平安から現代まで〜　

和鋼博物館 一般500、高校生400、中学生以下無料／9:00 ～17:00 ／
水曜日（祝日の場合は翌日）

和鋼博物館 0854-23-2500

託児あり
要予約

6/20 締切
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展　　　 示

「中国地方の名刀展
　　　  ～平安から現代まで～」
現在も「たたら操業」を行なっている公益財団法人 
日本美術刀剣保存協会 （略称日刀保）の刀剣博物館
所蔵刀剣と現地に伝わる刀剣を合わせ、日本刀初期
の安綱（伯耆国）をはじめとする平安時代から現代に
至る中国地方の刀剣の数々を紹介します。

和鋼博物館 ２階 第２展示室
時 9：00～17：00　休 水曜日
￥ 一般500円、高校生400円、中学生以下無料
問 和鋼博物館　℡0854-23-2500

和鋼博物館 開館20周年記念

ギャラリートーク 日本刀よろず相談会

制作実演（火造り）

制作実演（銘切り）

手作り甲冑を
　　　着てみよう

5/5　　 ・26日 日祝5/5　　 ・26日 日祝

5/3 金 祝

5/4 土 祝

会期中の
開館日

開催中～5/31 金

時 10：00～15：00

時 10：00～15：00

時 14：00～15：00 時 10：00～16：00

時 9：00～16：00

関連行事

中国地方の各地で平安時代から現代までに制作された刀剣　約26振
　刀工例：安綱、真景、伝兼光、正則、勝光、古青江、吉次、政清、
　　　　　俊平、貞直、善博、貞永　他
　その他：中国山地で作られた玉鋼（日本刀の原材料）　等

展示資料

開催中
〜6/2（日）

日本のポスター芸術　サカツ・コレクショ
ン公開　―明治・大正・昭和の女性たち―

平田本陣記念館 一般500、小中高生200 ／9:00 ～17:00 ／火曜日 平田本陣記念館 0853-62-5090

開催中
〜6/3（月）

★ 【企画展】和歌と美術　
歌のたのしみ、絵のよろこび

石見美術館 一般1,000、大学生600、高校生以下無料／10:00 ～18:30［ギャラ
リートーク5/3、5/26、6/2・14:00］／火曜日（但し4/30は開館）

島根県芸術文化センター
「グラントワ」

0856-31-1860

開催中
〜6/3（月）

【ギャラリー展】続・よみがえるな！　
―国富中村古墳の発掘秘話―

出雲弥生の森
博物館

無料／9:00 ～17:00 ／火曜日（祝日の場合は翌日） 出雲弥生の森博物館 0853-25-1841

開催中
〜6/16（日）

★
☆

【特別展】平成の大遷宮
出雲大社展

古代出雲
歴史博物館

一般1,000、大学生500、高校生以下無料／9:00 ～18:00 ／
5/21

島根県立
古代出雲歴史博物館

0853-53-8600

開催中
〜6/17（月）

【コレクション展】
《工芸》出雲の茶道文化

島根県立美術館 一般300、大学生200、高校生以下無料／
10:00 ～日没後30分まで／火曜日

島根県立美術館 0852-55-4700

開催中
〜7/8（月）

【特集展】
平所遺跡と石屋古墳出土埴輪のすべて

八雲立つ
風土記の丘

一般200、学生100、高校生以下無料／9:00 ～17:00 ／火曜日 島根県立
八雲立つ風土記の丘

0852-23-2485

4/26（金）
〜5/20（月）

開館二十周年記念展
〜故きを温ねて〜中期

手錢記念館 大人600、高校生以下400 ／9:00 ～16:30 ／
火曜日（祝日の場合は翌日）

手錢記念館 0853-53-2000

4/26（金）
〜6/10（月）

★
☆

古典から抽象へ 堂本印象展
新たなる美の創造をめざして

島根県立美術館 一般1,000、大学生600、高校生以下無料／
10:00 ～日没後30分／火曜日（但し4/30は開館）

島根県立美術館 0852-55-4700

4/26（金）
〜6/30（日）

【企画展】人麿讃歌 雪舟の郷記念館 一般300、小中高生100［雪舟「益田兼堯像」公開期間（4/26 ～
5/6）一般500、小中高生150］／9:00 ～17:00 ／火曜日

益田市立雪舟の郷記念館 0856-24-0500

4/27（土）
〜6/16（日）

第18回ガイダンス山代の郷ロビー展
「ふるさとの民具　水との暮らし」

ガイダンス
山代の郷

無料／9:00 ～16:30 ／火曜日（祝日の場合は翌日） ガイダンス山代の郷 0852-25-9490

4/30（火）
〜5/5（日）

第６回山江会水墨画作品展 中電ふれあい
ホール

無料／9:30 ～17:30（初日13:00から、最終日17:00まで） 中電ふれあいホール 0852-31-8388

5/1（水）
〜5/6（月）

【ギャラリー】
第43回 松江ちぎり絵サークル展

島根県立美術館 無料／10:00 ～18:00（最終日17:00まで） 森山 0852-24-6079

5/1（水）
〜5/6（月）

江角英之写真展 「幸せの国ブータン」 タウンプラザしまね
（島根県市町村振興センター）

無料／9:00 ～17:00 江角 0852-23-7301

5/3（金）
〜5/6（月）

【ギャラリー】淞江墨人会書展 島根県立美術館 無料／10:00 ～18:00（最終日17:00まで） 中島 0852-36-7579

5/8（水）
〜6/24（月）

【コレクション展】 眼力（めぢから） 石見美術館 一般300、大学生200、小中高生無料／10:00 ～18:30 ／
火曜日

島根県芸術文化センター
「グラントワ」

0856-31-1860

5/8（水）
〜5/13（月）

【ギャラリー】
第35回 水墨画皓墨会作品展

島根県立美術館 無料／10:00 ～18:00（最終日16:00まで） 大平 090-7122-7576

5/8（水）
〜5/19（日）

第20回しまね景観賞パネル展 中電ふれあい
ホール

無料／9:30 ～17:00 ／月曜日 中電ふれあいホール 0852-31-8388

5/10（金）
〜5/12（日）

春の山野草展 しまね花の郷 大人200、小中高生100 ／9:30 ～17:00 島根県花ふれあい公園
「しまね花の郷」

0853-20-1187

5/10（金）
〜5/26（日）

★
☆

再興第97回 院展 島根展 今井美術館 〈前売〉一般800〈当日〉一般1,000、大高生500、小中生200 ／
10:00 ～16:00

今井美術館 0855-92-1839

5/11（土）
・ 5/12（日）

春の山野草展 中電ふれあい
ホール

無料／10:00 ～16:00 中電ふれあいホール 0852-31-8388

5/11（土）
〜6/9（日）

【企画展】SATREPS写真展 Wonderful 
World 〜地球のために、未来のために〜

出雲科学館 無料／10:00 ～18:00 ／5/20 出雲科学館 0853-25-1500

5/15（水）
〜7/1（月）

【コレクション展】 風景を愉しむ 石見美術館 一般300、大学生200、小中高生無料／10:00 ～18:30 ／
火曜日

島根県芸術文化センター
「グラントワ」

0856-31-1860

5/16（木）
〜5/20（月）

【ギャラリー】
河瀬断魚遺作展 書道誌開眼師範会書展

島根県立美術館 無料／10:00 ～18:00（最終日16:00まで） 澤田 0852-22-2439

5/17（金）
〜5/19（日）

和を楽しむ〜きものたち展 中電ふれあい
ホール

無料／10:00 ～16:30（最終日15:00まで） 中電ふれあいホール 0852-31-8388

5/18（土）
〜6/30（日）

【企画展】“ふるさと美術工芸展Ⅱ
〜アメリカンキルト＆石見神楽面〜”

益田市立
歴史民俗資料館

一般200、高校生以下無料／9:00 ～17:00 ／
火曜日（祝日の場合は翌日）

益田市立歴史民俗資料館 0856-23-2635

5/22（水）
〜5/27（月）

【ギャラリー】第16回しまねの農村景観
フォトコンテスト 入賞作品展

島根県立美術館 無料／10:00 ～18:00 水土里ネット島根 福島 0852-32-4141

5/22（水）
〜5/27（月）

【ギャラリー】たまいつかさと
アトリエ Kū の子どもたち展

島根県立美術館 無料／10:00 ～［全日終了時間は日没時刻まで］ アトリエ Kū 玉井 0859-34-0057

5/22（水）
〜6/5（水）

”いぶし”竹製花器の作品展 中電ふれあい
ホール

無料／9:30 ～17:00（最終日16:00まで）／月曜日 中電ふれあいホール 0852-31-8388

5/22（水）
〜5/26（日）

水墨画とニューヨークシャドーボックス
大矢靖子と福井伸子の出会い展

中電ふれあい
ホール

無料／9:30 ～17:30（最終日16:00まで） 中電ふれあいホール 0852-31-8388

5/23（木）
〜6/10（月）

開館二十周年記念展〜故きを温ねて〜 手錢記念館 大人600、高校生以下400 ／9:00 ～16:30 ／火曜日 手錢記念館 0853-53-2000

5/24（金）
〜5/29（水）

園山幹生絵画展 島根県民会館 無料／時間未定／5/27 園山幹生絵画展
実行委員会

048-857-6180

5/25（土）
・ 5/26（日）

第5回 世界のバラ &ガーデンフェア グラントワ 大人・高校生500、小中生300、未就学児・75歳以上無料［当日各
100円増し］／10:00 ～17:00（最終日15:00まで）

益一インターナショナル（有） 0856-23-0866

5/25（土）
・ 5/26（日）

池坊・小原流　合同生け花展 しまね花の郷 大人200、小中高生100 ／9:30 ～17:00 島根県花ふれあい公園
「しまね花の郷」

0853-20-1187

5/30（木）
〜6/2（日）

第54回新樹社日本画展 中電ふれあい
ホール

無料／9:30 ～17:00（初日12:00から、最終日16:00まで） 中電ふれあいホール 0852-31-8388

6/1（土）
〜7/7（日）

【企画展】 「出雲の洋画展」 出雲文化伝承館 一般500 ／9:00 ～17:00 ／月曜日（祝日の場合は開館） 出雲文化伝承館 0853-21-2460

6/2（日）
〜6/9（日）

【ギャラリー】第123回 島根洋画展 島根県立美術館 無料／10:00 ～18:00（最終日17:00まで）／6/4 持田 090-3638-2892

6/6（木）
〜7/6（土）

【コレクション展】 布地とデザイン 石見美術館 一般300、大学生200、小中高生無料／10:00 ～18:30 ／
火曜日

島根県芸術文化センター
「グラントワ」

0856-31-1860

チケプレ

ペア 5 組様
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そ の 他

こどもまつり
新緑がまぶしい季節、親子で楽しむ「こどもの日」恒
例イベント。火起こし、勾玉づくり、古代衣装など風
土記の丘で古代体験してみませんか。
また「よしととひうた」の新感覚紙芝居（11:00～）を
開催します。紙芝居と音楽のコラボレーションライ
ブをお楽しみください。
奈良時代の古代家屋では「たけのこ煮」（先着200名）
の無料配布もあります。

島根県立八雲立つ風土記の丘

時 10:00～15:00（小雨決行）　
￥ 入場無料（一部有料コーナーあり）
問 島根県立八雲立つ風土記の丘　℡0852-23-2485

5/5 日 祝

ひうた

よしと

そ の 他

映　　画

6/14（金）
〜6/17（月）

【ギャラリー】第29回 島根書道協会展 島根県立美術館 無料／10:00 ～18:00（最終日16:00まで） 遠藤 0852-24-3543

6/20（木）
〜6/24（月）

第35回 島根県独立書人団益田支部書展 石見美術館 無料／10:00 ～18:30 島根県芸術文化センター
「グラントワ」

0856-31-1860

6/22（土）
〜6/24（月）

【ギャラリー】第25回 島根県健康福祉祭
シルバー美術展

島根県立美術館 無料／10:00 ～18:00（初日11:00から、最終日17:00まで） 島根県社会福祉協議会 0852-32-5981

6/26（水）
〜8/3（土）

【コレクション展】 かたちを見る 石見美術館 一般300、大学生200、小中高生無料／10:00 ～18:30 ／
火曜日

島根県芸術文化センター
「グラントワ」

0856-31-1860

6/26（水）
〜9/23（月）

出雲焼と漆壺斎
〜不昧公ゆかりの工芸〜

手錢記念館 大人600、高校生以下400 ／9:00 ～16:30 ／
火曜日（祝日の場合は翌日）

手錢記念館 0853-53-2000

月 日 催　物　名 会　場 料金／上映時間 問い合わせ先 電話番号

5

5（日） ☆ グラントワシアター 「ハルのふえ」
「アンパンマンが生まれた日」

グラントワ 〈前売〉一般1,000、会員800〈当日〉一般1,200、会員1,000、
子ども500 ／10:00 ・13：00 ・15：00

島根県芸術文化センター
「グラントワ」

0856-31-1860

11（土） ★ 名画劇場
「ル・アーヴルの靴みがき」

島根県民会館 〈前売〉一般1,000〈当日〉一般1,200、会員800、学生500、
小学生以下無料／14：00 ・18：30

島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556

12（日） 大田名画シアター「天地明察」
（第68期本因坊戦大田市開催記念上映）

大田市民会館 〈前売〉一般1,000〈当日〉一般1,200、シニア（60才以上）1,000、
高校生以下300 ／14：00 ・18：30

大田名画シアター事務局 0854-82-6630

18（土） ★ チェリヴァシアター「のぼうの城」 チェリヴァホール 〈前売〉一般1,300、会員1,000、シニア・小中高生500〈当日〉一般1,500、
会員1,200、シニア・小中高生700、未就学児無料／14：00 ・18：30

チェリヴァホール 0854-42-1155

25（土） 第17回さんびるシアター
「遺体　明日への十日間」

松江テルサ 〈前売〉一般・大学生1,000〈当日〉一般・大学生1,200、小中高生
500、未就学児無料／10:00 ・14：00 ・16：30

松江テルサ 0852-31-5550

6 15（土） ☆ グラントワシアター「北のカナリアたち」 グラントワ 〈前売〉一般1,000、会員800〈当日〉一般1,200、会員1,000、
子ども500 ／10:00 ・14：00 ・18：30

島根県芸術文化センター
「グラントワ」

0856-31-1860

月 日 催　物　名 会　場 料金／開催時間 問い合わせ先 電話番号

5

3
・ 4

（金）
（土）

ゴールデンウィークスペシャル創作活動
『ブルルンコプター』

浜田市世界
こども美術館

300 ／13:00 ～16:00 浜田市世界こども美術館 0855-23-8451

3
〜5

（金）
（日）

ゴールデンウイーク天体観察会 サヒメル 大人300、高校生以下無料［定員先着100名］／20:00 ・ 21:00 島根県立三瓶自然館　
サヒメル

0854-86-0500

3
〜5

（金）
（日）

親子で作ろう工作教室 サヒメル 100［要予約、定員こども20名］／13:00 ～15:00 島根県立三瓶自然館　
サヒメル

0854-86-0500

3
〜6

（金）
（月）

家族でわくわくフラワーフェスタ しまね花の郷 大人200、小中高生100 ／9:30 ～17:00 島根県花ふれあい公園
「しまね花の郷」

0853-20-1187

3
〜6

（金）
（月）

GW　サイエンスフェスティバル 出雲科学館 無料／10:00 ～16:00 出雲科学館 0853-25-1500

3
〜6

（金）
（月）

ゴールデンウィークスペシャル創作活動
『香りのこびん』

浜田市世界
こども美術館

300 ／13:00 ～16:00 浜田市世界こども美術館 0855-23-8451

4
・ 5

（土）
（日）

グラントワ大茶会 グラントワ 300（お茶席）／10:00 ～15:00 島根県芸術文化センター
「グラントワ」

0856-31-1860

4（土）・ 6/1（土）
7/6（土）

古文書を読む会（入門講座） 島根県立図書館 無料／10:00 ～11:30 島根県立図書館 0852-22-5725

5（日） こどもまつり 八雲立つ
風土記の丘

無料［一部有料コーナーあり］／10:00 ～15:00 島根県立
八雲立つ風土記の丘

0852-23-2485

5
・ 6

（日）
（月）

ゴールデンウィークスペシャル創作活動
『偏光板万華鏡』

浜田市世界
こども美術館

400 ／13:00 ～16:00 浜田市世界こども美術館 0855-23-8451

6（月） はじめてのバードウォッチング サヒメル 100［要予約、定員20名］／10:00 ～12:00 島根県立三瓶自然館　
サヒメル

0854-86-0500

6（月） 第10回くにびきメッセフリーマーケット 島根県立産業交流会館
（くにびきメッセ）

無料／10:00 ～15:00 島根県立産業交流会館
（くにびきメッセ）

0852-24-1111

8（水）・ 22（水）
6/12（水）・ 26（水）

親子で絵本を読む会 島根県立図書館 無料／11:00 ～11:30 島根県立図書館 0852-22-5725

11（土） アジサイ管理の公開講座 しまね花の郷 大人200、小中高生100 ／14:00 ～15:00 島根県花ふれあい公園
「しまね花の郷」

0853-20-1187

11（土） 島根大学公開講座：第56回島根大学ミュージ
アム講座 「遺跡分布からみた出雲平野の変遷」

スティックビル
（松江市白潟本町）

無料／13:00 ～14:30 島根大学ミュージアム 0852-32-6496

11（土） 第476回風土記の丘教室「山代郷南新造院跡（四
王寺跡）を再考する」 花谷浩氏（出雲市文化財課）

八雲立つ
風土記の丘

200 ／14:00 ～16:00 島根県立
八雲立つ風土記の丘

0852-23-2485

11（土） 【企画展 和歌と美術関連プログラム】
ワークショップ 「ハマグリに歌絵をかこう」

グラントワ 無料［要申込、定員先着20名、小学校3年生以下は保護者同伴］／
14:00 ～16:00

島根県芸術文化センター
「グラントワ」

0856-31-1860

11
・ 12

（土）
（日）

【木工】 
八角形のカラコロシロホンをつくろう

出雲科学館 無料［要整理券、定員各回先着16名、小学3年生以下は1名につき
保護者1名同伴］／10:30 ・13:30 ・15:30

出雲科学館 0853-25-1500

11
・ 12

（土）
（日）

【ホリデー創作】 『しゃぼん玉ホリデー』 浜田市世界
こども美術館

100 ／13:00 ～16:00 浜田市世界こども美術館 0855-23-8451

11（土）・ 6/8（土）
7/13（土）

お話の会 島根県立図書館 無料／13:30 ～14:30 島根県立図書館 0852-22-5725

12（日） 古文書に見る松江の歴史 松江歴史館 年会費1,000［要申込、定員50名］／14:30 ～15:30 松江歴史館 0852-32-1607

営業時間／9：00～18：00　
休  業  日／第2、第4月曜日
TEL.0852・22・5556　FAX.0852・26・2598

【島根県民会館 チケットコーナー】（松江市）

営業時間／9：00～18：30　
休  業  日／第2、第4火曜日
TEL.0856・31・1871　FAX.0856・31・1884

【島根県芸術文化センター「グラントワ」】
（益田市）（旧 しまね文化情報コーナー） ※2012年6月末より名称変更

1. チケット先行予約・割引購入
2. 島根県民会館名画劇場・グラントワシアターが割引料金に ！
3. 島根文化情報誌「キャッチ」、先行予約案内をお届け ！
4. 新規入会プレゼント ！
5. 提携店での優待サービス ※グラントワホール友の会のみ

《お知らせ》松江SATY東宝・割引サービスは2012年2月末で終了いたしました。

CATCHインターネットホームページ https://www.shimane-catchnavi.jp/

文化イベント情報を募集しています
6月以降の情報は、4月末までにご連絡ください

〒690-0887 島根県松江市殿町 158
TEL.0852-22-5505 FAX.0852-24-0109
catch1994@cul-shimane.jp

誌面スペース等の都合上、お寄せいただいた
情報の全てを掲載することはできません。
また、掲載可否についてのお返事はいたしかね
ますのであらかじめご了承くださいませ。

財団法人島根県文化振興財団は公益財団法人の認定を受け2012年10月1日より新たに公益法人とし
てスタートしました。これに合わせて名称を「公益財団法人しまね文化振興財団」に改め、自覚と責任を
持って島根の文化力向上に努めてまいります。

島根県民会館・グラントワホール

友の会会員募集

今月の
STORY 年会費2，000 円で、

主催事業のチケット割引、
先行予約や
映画鑑賞の割引など、
特典いっぱいI!

年会費

2，000円

メロディは、このヴァイオリンの音色をもっと
たくさんの人たちにきかせたいと思いました。
「ミュージカルのコンクールに出てみてはどう
でしょう？」リズムがいいました。
「でもみんなじぶんたちの力でつくるんです
よ。」
メロディとウーとブーは顔をみあわせました。
「うん、やろう！ やってみた～い！」
3人のきもちはつうじていました。
「では、決まりですね！」そのしゅんかん、キャッ
チ号がゴトゴトゆれ出しました！
キャッチ号には、たくさんのドアが…！！
「なんだろう？？」
そして、リズムは「いつまでもみまもっていま
す…。」といいのこして、空高くまっていきまし
た。
さあ、新しいたびのはじまりです。

ーつづく。

冒険というのは楽しくて、
それからちょっとこわい気
も。このイラストのポイン

トとなるキャッチ号はガラクタで出来ています。乗り
心地は悪そうだし故障だってするかもしれません。
でもなぜか乗ってみたくなる、旅を続けるうちに愛着
が増す。そんな、冒険にふさわしい乗り物を描いて
みたいと思いました。これからキャッチ号に乗ってど
んな旅が始まるのでしょう？お楽しみに！

ウー ブー メロディ

Illustrator

 ワタナベサチコさん
からの

Message

文化芸術がもっと身近になる！
家で、携帯で、手軽に文化情報をゲット♪
ホール・博物館・美術館・地元アーティスト…
島根の文化情報がここにある！

＜名称変更のお知らせ＞2012年10月より『公益財団法人 しまね文化振興財団』に名称が変わりました。

リズム
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6/14（金）
〜6/17（月）

【ギャラリー】第29回 島根書道協会展 島根県立美術館 無料／10:00 ～18:00（最終日16:00まで） 遠藤 0852-24-3543

6/20（木）
〜6/24（月）

第35回 島根県独立書人団益田支部書展 石見美術館 無料／10:00 ～18:30 島根県芸術文化センター
「グラントワ」

0856-31-1860

6/22（土）
〜6/24（月）

【ギャラリー】第25回 島根県健康福祉祭
シルバー美術展

島根県立美術館 無料／10:00 ～18:00（初日11:00から、最終日17:00まで） 島根県社会福祉協議会 0852-32-5981

6/26（水）
〜8/3（土）

【コレクション展】 かたちを見る 石見美術館 一般300、大学生200、小中高生無料／10:00 ～18:30 ／
火曜日

島根県芸術文化センター
「グラントワ」

0856-31-1860

6/26（水）
〜9/23（月）

出雲焼と漆壺斎
〜不昧公ゆかりの工芸〜

手錢記念館 大人600、高校生以下400 ／9:00 ～16:30 ／
火曜日（祝日の場合は翌日）

手錢記念館 0853-53-2000

月 日 催　物　名 会　場 料金／上映時間 問い合わせ先 電話番号

5

5（日） ☆ グラントワシアター 「ハルのふえ」
「アンパンマンが生まれた日」

グラントワ 〈前売〉一般1,000、会員800〈当日〉一般1,200、会員1,000、
子ども500 ／10:00 ・13：00 ・15：00

島根県芸術文化センター
「グラントワ」

0856-31-1860

11（土） ★ 名画劇場
「ル・アーヴルの靴みがき」

島根県民会館 〈前売〉一般1,000〈当日〉一般1,200、会員800、学生500、
小学生以下無料／14：00 ・18：30

島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556

12（日） 大田名画シアター「天地明察」
（第68期本因坊戦大田市開催記念上映）

大田市民会館 〈前売〉一般1,000〈当日〉一般1,200、シニア（60才以上）1,000、
高校生以下300 ／14：00 ・18：30

大田名画シアター事務局 0854-82-6630

18（土） ★ チェリヴァシアター「のぼうの城」 チェリヴァホール 〈前売〉一般1,300、会員1,000、シニア・小中高生500〈当日〉一般1,500、
会員1,200、シニア・小中高生700、未就学児無料／14：00 ・18：30

チェリヴァホール 0854-42-1155

25（土） 第17回さんびるシアター
「遺体　明日への十日間」

松江テルサ 〈前売〉一般・大学生1,000〈当日〉一般・大学生1,200、小中高生
500、未就学児無料／10:00 ・14：00 ・16：30

松江テルサ 0852-31-5550

6 15（土） ☆ グラントワシアター「北のカナリアたち」 グラントワ 〈前売〉一般1,000、会員800〈当日〉一般1,200、会員1,000、
子ども500 ／10:00 ・14：00 ・18：30

島根県芸術文化センター
「グラントワ」

0856-31-1860

月 日 催　物　名 会　場 料金／開催時間 問い合わせ先 電話番号

5

3
・ 4

（金）
（土）

ゴールデンウィークスペシャル創作活動
『ブルルンコプター』

浜田市世界
こども美術館

300 ／13:00 ～16:00 浜田市世界こども美術館 0855-23-8451

3
〜5

（金）
（日）

ゴールデンウイーク天体観察会 サヒメル 大人300、高校生以下無料［定員先着100名］／20:00 ・ 21:00 島根県立三瓶自然館　
サヒメル

0854-86-0500

3
〜5

（金）
（日）

親子で作ろう工作教室 サヒメル 100［要予約、定員こども20名］／13:00 ～15:00 島根県立三瓶自然館　
サヒメル

0854-86-0500

3
〜6

（金）
（月）

家族でわくわくフラワーフェスタ しまね花の郷 大人200、小中高生100 ／9:30 ～17:00 島根県花ふれあい公園
「しまね花の郷」

0853-20-1187

3
〜6

（金）
（月）

GW　サイエンスフェスティバル 出雲科学館 無料／10:00 ～16:00 出雲科学館 0853-25-1500

3
〜6

（金）
（月）

ゴールデンウィークスペシャル創作活動
『香りのこびん』

浜田市世界
こども美術館

300 ／13:00 ～16:00 浜田市世界こども美術館 0855-23-8451

4
・ 5

（土）
（日）

グラントワ大茶会 グラントワ 300（お茶席）／10:00 ～15:00 島根県芸術文化センター
「グラントワ」

0856-31-1860

4（土）・ 6/1（土）
7/6（土）

古文書を読む会（入門講座） 島根県立図書館 無料／10:00 ～11:30 島根県立図書館 0852-22-5725

5（日） こどもまつり 八雲立つ
風土記の丘

無料［一部有料コーナーあり］／10:00 ～15:00 島根県立
八雲立つ風土記の丘

0852-23-2485

5
・ 6

（日）
（月）

ゴールデンウィークスペシャル創作活動
『偏光板万華鏡』

浜田市世界
こども美術館

400 ／13:00 ～16:00 浜田市世界こども美術館 0855-23-8451

6（月） はじめてのバードウォッチング サヒメル 100［要予約、定員20名］／10:00 ～12:00 島根県立三瓶自然館　
サヒメル

0854-86-0500

6（月） 第10回くにびきメッセフリーマーケット 島根県立産業交流会館
（くにびきメッセ）

無料／10:00 ～15:00 島根県立産業交流会館
（くにびきメッセ）

0852-24-1111

8（水）・ 22（水）
6/12（水）・ 26（水）

親子で絵本を読む会 島根県立図書館 無料／11:00 ～11:30 島根県立図書館 0852-22-5725

11（土） アジサイ管理の公開講座 しまね花の郷 大人200、小中高生100 ／14:00 ～15:00 島根県花ふれあい公園
「しまね花の郷」

0853-20-1187

11（土） 島根大学公開講座：第56回島根大学ミュージ
アム講座 「遺跡分布からみた出雲平野の変遷」

スティックビル
（松江市白潟本町）

無料／13:00 ～14:30 島根大学ミュージアム 0852-32-6496

11（土） 第476回風土記の丘教室「山代郷南新造院跡（四
王寺跡）を再考する」 花谷浩氏（出雲市文化財課）

八雲立つ
風土記の丘

200 ／14:00 ～16:00 島根県立
八雲立つ風土記の丘

0852-23-2485

11（土） 【企画展 和歌と美術関連プログラム】
ワークショップ 「ハマグリに歌絵をかこう」

グラントワ 無料［要申込、定員先着20名、小学校3年生以下は保護者同伴］／
14:00 ～16:00

島根県芸術文化センター
「グラントワ」

0856-31-1860

11
・ 12

（土）
（日）

【木工】 
八角形のカラコロシロホンをつくろう

出雲科学館 無料［要整理券、定員各回先着16名、小学3年生以下は1名につき
保護者1名同伴］／10:30 ・13:30 ・15:30

出雲科学館 0853-25-1500

11
・ 12

（土）
（日）

【ホリデー創作】 『しゃぼん玉ホリデー』 浜田市世界
こども美術館

100 ／13:00 ～16:00 浜田市世界こども美術館 0855-23-8451

11（土）・ 6/8（土）
7/13（土）

お話の会 島根県立図書館 無料／13:30 ～14:30 島根県立図書館 0852-22-5725

12（日） 古文書に見る松江の歴史 松江歴史館 年会費1,000［要申込、定員50名］／14:30 ～15:30 松江歴史館 0852-32-1607

5

14
・ 6/11

（火）
（火）

図書館成人読書会 島根県立図書館 無料／13:00 ～15:00 島根県立図書館 0852-22-5725

17（金）・ 6/1（土）
7/6（土）

定期講座 「古文書を読む会」 プラバホール 年間実費（テキスト代）／13:30 ～15:30 松江市立中央図書館 0852-27-3220

18（土） 【リレー講座3】「出雲大社展が2倍楽しめ
る 担当学芸員のリレー講座」

古代出雲
歴史博物館

無料［要事前申込、定員100名］／13:30 ～15:30 島根県立
古代出雲歴史博物館

0853-53-8600

18（土） 第1回風土記植物園教室
〜初夏の植物を楽しむ〜

島根県立八雲立つ
風土記の丘

300［要申込、定員15名］／10:00 ～12:00 島根県立
八雲立つ風土記の丘

0852-23-2485

18（土） 松江歴史館バックヤードツアー 松江歴史館 無料［要予約、定員先着10組 ※ツアー後、基本・企画展示の観覧
希望者は団体料金に割引］／10:00 ～11:30

松江歴史館 0852-32-1607

18（土） 【企画展 和歌と美術関連プログラム】
グラントワ teaガーデン「和歌茶」

グラントワ 無料［定員先着100名、展覧会観覧券またはミュージアムパス
ポートが必要］／11:00

島根県芸術文化センター
「グラントワ」

0856-31-1860

18
・ 19

（土）
（日）

【ホリデー創作】 
『くるくるアニメーション』

浜田市世界
こども美術館

150 ／13:00 ～16:00 浜田市世界こども美術館 0855-23-8451

18（土）・19（日）
25（土）・26（日）

【ものづくり】 
きれいに咲かそう！ロウソクの花

出雲科学館 無料［要整理券、定員各回先着24名、小学1年生以下は1名につき
保護者1名同伴］／10:30 ・13:30 ・15:30

出雲科学館 0853-25-1500

18（土）・6/15（土）
7/20（土）

古文書を読む会（中世近世講座） 島根県立図書館 無料／13:30 ～15:00 島根県立図書館 0852-22-5725

19（日） 第1回サヒメル科学探検隊 サヒメル 無料［要予約、定員20名、対象 :小学校4 ～6年生］／
10:00 ～15:00

島根県立三瓶自然館　
サヒメル

0854-86-0500

19（日）・ 6/15（土）
7/13（土）

定期講座 「松江市史講座」 プラバホール 無料／14:00 ～16:00 松江市・史料編纂室 0852-55-5378

19（日）・ 6/16（日）
7/21（日）

しまね文学散歩 島根県立図書館 無料／10:00 ～12:00 島根県立図書館 0852-22-5725

19（日）・ 6/16（日）
7/21（日）

お父さんといっしょに絵本を読む会 島根県立図書館 無料／11:00 ～11:30 島根県立図書館 0852-22-5725

20（月） 島根県同和教育推進協議会連合会 
総会・研究集会

グラントワ 無料／11:00 益田市人権センター 0856-31-0413

24（金） 藤岡大拙と学ぶ松江藩主ものがたり 松江歴史館 無料［要申込、定員50名］／10:00 ～11:30 松江歴史館 0852-32-1607

25（土） ジャズセッションラボ
〜ジャズセッションしたい人、集合！〜

島根県民会館 １回1,000［要申込］／18：00 ～21：00 島根県民会館 0852-22-5502

25（土） 【リレー講座4】「出雲大社展が2倍楽しめ
る 担当学芸員のリレー講座」

古代出雲
歴史博物館

無料［要事前申込、定員100名］／13:30 ～15:30 島根県立
古代出雲歴史博物館

0853-53-8600

25（土） 【観察】 
天体観望会 春の星座と土星をみよう

出雲科学館 無料［中学生以下保護者同伴、時間内自由出入］／
19:30 ～20:30

出雲科学館 0853-25-1500

25
・ 26

（土）
（日）

【ホリデー創作】 『藍染のハンカチ』 浜田市世界
こども美術館

300 ／13:00 ～16:00 浜田市世界こども美術館 0855-23-8451

25（土）・ 6/22（土）
7/27（土）

定期講座 「小泉八雲に学び・親しむ」 プラバホール 年間実費（テキスト代）／13:30 ～15:00 松江市立中央図書館 0852-27-3220

25（土）・ 6/22（土）
7/27（土）

子どもおたのしみ会 島根県立図書館 無料／10:00 ～11:00 島根県立図書館 0852-22-5725

26（日） 中筋グループ60周年記念事業
紙芝居フォーラム in しまね

島根県民会館 無料／13:30 紙芝居実行委員会 0853-22-8111

26（日） 【夏季特別企画展】「さんべ恐竜王国」プレ
イベント　太古の恐竜化石を掘り出そう！

サヒメル 大人600、高校生以下無料 島根県立三瓶自然館　
サヒメル

0854-86-0500

26（日） 春のノルディックウォーク in三瓶山 北の原キャンプ場 500［ポールレンタル料含む、要予約、定員30名］ 島根県立三瓶自然館　
サヒメル

0854-86-0500

26（日） 勾玉作り 松江歴史館 500［要申込、定員20名］／13:30 ～15:30 松江歴史館 0852-32-1607

26（日） 風土記の丘史跡ウォーク
〜初夏を歩く、西百塚山古墳群〜

八雲立つ
風土記の丘

200［要申込、定員30名、雨天中止］／13:00 ～15:00 島根県立
八雲立つ風土記の丘

0852-23-2485

6

2（日） シンポジウム「出雲大社と神々のものがたり
―風土記説話の謎をとく―」

大社文化プレイス
うらら館

無料／13:00 ～16:30 島根県古代文化センター 0852-22-6725

4（火） 進路なんでも相談会（株）さんぽう グラントワ 無料／16:00 株式会社 さんぽう 082-568-2323

8（土） 島根大学公開講座：第57回島根大学ミュージ
アム講座 「小さな化石を利用した景観の復元」

スティックビル
（松江市白潟本町）

無料／13:00 ～14:30 島根大学ミュージアム 0852-32-6496

13（木） 大学・短期大学・専門学校進学相談会 グラントワ 無料／16:00 株式会社　栄美通信 082-245-7927

営業時間／9：00～18：00　
休  業  日／第2、第4月曜日
TEL.0852・22・5556　FAX.0852・26・2598

【島根県民会館 チケットコーナー】（松江市）

営業時間／9：00～18：30　
休  業  日／第2、第4火曜日
TEL.0856・31・1871　FAX.0856・31・1884

【島根県芸術文化センター「グラントワ」】
（益田市）（旧 しまね文化情報コーナー） ※2012年6月末より名称変更

1. チケット先行予約・割引購入
2. 島根県民会館名画劇場・グラントワシアターが割引料金に ！
3. 島根文化情報誌「キャッチ」、先行予約案内をお届け ！
4. 新規入会プレゼント ！
5. 提携店での優待サービス ※グラントワホール友の会のみ

《お知らせ》松江SATY東宝・割引サービスは2012年2月末で終了いたしました。

CATCHインターネットホームページ https://www.shimane-catchnavi.jp/

文化イベント情報を募集しています
6月以降の情報は、4月末までにご連絡ください

〒690-0887 島根県松江市殿町 158
TEL.0852-22-5505 FAX.0852-24-0109
catch1994@cul-shimane.jp

誌面スペース等の都合上、お寄せいただいた
情報の全てを掲載することはできません。
また、掲載可否についてのお返事はいたしかね
ますのであらかじめご了承くださいませ。

財団法人島根県文化振興財団は公益財団法人の認定を受け2012年10月1日より新たに公益法人とし
てスタートしました。これに合わせて名称を「公益財団法人しまね文化振興財団」に改め、自覚と責任を
持って島根の文化力向上に努めてまいります。

島根県民会館・グラントワホール

友の会会員募集

今月の
STORY 年会費2，000 円で、

主催事業のチケット割引、
先行予約や
映画鑑賞の割引など、
特典いっぱいI!

年会費

2，000円

メロディは、このヴァイオリンの音色をもっと
たくさんの人たちにきかせたいと思いました。
「ミュージカルのコンクールに出てみてはどう
でしょう？」リズムがいいました。
「でもみんなじぶんたちの力でつくるんです
よ。」
メロディとウーとブーは顔をみあわせました。
「うん、やろう！ やってみた～い！」
3人のきもちはつうじていました。
「では、決まりですね！」そのしゅんかん、キャッ
チ号がゴトゴトゆれ出しました！
キャッチ号には、たくさんのドアが…！！
「なんだろう？？」
そして、リズムは「いつまでもみまもっていま
す…。」といいのこして、空高くまっていきまし
た。
さあ、新しいたびのはじまりです。

ーつづく。

冒険というのは楽しくて、
それからちょっとこわい気
も。このイラストのポイン

トとなるキャッチ号はガラクタで出来ています。乗り
心地は悪そうだし故障だってするかもしれません。
でもなぜか乗ってみたくなる、旅を続けるうちに愛着
が増す。そんな、冒険にふさわしい乗り物を描いて
みたいと思いました。これからキャッチ号に乗ってど
んな旅が始まるのでしょう？お楽しみに！

ウー ブー メロディ

Illustrator

 ワタナベサチコさん
からの

Message

文化芸術がもっと身近になる！
家で、携帯で、手軽に文化情報をゲット♪
ホール・博物館・美術館・地元アーティスト…
島根の文化情報がここにある！

＜名称変更のお知らせ＞2012年10月より『公益財団法人 しまね文化振興財団』に名称が変わりました。

リズム
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ギャラリー・シネマ情報満載

島根文化情報誌
［キャッチ］

古紙パルプ配合率100％再生紙を使用

皆様に
愛されて
19周年

しまね文化振興財団 〒690-0887 島根県松江市殿町158　TEL.0852-22-5505　FAX.0852-24-0109　E-mail:catch1994@cul-shimane.jp

安来市　安来市民会館、和鋼博物館、足立美術館、加納美術館、道の駅あらエッサ、
夢ランドしらさぎ、道の駅広瀬・富田城、安来市立図書館、はくた文化学習館中央
図書室
松江市　プラバホール、鹿島文化ホール、島根県民会館、メテオプラザ、松江市
八雲社会福祉センター アルバホール、宍道町ふれあい交流館ギャラリー C、松江
テルサ、くにびきメッセ、いきいきプラザ島根、島根県立美術館、八雲立つ風土記の丘、
来待ストーン、玉造温泉ゆ～ゆ、鹿島多久の湯、きまち湯治村「大森の湯」、ゆうあ
い熊野館、井上楽器、タカキ楽器店、イオン松江店 3F サービスコーナー、今井書
店グループセンター店、道の駅本庄、道の駅秋鹿なぎさ公園、島根県立図書館、松
江市立図書館、島根図書館、松江市東出雲ふれあい会館、東出雲図書館
出雲市　平田文化館、ビッグハート出雲、出雲市民会館、スサノオホール、大社文
化プレイスうらら館、多伎コミュニティセンター、出雲文化伝承館、宍道湖自然館ゴ
ビウス、手錢記念館、出雲科学館、古代出雲歴史博物館、今岡美術館、しまね花の郷、
出雲駅前温泉らんぷの湯、ゆかり館、北山健康温泉、多伎いちじく温泉、出雲ゆう
プラザ、出雲平成温泉、割烹温泉ゆらり、アツタ楽器、大島屋楽器店、道の駅大
社ご縁広場 吉兆館、道の駅キララ多伎、出雲中央図書館、佐田図書館、湖陵図書館、
平田図書館、海辺の多伎図書館、大社図書館、斐川文化会館、荒神谷博物館、出
雲キルト美術館、道の駅湯の川、ひかわ図書館
雲南市　アスパル、加茂文化ホールラメール、古代鉄歌謡館、チェリヴァホール、
鉄の歴史博物館、おろち湯ったり館、道の駅さくらの里きすき、道の駅掛合の里、
木次図書館、大東図書館、加茂図書館
奥出雲町　横田コミュニティーセンター、奥出雲多根自然博物館、絲原記念館、亀
嵩温泉玉峰山荘、道の駅酒蔵奥出雲交流館、道の駅奥出雲おろちループ
飯南町　道の駅頓原、道の駅赤来高原、飯南町立図書館
大田市　大田市民会館、パルインフォメーション、あすてらす、サンレディー大田、

石見銀山資料館、石見銀山世界遺産センター、三瓶自然館 サヒメル、仁摩サンド
ミュージアム、大田市中央図書館、仁摩図書館、温泉津図書館
江津市　江津市総合市民センター、江津市コミュニティーセンター（桜江町）、水ふ
れあい公園水の国 MUSEUM104°、今井美術館、江津グリーンモールインフォメー
ション、江津市図書館、江津市図書館桜江分館、少年自然の家
浜田市　石央文化ホール、浜田市世界こども美術館、しまね海洋館アクアス、石正
美術館、みずほ楽器、道の駅ゆうひパーク浜田、道の駅ゆうひパーク三隅、島根県
立図書館 西部読書普及センター、浜田図書館、金城図書館、旭図書館
益田市　島根県芸術文化センター「グラントワ」、ふれあいホールみと、匹見タウン
ホール、ふれあい匹見峡温泉やすらぎの湯、宮内オリエント商会本店、宮内オリエ
ント商会 JR 益田駅店、サウンド・パレット、キヌヤ益田ショッピングセンター1階案
内所、岩田ピアノセンター、渋谷書店、山陰中央新報文化センター益田教室、ブッ
クセンタージャスト高津店、道の駅匹見峡、道の駅サンエイト美都、益田市立図書館、
美都図書館
吉賀町　柿木基幹集落センター、六日市基幹集落センター、むいかいち温泉ゆらら、
カスヤ書店、道の駅かきのきむら、吉賀町立図書館
邑南町　道の駅瑞穂、邑南町立図書館、邑南町立図書館石見分館／矢上公民館、
邑南町立図書館羽須美分館
川本町　悠邑ふるさと会館、道の駅インフォメーションセンターかわもと、かわもと
図書館
津和野町　日原山村開発センター、日原天文台、安野光雅美術館、文豊堂、日原
中央公民館、道の駅津和野温泉なごみの里、道の駅シルクウェイにちはら、津和野
図書館、日原図書館
隠岐　隠岐島文化会館、隠岐自然館、隠岐の島町図書館、西ノ島町立中央公民館

この他にもショッピングセンター、公民館などにも配布しています。

配布
場所

［キャッチ］島根文化情報誌

コンサート・演劇・舞踊
ギャラリー・シネマ情報満載

毎月無料で25日発行! P.15をチェック

読者
の声

のココが

お気に入り

島根県内の文化情報を網羅した総合文化情報誌「キャッチ」。
平成6年5月の創刊以来発行を重ね、毎月無料で県内外市町村・公共
ホール・図書館・美術館・博物館・プレイガイド・温泉施設・道の駅・県内

コンビニエンスストア（LAWSON、FamilyMartのみ）など、
約500ヶ所以上に配布しています。

映画の達人コンビが、
前から!裏から!斜めから!?映画を語る
Mue&Saiのシネマ恋恋

島根県川本町に少し変わった（?）古本屋を開い

た元・一橋大学大学院生によるまちおこし騒動

古書店主の
まちおこし

毎月替わる執筆者が、島根を話題に

日々つれづれなるものをとりあげる

しまね連れづれ草

毎月ストーリーを展開。
ボクたちが繰り広げる
物語をお楽しみに !

文化に触れたついでに訪れた街を探索するのもまた楽しいもの。島根の街の見どころを案内します。
メロディの小さな旅

島根県内の
旬なイベン

ト情報が入
手できる!

4つのコラムが面白い!

Catch美術館であなたの作品が誌面に！
あなたの絵画、写真、書を送ってオリジナルグッズを集めよう!

毎月の映画情報が分かる!

チケットプレゼントが当たる!

メロディウー

リズム

ブー

切り取ってカレンダーにできる!

あなたの街でも
       『キャッチ』を見付けてね !

『キャッチ』のキャラクターをご紹介！


