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春の　　　イベント特集
島根県民会館

島根県民会館からのお知らせです！

参加者募集！

エレファントカシマシ

キエフ・クラシック・バレエ

沢田研二 50周年記念LIVE

ブラスト！：
ミュージック・オブ・ディズニー

浜田真理子コンサート

Ｍ＆Ｏplaysプロデュース

コメディ作品の名手で作・演出家の倉持裕がお届けする「鎌塚氏」シリーズ
第４弾の島根県民会館公演が決定！生真面目で融通のきかない執事・鎌塚
氏が、あるお屋敷で起こる殺人事件を解決するために奮闘する新作コメ
ディ。出演は、NHK朝の連続テレビ小説「あさが来た」の亀助役で大ブレイ

クを果たした三
宅弘城が４度目
の鎌塚氏に挑み
ます。
鎌塚氏の相棒に
はシリーズ初参
加となる二階堂
ふみがキャス
ティング。個性
的で賑やかな顔
ぶれが集結する
シリーズ最新作
をお楽しみに！！

島根県民会館の舞台技術職員が講師となり、１年間の
研修を通して、舞台 ･音響 ･照明などの基礎的な知識
と技術習得を学びます。前半は８月予定の「搬入口ラ
イブ」に向けて研修を行います。座学だけでなく、実際
の公演へのスタッフ参加など実践的な研修会。未経験
の方もぜひどうぞ！

最新チケット情報

鎌塚氏、腹におさめる

島根県民会館
舞台スタッフ研修会

待望のシリーズ第４弾！
完璧なる執事・鎌塚アカシが帰ってくる！

舞台の裏側や裏方の仕事に興味がある方、
ぜひご参加ください！

作・演出：倉持　裕	
出演：三宅弘城、二階堂ふみ、眞島秀和、
　　　谷田部俊、玉置孝匡、猫背椿、大堀こういち

問 島根県民会館チケットコーナー　☎0852-22-5556
問 島根県民会館 施設利用課 施設管理・舞台振興グループ
 　☎0852-22-5510

時 開場18：30／開演19：00
￥ 全席指定　〈Ｓ席〉一般6,800円、小中高生3,700円
	 　		〈Ａ席〉一般5,800円、小中高生3,200円時 18：00～20：00（予定）

￥ 年会費1,800円（保険料・資料代）

5月6日（土） 10月28日（土）

今秋予定

毎月

7月4日（火）

7月31日（月）

9月〜11月

9月5日（火）

島根県民会館	大ホール（松江市殿町）

島根県民会館	中ホール（松江市殿町）

※Ａ席は舞台セットの状況によって見えづらい場合がございます。あらかじめご了承のうえお求めください。
※【小中高生】の券は、島根県民会館チケットコーナー・島根県民会館オンラインチケットのみで販売します。
　公演当日に学生証が必要です。

※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。

※未就学児入場不可

撮影：三浦憲治

エレファントカシマシ

ブラスト！ キエフ・クラシック・バレエ

5.12 金

9.5 火

託児あり
要予約
8/29	締切

島根県民会館
年間スケジュール2017

この他にも多彩なイベントを予定しています。
どうぞお楽しみに！

しまね映画祭

寄席普及公演

劇団四季「アンデルセン」

名画劇場M&Oplaysプロデュース

「鎌塚氏、腹におさめる」

ワークショップなどを通じて文化芸
術を体験したり将来の文化芸術活動
を担う人材を育成します。

作品作りを通じて、文化
芸術活動の活性化と継
承・発展を目指します。

島根県民会館では今年も
会館の外に飛び出し、県
内各地で文化事業に取り
組みます！

島根県民会館では、主に県内で活動する文化団体の拠点以外の
地域（市町村）で行う公演を支援します。活動の新しい可能性を
切り開き、島根県民会館と一緒に島根に暮らす方々に素敵な公
演を届けましょう！

2017年4月28日（金）～5月30日（火）[必着]
※応募方法等の詳細については、下記の島根県民会館のHP参照
http://www.cul-shimane.jp/hall.

＊ステージ・クリエイター養成講座	〈5月〉
＊アートマネジメント講座	〈通年〉
＊ステージテクニカルアカデミー	〈年2回〉
＊舞台技術研修会	〈年1回〉

＊こどもミュージカル	〈７月〉
＊ダン活支援	〈１月〉
＊伝統芸能公演	

＊芸術家学校派遣
＊地域ステージ
＊しまね映画塾	〈6～11月〉

県民会館では、こんな事業も行っています！ 「県内アーティスト発掘公演事業」公演活動支援！

6/17 土
チケット
発売開始

友の会先行予約あり

【そだてる】 【つくる】 【館外事業】 県内で活動する文化団体の出前公演を支援します！

11月25日（土）

研修の様子

宵のコンサート（2016年）

〈過去の実践研修〉

搬入口ライブ（2015年）

募　集
受付期間

※毎月開催

11月15日（水）
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春の　　　イベント特集

おすすめイベント

キャッチ編集部が注目する県内の団体やスポットなどをご紹介します！

キャッチアイ

注　目

時 20日  10：00〜20：00
　 21日  10：00〜17：00
￥ 無料　※有料コーナーあり

時 1回目  開場10：30／開演11：00　 2回目  開場13：30／開演14：00
￥ 全席自由　〈前売〉一般2,000円、会員1,700円、高校生以下1,000円
　　　　　　 〈当日〉一般2,500円、会員1,700円、高校生以下1,500円

時 開場13：30／開演14：00
￥ 〈S席〉一般5,600円／学生2,800円
　 〈A席〉一般5,100円／学生2,600円
　 〈B席〉一般4,000円／学生2,000円
　 〈C席〉一般2,200円／学生1,100円

時 開場18：00／開演18：30
￥ 全席自由 
　 〈前売〉一般1,000円、高校生以下500円 〈当日〉一般1,200円、高校生以下700円

問 COVAr おやつさろんcafe
　 小早川　☎090-8247-5671 問 グラントワ　☎0856-31-1860

問 プラバチケットコーナー
 　☎0852-27-6400問 大田市民会館　☎0854-82-0938

5 名様

結成 平成16年4月　
所在地 益田市
分野 舞踊（ジャズダンス）
活動 レッスンやイベント参加を通
して、ダンスの楽しさ、素晴らし
さを伝えることにより、次世代の
育成や地域の活性化に貢献してい
ます。

結成 平成24年4月　
所在地 浜田市　分野 音楽
活動 「子供たちに音楽を！」をモッ
トーに、子供も大人も楽しめるコ
ンサートを行っています。

受賞者
から

ひとこ
と受賞者

から

ひとこ
と

企画展

平成28年度 島根県文化奨励賞 受賞者決定！

M・Y・Z（エム・ワイ・ズィー） Duo・Affetti
（デュオ・アフェッティ）

県内の個人・団体で文化芸術の分野において、積極的に創作・発表を続け、将来の活躍が期待される
方々に毎年贈られている「島根県文化奨励賞」。平成28年度は、この２団体が選ばれました。

幼児から大人まで約60人のメンバー
がダンスを楽しんでいます♪

小さなお子様も赤ちゃんも安心して
コンサートに来てくださいね！

※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。

※本公演の観劇対象は5歳以上です。

過去の公演より

©日本コロムビア株式会社

街角日常藝術 音楽と風景in松江 vol.2 劇団あしぶえ
「セロ弾きのゴーシュ　グラントワ公演」

イル・デーヴ和太鼓で奏でる石見銀山歴史物語
〜龍が導きし輝く歴史〜

カラコロ工房（松江市殿町）
グラントワ 小ホール（益田市有明町）

プラバホール (松江市西津田) 

大田市民会館 大ホール
（大田市大田町）

松江に音楽やアートでいっぱいの風景が
広がる２日間のイベント！
今年は広島県尾道の同名のイベントと中
国やまなみ街道を越えて共催します！
地元や広島、岡山で活躍するジャンルを
越えた演奏家による路上ライブ、市民有
志によるミュージカルフラッシュモブ、
ライブアート、ウクレレ体験教室、大道
芸、こだわりマルシェなど、楽しい企画盛
りだくさん！

楽長から叱られ続け
て い た セ ロ 弾 き の
ゴーシュ。でも動物
たちと出会い、人の
心を打つ演奏ができ
るようになります。
28年間ロングラン
上演され、３万６千
人が観た名作のグラ
ントワ初公演です。

イギリスの人気ボーカルグループを自虐的に
もじった「IL DEVU(イル・デーヴ )」は、総重量約
500kg の超・重量級クラシック・ボーカル・グルー
プ。年齢を問わず楽しめるユーモアたっぷりの
コンサートです。ぬくもりモリモリあふれる、
暑苦しくもシアワセなひとときをあなたに！

松江の街角がアートでいっぱいに！

（協力・益田おやこ劇場）

キャッチ編集部が厳選した県内のおすすめイベントをご紹介！

総重量約500kg !!
太メンたちの、ふくよかなアンサンブル!!石見銀山の世界遺産

登 録10周 年 を 記 念
して、語りと太鼓の
響きで、銀山の歴史
を表現した創作組曲
の公演。
演奏は、結成30周年
を迎える石見銀山天
領太鼓。貴重な文化
遺産の素晴らしさや
歴史を感じてみませ
んか。

5.20 土  ・21 日

5.27 土 6.3 土

6.4 日

チケプレ

ペア 2 組様

【第１部】和太鼓ワークショップ演奏発表「打
だ

喜
き

揚
よう

々
よう

」
【第２部】創作和太鼓組曲「龍が導きし輝く歴史」

プログラム

出演・プログラム

＊都合により曲目など内容を変更する場合
　がございます。予めご了承ください。

【出演】
イル・デーヴ
♪望月哲也（テノール） 
♪大槻孝志（テノール）
♪青山　貴（バリトン） 
♪山下浩司（バスバリトン）
♪河原忠之（ピアニスト）

【プログラム】
♪ふるさとの四季
♪涙そうそう
♪見上げてごらん夜の星を
♪いのちの歌　ほか

託児あり
要予約

5/28 締切

託児あり
要予約

5/27 締切

チケプレ

 2 組様
ペア

【A席】
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Mue & Sai

永い言い訳
島根県民会館 中ホール

グラントワ 小ホール

入〈前売〉一般1,000円、会員800円
　〈当日〉一般1,200円、会員1,000円
　　　　学生500円、小学生以下無料
問 島根県民会館文化事業課　☎0852・22・5502

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（3歳〜小学6年生以下）
問 島根県芸術文化センター「グラントワ」
　☎0856・31・1860

石央文化ホール 大ホール

松江テルサ 7 階ドームシアター 

大田市民会館 大ホール

入〈前売〉大人1,200円、学生（小中高大生）600円 
　〈当日〉大人1,400円、学生（小中高大生）800円

問 石央文化ホール
　☎0855・22・2100

入〈前売〉一般1,000円
　〈当日〉一般・大学生1,200円
　　　　小中高生500円
問 松江テルサ　☎0852・31・5550

入〈前売〉一般1,000円
　〈当日〉一般1,300円、シニア1,000円、小中高生500円
問 大田名画シアター事務局　☎0854・82・6630

不倫相手と密会中に、妻を事故で
亡くした作家と、母を亡くした子供
たちが出会ったことで、「あたらしい
家族」の物語が動きはじめる。

（2016年／日本／124分）

映画初主演の杏がひょんなことから
お年寄りばかりのアマチュア・オー
ケストラへ入団する高校教師を演じ
る。笹野高史、左とん平、小松政夫ら
コメディを得意とする俳優陣が脇を
固めお届けするエンタテインメント
作品！（2016年／日本／103分）

14：00/18：30 10:00/14:00

14：00/18：30

1991年—2001年—2011年。
クロアチア 紛 争を背景に、３つの
時代の異なる愛のエピソードを同じ
俳優たちが演じる斬新で類のない
試みでカンヌ国際映画祭「ある視点」
部門の審査員賞に輝いた作品。

（2015年 /クロアチア・スロベニア・
セルビア /123分）

愛犬を病気で亡くした監督自らが、
４年にわたり取材したドキュメンタ
リー映像に、監督を主人公とするド
ラマを加えた、ドキュメンタリードラ
マ。犬と猫の命の現場でゆれる取材
者の気持ちをリアルに描きます。

（2015年／日本／107分）

監督：ダリボル・マタニッチ
出演：ティハナ・ラゾヴィッチ
　　　ゴーラン・マルコヴィッチ ほか 監督：西川美和

出演：本木雅弘、竹原ピストル　ほか

監督：細川徹
出演：杏、坂口健太郎
　　　笹野高史　ほか

監督・脚本・プロデューサー：山田あかね
出演：小林聡美、上川隆也
　　　犬猫みなしご救援隊　ほか

©Kinorama, Gustav film, SEE Film Pro

©2016「永い言い訳」製作委員会

※PG-12
　12歳未満の方は、保護者の助言・指導が必要です。

©2016 荒木源・小学館／「オケ老人！」
製作委員会

© スモールホープベイプロダクション

各国で深い共感と熱い感動を呼ぶ
“クロアチア版ロミオと
ジュリエット”

笑って泣いて、また笑う！
痛快クラシック音楽
エンタテインメント！

名前のない犬たちと
彼らを救い出す人々を描いた
感動のドキュメンタリードラマ

映画館の少ない島根県では
公共ホールで映画を上映しています。

犬に名前をつける日 オケ老人！

灼　熱 05.13
（土）

05.13
（土）

05.21
（日）

★ミニコンサート
　　（13:30 〜 13:50）
★石央フリーマーケット祭
　　（9:00 〜 15:00）

大田名画
シアター

名画劇場

石央文化
ホール

PG-12 ※

05.13
（土）

グラントワ
シアター

10:00/14:00/18:30

05.27
（ 土）さんびる

シアター 10:00/14:00

となって近くの川辺で発見されるのだった。あ
の時、ドアを開けていたら、彼女は死なずにす
んだのかもしれない。ジェニーは見ず知らずの
彼女の身元を調べようと、独自の方法で動きだ
す。少女の手がかりを探しながら、同時にそれ
はジェニー自身を見つめなおす時間にもなって
いき…。

ダルデンヌ兄弟いわく、川辺で亡くなって
いた少女はヨーロッパにたどり着けず地中海で
亡くなった人々。ジェニーが閉ざした扉はヨー
ロッパが移民に対して閉ざした扉を意味してい
るのだそうです。今こそ世界が観るべき作品か
もしれません。

相反してほぼノーマーク。劇場で観た予告
編ではコミカルな要素が強いと感じ、すっかり
油断。その結果号泣してしまったのが、ヴィゴ・
モーテンセン主演『はじまりへの旅』でした。
冷静に確認すれば第 89 回アカデミー賞主演男
優賞ノミネートに、第 69 回カンヌ国際映画祭
ある視点部門監督賞を受賞していました。監督
は俳優としても活躍するマット・ロスという人
で、今作が長編２作目。もちろん私のご贔屓監

新作が上映されたら観に行こう！そう決めてい
る、私の映画監督リストの中にベルギーの巨匠ダル
デンヌ兄弟が入っています。彼らの作品との出会い
は、20 年近く前に名画劇場で観た『ロゼッタ』。そ
れ以降、気がつけば全ての作品を観てきました。現
代社会の問題点を淡々と浮き彫りにするダルデンヌ
兄弟の語り口と、神々しくも現実味のある光をま
とったラストシーンを確認したくて、毎回観に行っ
ているように感じます。最新作『午後 8 時の訪問者』
もまた、そんなダルデンヌ兄弟ならではの世界観が、
あたたかく心に届く作品でした。

主人公の女医ジェニーが知人の老齢医師の代わ
りに務める診療所。ある夜、時間外の午後 8 時に呼
鈴が鳴った。けれど彼女は出ないことを選択。しか
し翌日、その呼鈴を鳴らした少女が身元不明の遺体

督リストに即入れました（笑）。
大森林に暮らすキャッシュ一家。父親のベ

ン（ヴィゴ・モーテンセン）と 6 人の子供たち
は、現代生活とはかけ離れた自給自足の生活を
送っている。ある日、精神を病み入院していた
妻の訃報が届くのだった。ママに会いたいとい
う子供たちの願いを叶えるため、そして仏教徒
である妻の亡骸を教会から救い出すため、一家
は 2,400 キロのバスの旅に出ることに…。

まさに現代のヒッピー。ベンの子育てには
共感する部分も沢山ありました。けれど子供達
の成長や現実社会が、一家の形を変えてゆくの
もまた真実。信念を持ちつつ、社会と折り合い
をつけた時、彼らは最高に魅力的な進化を遂げ
たのでした。

原題は『CAPTAIN FANTASTIC』。ベンを
表わす実に的確なタイトルです。親も子も、迷
いながら共に育てばいい。ベンが全身で、そう
伝えてくれた気持ちになりました。

私のご贔
ひい き

屓監督リスト（一部抜粋）

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

チケプレ

ペア 2 組様

チケプレ【18：30】

ペア 2 組様

託児あり
要予約
5/6 締切

託児あり
要予約
5/6 締切

同 日
開 催
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が募る浦島子は、ついに亀比売と別れ、
故郷に戻ることを決意します。その別れの
際に、亀比売は「けっして開けてはいけま
せん」ということばを添え、玉

たまくしげ

匣（化粧箱）
を浦島子に授けましたが、故郷に到着し
た浦島子は、すでに３００年以上過ぎて
いたことを知り、悲しみに暮れ、亀比売の
ことを思って、約束を破り、玉匣を開けて
しまいます。そうすると、かぐわしい香の
匂いが天上に昇っていきました。
現在、私たちが知っている「浦島太郎」
の話と違うところ、例えば、いじめられて
いる亀を助けるところが亀を釣るとなってい
る点やその亀が女性になる点などもありま
すが、「風土記」の「浦島子」が「浦島太
郎」の原型であることは間違いないでしょ
う。「風土記」の「浦島子」が時代を経る
とともに、少しずつ変化を遂げながら、現
在の「浦島太郎」になっていくのです。
現在、私たちの知っている話が「風土
記」に記されている―。「風土記」やそ

こに記された伝承が語り継がれ、読み継
がれている証といえるのではないでしょう
か。是非、古代出雲歴史博物館開館 10
周年記念企画展「出雲国風土記―語り継
がれる古代の出雲―」（～５月16日）で、
それを実感してみてください。

　古代出雲歴史博物館　吉永壮志

むかしむかし浦島は　助けた亀に連れられて
竜宮城へ来てみれば　絵にもかけない美しさ。
浦島太郎の歌というと、某携帯電話会社の
ＣＭで、浦島太郎に扮

ふん

したある俳優が歌った
ものを思い浮かべる方もいるかもしれませんが、
長らく知られていたのは、先に引用した童謡「浦
島太郎」ではないかと思います。
小さいころ、絵本の「浦島太郎」を読んでも
らいながら、童謡の「浦島太郎」を一緒に歌っ
たという方もいるのではないでしょうか。
さて、その「浦島太郎」の話、実は「風土
記」にも登場します。現在の京都府北部にあた
る丹

た ん ご

後国の「風土記」に記されていたようです
が、「丹後国風土記」そのものは残っておらず、
その一部が他書に引用される形で知られるだ
けです。そこには「浦

うらし ま こ

島子」とあり、おおよそ
以下のような話になっています。
浦島子が釣った亀が女性（亀

か め ひ め

比売）となり、
２人は遙か彼方の海上にある大きな島に赴きま
した。そこでは、宴

うたげ

が催され、２人はやがて
結ばれますが、３年経ち、両親に会いたい思い

浦
島
太
郎
と「
風
土
記
」

 縮緬本 浦島太郎 スペイン語版
［古代出雲歴史博物館所蔵］

広 告

NHK交響楽団演奏会N響が贈る芳醇なひととき

■お問い合わせ　アルテプラザ／鳥取県文化振興財団西部事務所（米子天満屋4階）  ℡0859-38-5127 （第１・３・５火曜日を除く１０：００～１９：００）

日  時

会  場
全席指定全席指定
料　金

※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。【託児サービスあり・7/2（日）締切】
※高校生以下チケットで入場の際は、学生証等の提示が必要な場合があります。
※車いす席（S席価格）は、米子市公会堂で取扱います。

※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。【託児サービスあり・7/2（日）締切】
※高校生以下チケットで入場の際は、学生証等の提示が必要な場合があります。
※車いす席（S席価格）は、米子市公会堂で取扱います。

米子市公会堂 大ホール
（米子市角盤町2-61）

米子市公会堂 大ホール
（米子市角盤町2-61）

開演１8：30
（開場17：45）
開演１8：30
（開場17：45）7月18日（火）7月18日（火）

［主催］（公財）鳥取県文化振興財団・（一財）米子市文化財団［主催］（公財）鳥取県文化振興財団・（一財）米子市文化財団

アルテプラザ／米子市公会堂／米子市文化ホール／とりぎん文化会館
倉吉未来中心／島根県民会館／ローソン［Ｌコード：６１３６４］※座席指定不可
鳥取県文化振興財団インターネット・チケットサービス

アルテプラザ／米子市公会堂／米子市文化ホール／とりぎん文化会館
倉吉未来中心／島根県民会館／ローソン［Ｌコード：６１３６４］※座席指定不可
鳥取県文化振興財団インターネット・チケットサービス

【指揮】ラファエル・パヤーレ
【ソリスト】ヴァディム・レーピン（ヴァイオリン）
【曲目】
ブラームス：悲劇的序曲 作品81
ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 作品26
チャイコフスキー：交響曲第4番 へ短調 作品36

【チケット取扱い】

Ｓ席
Ａ席

９,０００円（税込）
７，５００円（税込）
２，０００円（税込）高校生以下※高校生以下は

S・A席から選択可

米子公演NHK交響楽団

待望の米子公
演！

対象事業／
募集期間／
申込用紙／
　
申込方法／
助成金額／

平成２９年９月１日～平成３０年３月３１日に行われる文化事業
平成２９年５月１日（月)～平成２９年５月３１日(水)(当日消印有効)
県内各市町村役場窓口、島根県民会館ほか主な公立文化施設、しまね文化
ファンド事務局、文化ファンドのホームページからもダウンロードできます。
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。
対象経費の概ね２分の１以内

♪詳しい助成基準については募集要項または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

平成２９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（東京都千代田区丸の内1-4-5）

『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！
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」

平成29年

水月5 1 5 31
平成29年9月1日～平成30年3月31日

平成29年7月下旬

後
期
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Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday日 月 火 水 木 金 土

応募〆切

5 月12 日（金）
必着

「古書店主のまちおこし」い
つも真っ先に読んでいまし
た。最終回とは…残念で
す。8年といわず、10年目へ
続けてほしかったです。島根
県のまちおこしにものすっごく
貢献されたと思います。これ
からも忙しい日 を々過ごされ
るのでしょうね。ぜひぜひ「古
書店主のその後」を読みた
いです。期待して待ってま
すー！（松江市 K･Sさん）

//////////////

４月１日の松江武者行列を
見に来て下さった方々、あり
がとうございました。

（松江市 T･Nさん）

//////////////

今月号はグリーンの春らしい
表紙にひかれました。島根
県西部地域のイベント情報
は嬉しかったです。「キャプテ
ン･クックの旅するマルシェ」
是非とも行ってみたいです。

（浜田市 Y･Oさん）

//////////////

３月、加茂町ラメールであっ
たミュージカルスクールの公
演を観ました。ワクワクしたり、
ジーンとしたり…すばらしいス
テージでした ! !

（出雲市 T･Nさん）

//////////////

表紙の物語が未来に向け
た希望ある終わり方で良
かったです。衣替えで、どんな
表紙になるんだろう？

（広島市 H･Wさん）

//////////////

65才の母がボケないように、
となりの100才のおばあちゃ
んがボケないように映画をみ
て研究したい。と思う所で
す。（益田市 S･Oさん）

//////////////

私のコメントとイラストを、のせ
て頂いてどうも、ありがとうござ
います。心から感謝しておりま
す。いつも、絵や、イベント情
報が、知れて、嬉しいです。

（浜田市 J･Tさん）

//////////////

いつも楽しく読んでいます。お
出かけの参考にしています。

（雲南市 M･Aさん）

○コ パリの響きを川本に！（悠邑ふるさと会館）
○コ スクールMARIKO2017 

おおたか静流＆浜田真理子トーク＆ライブ
（松江市市民活動センター）

○コ パイプオルガン学園　入学式＆ウエルカム演奏
（プラバホール）

○コ 0歳から入れるコンサート 　
オルガンdeリラックス（プラバホール）

○コ 47都道府県単独巡業 「傀露蒿儡」
（出雲APOLLO）

○コ 紅白歌の祭典（島根県民会館）
○コ ロビーコンサート「音楽でめぐる探検航海」（石見美術館）
○コ H ZETTRIO PIANO CRAZE CRAZY TOUR
　（LIVE&STUDIO 松江B1）
○コ 松江×倉敷合同演奏会松江ウインドアンサンブル＆

倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー（島根県民会館）
○映 石央シネマ倶楽部企画映画 「オケ老人！」

（石央文化ホール）

○コ KEYTALK爆裂疾風ツアー2017（松江AZTiC canova）
○コ オーケストラで歌う青春ポップスコンサート（石央文化ホール）
○コ 雲南フェスティバルオーケストラ公演（ラメール）
○演 人形劇 「だってだってのおばあさん」（島根県民会館）
○演 千波流美里会踊り発表会（グラントワ）
○演 西派藤間流 「玉峰の會」（島根県民会館）
○演 スサノオの里スーパー神楽2017（スサノオホール）

○コ 混声合唱団みずうみコンサート（プラバホール）
○コ 松江クラシックス2017 ファイナルコンサート

「モーツァルトの手紙」（島根県民会館）

○コ オーケストラで歌う青春ポップスコンサート
（チェリヴァホール）

○コ みのり&AREA KEG TWO-MAN LIVE!!!
（ビッグハート出雲）

○コ フォレスタコンサートin島根（島根県民会館）
○コ 和太鼓で奏でる石見銀山歴史物語
（大田市民会館）

○映 さんびるシアター 「永い言い訳」
（松江テルサ）

○コ あさみちゆき（島根県民会館）
○コ 松江クラシックス音楽祭2017 

オープニングコンサート（松江カトリック教会）
○コ 浜田少年少女合唱団（石央文化ホール）
○コ 田中公道テノールリサイタル（プラバホール）
○コ ふれあいコンサートin益田（グラントワ）

○コ 松江東高校吹奏楽部 定期演奏会
　 （プラバホール）
○コ 神保彰ワンマンオーケストラ 
　 （出雲APOLLO）
○映 JICA映画上映会

「少女は自転車にのって」 
（グラントワ）

○演 ヘルシー松田のパントマイム
ソロライブ（島根県民会館）

○コ 毛利治郎グラントワライブ（グラントワ）
○コ Royz（出雲APOLLO）

○コ 出雲楽友協会島根県新人演奏会
（ビッグハート出雲）

○コ 出雲市立第一中学校吹奏楽部創部
 　60周年記念 ウィンドフェスティバル
（出雲市民会館）

○コ 日本フルートフェスティバルin松江
（プラバホール）

○コ 松江クラシックス音楽祭2017 
室内楽の夕べ（松江カトリック教会）

○演 松江市民劇場例会
―テアトル・エコー公演「おかしな二人」

（島根県民会館、27日も）

○コ エレファントカシマシ（島根県民会館）
○演 きかんしゃトーマスファミリーミュージカル
　 （グラントワ）
○映 映画「ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険」
（隠岐島文化会館、7日も）

○コ iwamiのカラコロ縁結びLIVE（カラコロ工房）
○コ 美保神社奉納記念LIVE竜馬四重奏

（旅館 美保館 本館）
○映 名画劇場 「灼熱」（島根県民会館）
○映 大田名画シアター 「犬に名前をつける日」

（大田市民会館）
○映 グラントワシアター 「永い言い訳」

（グラントワ）

○コ ももいろクローバーZ（島根県民会館）
○コ 松江クラシックス音楽祭2017 

シンフォニーコンサート（プラバホール）
○コ 琴・アンサンブル“華”　箏曲コンサート

（ビッグハート出雲）
○コ 街角日常藝術 音楽と風景in松江

（カラコロ工房、21日も）
○映 映画 「死にゆく妻との旅路」 上映会

（あすてらす）

キャッチ6月号
発 行 予 定 日

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

▲  P.4

▲  P.4

▲  P.4

▲  P.4

▲  P.3

▲  P.3

※展示、その他の情報は10-11ページをご覧下さい。【凡例】 コンサート 演劇・舞踊 映画○コ ○演 ○映 
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Calendar 

益田市

松江市
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】

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」】

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）

主催事業のチケット割引、
先行予約など、特典いっぱい!!

年会費2，000円で

『キャッチ美術館』、『読者’ｓレター』など

ハガキをお寄せいただいた方の中から

毎月キャッチオリジナルグッズをプレゼント！

ご応募お待ちしております！！

※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。
※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に
　のみ利用します。

[宛先] 
〒690-0887 島根県松江市殿町158
島根県民会館 「キャッチ5月号プレゼント」係まで

for readers

キャッチオリジナル

前年度のキャラクターの
オリジナルグッズを

今までの感謝の気持ちを込めて
セットでお届け！

ウー＆ブー
福袋セット

5
 名様に

はじめまして！

今月から森の移動劇 場

『キャッチシアター』の支配

人になりました、“シド”です。

昔は都会で役者を目指して

いましたが、田舎のこの森で

芸術のKOBITO(こびと)たち

に出会い、ひょんなことから劇場の支配人を務めることに

なりました。

KOBITOたちに芸術のことを教わりながら、劇場を立派に

していくのが僕の仕事!

まだまだ新米ですが、どうぞよろしくお願いします。

読者の皆様はじめまして、今月号からキャッチの
キャラクターを描かせていただくことになりまし
た、“あしたメロン”です。シドと６人のこびとたちの
お仕事は皆様に芸術の楽しさや素晴らしさを伝
えること。あしたメロンは、これから7人目の隠れこ
びととしてキャッチと文化芸術を盛り上げていきた
いと思います。どうぞよろしくお願いします！

Catch ひろば

こんにちは、Hanaです！
新年度が始まり、キャッチもデザインを一新、
衣がえをしました！
クマの支配人シドと芸術のこびとたちの新し
いキャラクターが、読者の皆様を文化芸術の
世界にナビゲートしてくれます♪
そして今回からの新しい仕掛けが１つ。キャッ
チの表紙を並べると、１枚の絵になるよう、つ
ながる仕掛けになっています。今回のキャッチ
も捨てないで、どうか次号が出るまでお待ち
いただけるとさらにお楽しみ
いただけます。
新たな世界観のキャッチを
どうぞよろしくお願いい
たします。

キャッチ編集長

お出かけの予定を立てるのにぴったりのカレンダーと
読者からの投稿・キャッチからのお知らせを

ご紹介するコーナーです。

▲  P.4
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６月といえば、梅雨の季節！
梅雨のジメジメを吹き飛ばす「雨の日ってこんなに楽しい！」
元気あふれるイラストでカレンダーを彩ってみませんか♪
たくさんのご応募お待ちしています！

「梅　雨」次号のテーマ

島根県民会館 ＆

友の会
会員募集

グラントワ

「どこか行きたいなあ」 
Tokiさん

「ブランコ」 
神山利子さん

「最高のゴールデンウィーク」
つきのブランコさん

「春は電車に乗って！」
GO！おぴっぴさん

「ゴールデンウィークの
あとは母の日」 

きょうこさん

「よくやった稀勢の里」
 夏男さん

「GWもがんばる　　　
憧れの救急隊」 

しまねっと大好きさん
「渋滞・行列」
 さこるんさん

「こいのぼり、だしたよ」
 こいのぼりさん

「キッズ・デーもいいけど
マザーズ・デーもあるよ！」

 グランマさん

「黄金の日々」
和音さん

「飛び石の人、
　そうでない人」
匿名さん
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Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday日 月 火 水 木 金 土

応募〆切

5 月12 日（金）
必着

「古書店主のまちおこし」い
つも真っ先に読んでいまし
た。最終回とは…残念で
す。8年といわず、10年目へ
続けてほしかったです。島根
県のまちおこしにものすっごく
貢献されたと思います。これ
からも忙しい日 を々過ごされ
るのでしょうね。ぜひぜひ「古
書店主のその後」を読みた
いです。期待して待ってま
すー！（松江市 K･Sさん）

//////////////

４月１日の松江武者行列を
見に来て下さった方々、あり
がとうございました。

（松江市 T･Nさん）

//////////////

今月号はグリーンの春らしい
表紙にひかれました。島根
県西部地域のイベント情報
は嬉しかったです。「キャプテ
ン･クックの旅するマルシェ」
是非とも行ってみたいです。

（浜田市 Y･Oさん）

//////////////

３月、加茂町ラメールであっ
たミュージカルスクールの公
演を観ました。ワクワクしたり、
ジーンとしたり…すばらしいス
テージでした ! !

（出雲市 T･Nさん）

//////////////

表紙の物語が未来に向け
た希望ある終わり方で良
かったです。衣替えで、どんな
表紙になるんだろう？

（広島市 H･Wさん）

//////////////

65才の母がボケないように、
となりの100才のおばあちゃ
んがボケないように映画をみ
て研究したい。と思う所で
す。（益田市 S･Oさん）

//////////////

私のコメントとイラストを、のせ
て頂いてどうも、ありがとうござ
います。心から感謝しておりま
す。いつも、絵や、イベント情
報が、知れて、嬉しいです。

（浜田市 J･Tさん）

//////////////

いつも楽しく読んでいます。お
出かけの参考にしています。

（雲南市 M･Aさん）

○コ パリの響きを川本に！（悠邑ふるさと会館）
○コ スクールMARIKO2017 

おおたか静流＆浜田真理子トーク＆ライブ
（松江市市民活動センター）

○コ パイプオルガン学園　入学式＆ウエルカム演奏
（プラバホール）

○コ 0歳から入れるコンサート 　
オルガンdeリラックス（プラバホール）

○コ 47都道府県単独巡業 「傀露蒿儡」
（出雲APOLLO）

○コ 紅白歌の祭典（島根県民会館）
○コ ロビーコンサート「音楽でめぐる探検航海」（石見美術館）
○コ H ZETTRIO PIANO CRAZE CRAZY TOUR
　（LIVE&STUDIO 松江B1）
○コ 松江×倉敷合同演奏会松江ウインドアンサンブル＆

倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー（島根県民会館）
○映 石央シネマ倶楽部企画映画 「オケ老人！」

（石央文化ホール）

○コ KEYTALK爆裂疾風ツアー2017（松江AZTiC canova）
○コ オーケストラで歌う青春ポップスコンサート（石央文化ホール）
○コ 雲南フェスティバルオーケストラ公演（ラメール）
○演 人形劇 「だってだってのおばあさん」（島根県民会館）
○演 千波流美里会踊り発表会（グラントワ）
○演 西派藤間流 「玉峰の會」（島根県民会館）
○演 スサノオの里スーパー神楽2017（スサノオホール）

○コ 混声合唱団みずうみコンサート（プラバホール）
○コ 松江クラシックス2017 ファイナルコンサート

「モーツァルトの手紙」（島根県民会館）

○コ オーケストラで歌う青春ポップスコンサート
（チェリヴァホール）

○コ みのり&AREA KEG TWO-MAN LIVE!!!
（ビッグハート出雲）

○コ フォレスタコンサートin島根（島根県民会館）
○コ 和太鼓で奏でる石見銀山歴史物語
（大田市民会館）

○映 さんびるシアター 「永い言い訳」
（松江テルサ）

○コ あさみちゆき（島根県民会館）
○コ 松江クラシックス音楽祭2017 

オープニングコンサート（松江カトリック教会）
○コ 浜田少年少女合唱団（石央文化ホール）
○コ 田中公道テノールリサイタル（プラバホール）
○コ ふれあいコンサートin益田（グラントワ）

○コ 松江東高校吹奏楽部 定期演奏会
　 （プラバホール）
○コ 神保彰ワンマンオーケストラ 
　 （出雲APOLLO）
○映 JICA映画上映会

「少女は自転車にのって」 
（グラントワ）

○演 ヘルシー松田のパントマイム
ソロライブ（島根県民会館）

○コ 毛利治郎グラントワライブ（グラントワ）
○コ Royz（出雲APOLLO）

○コ 出雲楽友協会島根県新人演奏会
（ビッグハート出雲）

○コ 出雲市立第一中学校吹奏楽部創部
 　60周年記念 ウィンドフェスティバル
（出雲市民会館）

○コ 日本フルートフェスティバルin松江
（プラバホール）

○コ 松江クラシックス音楽祭2017 
室内楽の夕べ（松江カトリック教会）

○演 松江市民劇場例会
―テアトル・エコー公演「おかしな二人」

（島根県民会館、27日も）

○コ エレファントカシマシ（島根県民会館）
○演 きかんしゃトーマスファミリーミュージカル
　 （グラントワ）
○映 映画「ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険」
（隠岐島文化会館、7日も）

○コ iwamiのカラコロ縁結びLIVE（カラコロ工房）
○コ 美保神社奉納記念LIVE竜馬四重奏

（旅館 美保館 本館）
○映 名画劇場 「灼熱」（島根県民会館）
○映 大田名画シアター 「犬に名前をつける日」

（大田市民会館）
○映 グラントワシアター 「永い言い訳」

（グラントワ）

○コ ももいろクローバーZ（島根県民会館）
○コ 松江クラシックス音楽祭2017 

シンフォニーコンサート（プラバホール）
○コ 琴・アンサンブル“華”　箏曲コンサート

（ビッグハート出雲）
○コ 街角日常藝術 音楽と風景in松江

（カラコロ工房、21日も）
○映 映画 「死にゆく妻との旅路」 上映会

（あすてらす）

キャッチ6月号
発 行 予 定 日

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

▲  P.4

▲  P.4

▲  P.4

▲  P.4

▲  P.3

▲  P.3

※展示、その他の情報は10-11ページをご覧下さい。【凡例】 コンサート 演劇・舞踊 映画○コ ○演 ○映 
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Calendar 

益田市

松江市
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】

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」】

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）

主催事業のチケット割引、
先行予約など、特典いっぱい!!

年会費2，000円で

『キャッチ美術館』、『読者’ｓレター』など

ハガキをお寄せいただいた方の中から

毎月キャッチオリジナルグッズをプレゼント！

ご応募お待ちしております！！

※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。
※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に
　のみ利用します。

[宛先] 
〒690-0887 島根県松江市殿町158
島根県民会館 「キャッチ5月号プレゼント」係まで

for readers

キャッチオリジナル

前年度のキャラクターの
オリジナルグッズを

今までの感謝の気持ちを込めて
セットでお届け！

ウー＆ブー
福袋セット

5
 名様に

はじめまして！

今月から森の移動劇 場

『キャッチシアター』の支配

人になりました、“シド”です。

昔は都会で役者を目指して

いましたが、田舎のこの森で

芸術のKOBITO(こびと)たち

に出会い、ひょんなことから劇場の支配人を務めることに

なりました。

KOBITOたちに芸術のことを教わりながら、劇場を立派に

していくのが僕の仕事!

まだまだ新米ですが、どうぞよろしくお願いします。

読者の皆様はじめまして、今月号からキャッチの
キャラクターを描かせていただくことになりまし
た、“あしたメロン”です。シドと６人のこびとたちの
お仕事は皆様に芸術の楽しさや素晴らしさを伝
えること。あしたメロンは、これから7人目の隠れこ
びととしてキャッチと文化芸術を盛り上げていきた
いと思います。どうぞよろしくお願いします！

Catch ひろば

こんにちは、Hanaです！
新年度が始まり、キャッチもデザインを一新、
衣がえをしました！
クマの支配人シドと芸術のこびとたちの新し
いキャラクターが、読者の皆様を文化芸術の
世界にナビゲートしてくれます♪
そして今回からの新しい仕掛けが１つ。キャッ
チの表紙を並べると、１枚の絵になるよう、つ
ながる仕掛けになっています。今回のキャッチ
も捨てないで、どうか次号が出るまでお待ち
いただけるとさらにお楽しみ
いただけます。
新たな世界観のキャッチを
どうぞよろしくお願いい
たします。

キャッチ編集長

お出かけの予定を立てるのにぴったりのカレンダーと
読者からの投稿・キャッチからのお知らせを

ご紹介するコーナーです。
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６月といえば、梅雨の季節！
梅雨のジメジメを吹き飛ばす「雨の日ってこんなに楽しい！」
元気あふれるイラストでカレンダーを彩ってみませんか♪
たくさんのご応募お待ちしています！

「梅　雨」次号のテーマ

島根県民会館 ＆

友の会
会員募集

グラントワ

「どこか行きたいなあ」 
Tokiさん

「ブランコ」 
神山利子さん

「最高のゴールデンウィーク」
つきのブランコさん

「春は電車に乗って！」
GO！おぴっぴさん

「ゴールデンウィークの
あとは母の日」 

きょうこさん

「よくやった稀勢の里」
 夏男さん

「GWもがんばる　　　
憧れの救急隊」 

しまねっと大好きさん
「渋滞・行列」
 さこるんさん

「こいのぼり、だしたよ」
 こいのぼりさん

「キッズ・デーもいいけど
マザーズ・デーもあるよ！」

 グランマさん

「黄金の日々」
和音さん

「飛び石の人、
　そうでない人」
匿名さん
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インフォメーション
イベント

　　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（水） 松江東高校吹奏楽部　第24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

3（水） 神保彰ワンマンオーケストラ 
ドラムからくり全国行脚2017

出雲 APOLLO 〈前売〉一般4,000、高校生以下2,000
〈当日〉一般4,500、高校生以下2,500 ／15:00

出雲 APOLLO 0853-23-1531

4（木） ★
☆

出雲楽友協会　第6回島根県新人演奏会 ビッグハート
出雲

一般1,000、高校生以下500 ／15:00 出雲楽友協会 090-2003-3227

4（木） 出雲市立第一中学校吹奏楽部創部60周年
記念第10回ウィンドフェスティバル

出雲市民会館 〈前売〉一般500、高校生以下300 ／14:00 曽田 0853-22-0678

5（金） ★ 第14回
日本フルートフェスティバル in松江

プラバホール 一般1,800、高校生以下1,200 ／14:00 松江フルートソサ
イエティー事務局

090-4570-5447

6（土） ★ エレファントカシマシ 30th ANNIVERSARY 
TOUR 2017 “THE FIGHTING MAN”

島根県民会館 〈前売〉6,900 ／17:30 夢番地 086-231-3531

7（日） ★【「石見銀山遺跡とその文化的景観」世界遺
産登録10周年記念】パリの響きを川本に！

悠邑
ふるさと会館

一般1,500、高校生以下無料／16:00(ワークショップ14:00） 悠邑ふるさと会館 0855-72-0001

7（日） ★ スクール MARIKO2017 おおたか静流＆
浜田真理子トーク＆ライブ

松江市市民
活動センター

〈前売〉3,000〈当日〉3,500、中学生以下無料／14:30 スクール MARIKO 080-1918-9247

7（日） パイプオルガン学園 入学式＆ウエルカム
演奏　出演：オルガン学園生＆リピエーノ

プラバホール 無料／13:30 松江市総合文化セン
ター プラバホール

0852-27-6000

11（木） 0歳から入れるコンサート 　
オルガン deリラックス

プラバホール 大人300、こども無料／①10:30 ②15:00 松江市総合文化セン
ター プラバホール

0852-27-6000

13（土） iwami のカラコロ縁結び LIVE
～ iwami と愉快な仲間たち～

カラコロ工房 無料／15:00 iwami縁結び LIVE
実行委員会

090-3635-1498

13（土） 美保神社奉納記念 LIVE竜馬四重奏　
繋がる Road to 2020 ～山陰の編～

国登録文化財
旅館 美保館 本館

〈前売〉4,000〈当日〉4,500［定員50名］
美保館ライブ &懇親会 &宿泊14,000 ／19:00

地球倶楽部 090-4806-4270

14（日） ★ あさみちゆきデビュー15周年
記念コンサート in松江

島根県民会館 〈前売〉4,500〈当日〉5,000 ／13:00 あさみちゆきコンサート
in松江実行委員会

090-4656-4310

14（日） ★ 第3回松江クラシックス音楽祭2017 
オープニングコンサート

松江カトリック
教会

一般4,000、高校生以下2,000 ／15:00 江友 
文化芸術事業部

0852-59-9194

14（日） 石央文化ホール
浜田少年少女合唱団40周年記念演奏会

石央文化ホール 一般1,000、高校生以下無料／13:30 石央文化ホール 0855-22-2100

14（日） ★ 祝傘寿 田中公道テノールリサイタル
2017 オペラカルメン～ハイライト～

プラバホール 1,000 ／15:00 田中公道テノールリ
サイタル実行委員会

090-4895-4708

14（日） 第7回ふれあいコンサート in益田 グラントワ 無料／14:00 ふれあいコンサート
in益田実行委員会

090-3179-8816

17（水） ☆ 第2回毛利治郎グラントワライブ グラントワ 〈前売〉一般1,000〈当日〉一般1,200 ／19:00 岡田 090-8993-9654

17（水） Royz 47都道府県 ONEMAN TOUR
『THE AXIA47 -RAVENS CALL-』

出雲 APOLLO 〈前売〉4,000〈当日〉4,500 ／18:00 出雲 APOLLO 0853-23-1531

20（土） ももいろクローバー Z 
ジャパンツアー「青春」

島根県民会館 指定席6,800ほか／17:00
※チケットについては、ももクロのホームページをご覧下さい。

夢番地（公演に関す
るお問い合わせ）

086-231-3531

20（土） ★ 第3回松江クラシックス音楽祭2017 
シンフォニーコンサート

プラバホール 一般4,000、高校生以下2,000 ／15:00 江友 
文化芸術事業部

0852-59-9194

20（土） 琴・アンサンブル “華 ”　箏曲コンサート ビッグハート
出雲

1,000、高校生以下無料／13:00 板倉 0853-23-6689

20
・ 21

（土）
（日）

街角日常藝術 音楽と風景 in松江 vol.2 カラコロ工房 無料／〈20日〉10:00 ～20:00 〈21日〉10:00 ～17:00 COVAr 
おやつさろん cafe

090-8247-5671

21（日） 紅白歌の祭典 島根県民会館 1,000 ／13:00 紅白歌の祭典
実行委員会

090-3174-9192

21（日） ロビーコンサート「音楽でめぐる探検航海」 
第2回星の音楽（ピアノ） 出演：志娥慶香

石見美術館
（グラントワ内）

無料／14:00 グラントワ 0856-31-1860

21（日） H ZETTRIO PIANO CRAZE 
CRAZY TOUR

LIVE&STUDIO 
松江 B1

〈前売〉5,000〈当日〉5,500［ドリンク代別］／17:00 サウンドエース 
ワダ

0852-21-3467

21（日） ★ 松江×倉敷合同演奏会松江ウインドアンサン
ブル＆倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー

島根県民会館 〈前売〉一般・大学生800、中高生300
〈当日〉一般・大学生1,000、中高生500 ／14:00

松江ウインドアン
サンブル事務局

0852-27-4339

25（木） 47都道府県単独巡業 「傀露蒿儡」 出雲 APOLLO 4,500［ドリンク代別］／18:00 夢番地 086-231-3531

26（金） ★ 第3回松江クラシックス音楽祭2017 
室内楽の夕べ

松江カトリック
教会

一般4,000、高校生以下2,000 ／19:00 江友 
文化芸術事業部

0852-59-9194
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27（土） 【雲南公演】オーケストラで歌う青春ポップスコンサート
（太田裕美・庄野真代・渡辺真知子 N響団友オーケストラ）

チェリヴァ
ホール

SOLD OUT ／16:00 チェリヴァホール 0854-42-1155

27（土） みのり &AREA KEG　
TWO-MAN LIVE!!!

ビッグハート
出雲

〈前売〉3,000〈当日〉3,500 ／17:30 ビッグハート出雲 0853-20-2888

27（土） ★ フォレスタコンサート in島根 島根県民会館 5,500 ／14:00 グッドラック・
プロモーション

0120-30-8181

27（土） 和太鼓で奏でる石見銀山歴史物語
～龍が導きし輝く歴史～

大田市民会館 〈前売〉一般1,000、高校生以下500
〈当日〉一般1,200、高校生以下700 ／18:30

大田市民会館 0854-82-0938

28（日） 第3回混声合唱団みずうみコンサート プラバホール 無料／14:00 混声合唱団
みずうみ

0852-28-1541

28（日） ★【共催】松江クラシックス2017 ファイナ
ルコンサート「モーツァルトの手紙」

島根県民会館 〈前売〉大人4,000、高校生以下2,000
〈当日〉大人4,300、高校生以下2,300 ／15:00

江友 
文化芸術事業部

0852-59-9194

28（日） KEYTALK爆裂疾風ツアー2017 
～みんなの街でパラリラパパパラダイス～

松江 AZTiC 
canova

4,500［ドリンク代別］／18:00 夢番地 086-231-3531

28（日） 【浜田公演】オーケストラで歌う青春ポップスコンサート
（太田裕美・庄野真代・渡辺真知子 N響団友オーケストラ）

石央文化ホール〈前売〉2,000〈当日〉2,500 ／15:00 石央文化ホール 0855-22-2100

28（日） 雲南フェスティバルオーケストラ公演 ラメール 〈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 ／14:00

ラメール 0854-49-8500
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3（土） ★ 第32回松江プラバ音楽祭イル・デーヴ プラバホール 〈Ｓ席〉一般5,600、学生2,800〈A席〉一般5,100、学生2,600
〈B席〉一般4,000、学生2,000〈C席〉一般2,200、学生1,100／14:00

プラバチケット
コーナー

0852-27-6400

3（土） 一夜かぎりの JAZZ CLUB Vol.4 大田市民会館 〈前売〉3,000［お食事付］／19:00 大田市民会館 0854-82-0938

3（土） ハジ→　WE LOVE YOUR TOWN TOUR→
♪♪。2017第一章 ～ふるさと物語～

出雲 APOLLO 4,400［ドリンク代別］／17:30 ユニオン音楽
事務所

082-247-6111

4（日） 船越幸先生開軒60周年 邦楽船越会創立
30周年 記念演奏会 水無月の韻

ビッグハート
出雲

無料／13:00 邦楽船越会 0853-23-2754

7（水） tricot VS 47 出雲 APOLLO 3,000［ドリンク代別］／19:00 夢番地 086-231-3531

10（土） ロビーコンサート「音楽でめぐる探検航
海」 第3回旅の音楽（イギリス古楽器）

石見美術館
（グラントワ内）

無料／14:00　出演：中山ゆき子（ヴァイオリン）、小林紘子
（チェンバロ）、野田祐子（バロックチェロ）

グラントワ 0856-31-1860

10（土） ★ Ritsuko はっぴいらいぶ in2017 松江 CROSS 〈前売〉3,500、カップルチケット6,000
〈当日〉4,000［ドリンク代別］／19:50

遠藤 090-8066-1756

11（日） INKT LIVE HOUSE TOUR 2017 松江 AZTiC 
canova

〈前売〉3,919〈当日〉4,500、未就学児無料／17:00 夢番地 086-231-3531

11（日） ★ 新垣隆＆辺見康孝　デュオリサイタル プラバホール 〈前売〉3,000〈当日〉3,500 ／14:00 デュオ・リサイタル
実行委員会

090-2000-2513

12（月） 竹原ピストル　
全国弾き語りツアー “PEACE OUT”

出雲 APOLLO 3,500［ドリンク代別］／19:00 ユニオン音楽
事務所

082-247-6111

13（火） ★ TUBE LIVE AROUND 2017
迷所求跡ツアー ～ My Home Town ～

出雲市民会館 7,500 ／18:30 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

15（木） the pillows　
NOOK IN THE BRAIN TOUR

松江 AZTiC 
canova

4,320 ／19:00 夢番地 086-231-3531

16（金） 松山千春コンサート・ツアー2017
「原風景」

島根県民会館 8,100 ／18:30 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

17（土） ラ ッ ク ラ イ フ メ ジ ャ ー1st FULL AlbumLife is 
beautiful"リリース「生きてるだけで丸儲け」ツアー "

出雲 APOLLO 2,500 ／18:00 夢番地 086-231-3531

17（土） ★ 風待月コンサート 興雲閣 〈前売〉4,500〈当日〉5,000 ／16:30 喫茶 MG 0852-24-2099

18（日） 琴城流大正琴松江支部演奏会 島根県民会館 無料／12:30 島根県民会館
施設利用課

0852-22-5506

18（日） ロビーコンサート「音楽でめぐる探検航海」 第4回祈りと祭りの
音楽（ガムラン）　出演：ローフィット・イブラヒム、佐々木宏実

石見美術館
（グラントワ内）

無料／14:00 グラントワ 0856-31-1860

24（土） 筧秀月先生追善演奏会 島根県民会館 無料／13:00 筧秀月先生
追善演奏会

090-4895-2455

25（日） ☆ MIN-ONプレミアムコンサート 
佐藤しのぶ 「歌に生きる 生命の讃歌」

グラントワ 一般5,300、学生席（小学生～大学生、当日会場販売のみ）
2,000、民音会員4,800 ／19:00

MIN-ON中国 082-567-0585

25（日） 益田おやこ劇場例会
「チリンとドロンのコンサート」

グラントワ 〈前売〉一般1,500、高校生以下1,000〈当日〉一般2,000、高校生以下
1,500、3歳以下無料［65歳以上500引、孫連れも500引］／14:00

益田おやこ劇場 090-8244-2208

25（日） 鈴木康博 SOLO LIVE 2017 松江 CROSS 5,500［ドリンク代別］／18:00 松江 CROSS 0852-22-0131

27（火） ★ MIN-ONプレミアムコンサート 
佐藤しのぶ 「歌に生きる 生命の讃歌」

島根県民会館 〈A席〉5,300、会員4,800〈B席〉4,300、会員4,000、学生席（当
日会場販売のみ）2,000 ／19:00

MIN-ON中国 082-567-0585

29（木） 出雲アポロ12周年記念イベント！！
～山根万理奈 x百合～ YY2マンライブ～

出雲 APOLLO 2,500［ドリンク代別］／19:00 出雲 APOLLO 0853-23-1531
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2（日） ☆ 広島交響楽団　第25回　島根定期演奏会 グラントワ 〈S席〉一般3,500、会員3,200
〈A席〉一般2,500、会員2,200［学生席は要問合せ］／14:00

グラントワ 0856-31-1860

2（日） ★ オペラ石見銀山
―500年悠久の時をこえて―

大田市民会館 SS席8,000、S席7,000、A席5,000、B席4,000 ／
①14:00 ②18:30

オペラ石見銀山
実行委員会

0854-82-0170

7（金） 清水翔太 島根県民会館 指定席5,700、立見席5,200 ／19:00 夢番地 086-231-3531

8（土） TOTALFAT 
「FAST AND TIGHT TOUR2017」

出雲 APOLLO 3,500［ドリンク代別］／18:00 夢番地 086-231-3531

9（日） セキスイハイム presents 
辻井伸行プレミアム・リサイタル2017

プラバホール S席10,000、A席8,000 ／14:00 日本海テレビ
営業推進部

0857-27-2136

16（日） ヴォーカルアンサンブル
レザミデュソンコンサート2017

グラントワ 1,000 ／14:00 ヴォーカルアンサン
ブルレザミデュソン

090-8713-2821

17（月） 第50回益田地区吹奏楽祭 兼　
島根県大会プレコンクール

グラントワ 無料／13:00 島根県吹奏楽連盟
益田支部

0856-28-0510

20（木） clammbon　モメントツアー2017 出雲 APOLLO 2,500［ドリンク代別］／19:00 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

29（土） ゴスペラーズ坂ツアー2017 
“Soul Renaissance”

出雲市民会館 指定6,500、立見6,500 ／17:30 ユニオン音楽
事務所

082-247-6111

29（土） 岡平健治 ソロ全国24都道府県32公演
弾語り自走ツアー～2017 ～

出雲 APOLLO 3,500［ドリンク代別］／17:00 ADN STATE 050-3532-5600

31（月） ★ ブラスト！：
ミュージック・オブ・ディズニー

島根県民会館 〈前売〉S席9,500、A席8,000、B席6,500 ／19:00 TSK山陰中央
テレビ事業部

0852-20-8888

8 9（水） 山下達郎 PERFORMANCE 2017 出雲市民会館 9,000 ／18:30　チ 5/27発売 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

ここからも応募できるよ♪ しまねキャッチナビ
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破 線 を お 切 り 下 さ い

情報内容：2017年 4/1 現在 

変更がある場合がありますので「問い合わせ先」まで
お問い合わせください。

各会場より寄せられた情報です。



　　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
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3（水） 松江東高校吹奏楽部　第24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

3（水） 神保彰ワンマンオーケストラ 
ドラムからくり全国行脚2017

出雲 APOLLO 〈前売〉一般4,000、高校生以下2,000
〈当日〉一般4,500、高校生以下2,500 ／15:00

出雲 APOLLO 0853-23-1531

4（木） ★
☆

出雲楽友協会　第6回島根県新人演奏会 ビッグハート
出雲

一般1,000、高校生以下500 ／15:00 出雲楽友協会 090-2003-3227

4（木） 出雲市立第一中学校吹奏楽部創部60周年
記念第10回ウィンドフェスティバル

出雲市民会館 〈前売〉一般500、高校生以下300 ／14:00 曽田 0853-22-0678

5（金） ★ 第14回
日本フルートフェスティバル in松江

プラバホール 一般1,800、高校生以下1,200 ／14:00 松江フルートソサ
イエティー事務局

090-4570-5447

6（土） ★ エレファントカシマシ 30th ANNIVERSARY 
TOUR 2017 “THE FIGHTING MAN”

島根県民会館 〈前売〉6,900 ／17:30 夢番地 086-231-3531

7（日） ★【「石見銀山遺跡とその文化的景観」世界遺
産登録10周年記念】パリの響きを川本に！

悠邑
ふるさと会館

一般1,500、高校生以下無料／16:00(ワークショップ14:00） 悠邑ふるさと会館 0855-72-0001

7（日） ★ スクール MARIKO2017 おおたか静流＆
浜田真理子トーク＆ライブ

松江市市民
活動センター

〈前売〉3,000〈当日〉3,500、中学生以下無料／14:30 スクール MARIKO 080-1918-9247

7（日） パイプオルガン学園 入学式＆ウエルカム
演奏　出演：オルガン学園生＆リピエーノ

プラバホール 無料／13:30 松江市総合文化セン
ター プラバホール

0852-27-6000

11（木） 0歳から入れるコンサート 　
オルガン deリラックス

プラバホール 大人300、こども無料／①10:30 ②15:00 松江市総合文化セン
ター プラバホール

0852-27-6000

13（土） iwami のカラコロ縁結び LIVE
～ iwami と愉快な仲間たち～

カラコロ工房 無料／15:00 iwami縁結び LIVE
実行委員会

090-3635-1498

13（土） 美保神社奉納記念 LIVE竜馬四重奏　
繋がる Road to 2020 ～山陰の編～

国登録文化財
旅館 美保館 本館

〈前売〉4,000〈当日〉4,500［定員50名］
美保館ライブ &懇親会 &宿泊14,000 ／19:00

地球倶楽部 090-4806-4270

14（日） ★ あさみちゆきデビュー15周年
記念コンサート in松江

島根県民会館 〈前売〉4,500〈当日〉5,000 ／13:00 あさみちゆきコンサート
in松江実行委員会

090-4656-4310

14（日） ★ 第3回松江クラシックス音楽祭2017 
オープニングコンサート

松江カトリック
教会

一般4,000、高校生以下2,000 ／15:00 江友 
文化芸術事業部

0852-59-9194

14（日） 石央文化ホール
浜田少年少女合唱団40周年記念演奏会

石央文化ホール 一般1,000、高校生以下無料／13:30 石央文化ホール 0855-22-2100

14（日） ★ 祝傘寿 田中公道テノールリサイタル
2017 オペラカルメン～ハイライト～

プラバホール 1,000 ／15:00 田中公道テノールリ
サイタル実行委員会

090-4895-4708

14（日） 第7回ふれあいコンサート in益田 グラントワ 無料／14:00 ふれあいコンサート
in益田実行委員会

090-3179-8816

17（水） ☆ 第2回毛利治郎グラントワライブ グラントワ 〈前売〉一般1,000〈当日〉一般1,200 ／19:00 岡田 090-8993-9654

17（水） Royz 47都道府県 ONEMAN TOUR
『THE AXIA47 -RAVENS CALL-』

出雲 APOLLO 〈前売〉4,000〈当日〉4,500 ／18:00 出雲 APOLLO 0853-23-1531

20（土） ももいろクローバー Z 
ジャパンツアー「青春」

島根県民会館 指定席6,800ほか／17:00
※チケットについては、ももクロのホームページをご覧下さい。

夢番地（公演に関す
るお問い合わせ）

086-231-3531

20（土） ★ 第3回松江クラシックス音楽祭2017 
シンフォニーコンサート

プラバホール 一般4,000、高校生以下2,000 ／15:00 江友 
文化芸術事業部

0852-59-9194

20（土） 琴・アンサンブル “華 ”　箏曲コンサート ビッグハート
出雲

1,000、高校生以下無料／13:00 板倉 0853-23-6689

20
・ 21

（土）
（日）

街角日常藝術 音楽と風景 in松江 vol.2 カラコロ工房 無料／〈20日〉10:00 ～20:00 〈21日〉10:00 ～17:00 COVAr 
おやつさろん cafe

090-8247-5671

21（日） 紅白歌の祭典 島根県民会館 1,000 ／13:00 紅白歌の祭典
実行委員会

090-3174-9192

21（日） ロビーコンサート「音楽でめぐる探検航海」 
第2回星の音楽（ピアノ） 出演：志娥慶香

石見美術館
（グラントワ内）

無料／14:00 グラントワ 0856-31-1860

21（日） H ZETTRIO PIANO CRAZE 
CRAZY TOUR

LIVE&STUDIO 
松江 B1

〈前売〉5,000〈当日〉5,500［ドリンク代別］／17:00 サウンドエース 
ワダ

0852-21-3467

21（日） ★ 松江×倉敷合同演奏会松江ウインドアンサン
ブル＆倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー

島根県民会館 〈前売〉一般・大学生800、中高生300
〈当日〉一般・大学生1,000、中高生500 ／14:00

松江ウインドアン
サンブル事務局

0852-27-4339

25（木） 47都道府県単独巡業 「傀露蒿儡」 出雲 APOLLO 4,500［ドリンク代別］／18:00 夢番地 086-231-3531

26（金） ★ 第3回松江クラシックス音楽祭2017 
室内楽の夕べ

松江カトリック
教会

一般4,000、高校生以下2,000 ／19:00 江友 
文化芸術事業部

0852-59-9194
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27（土） 【雲南公演】オーケストラで歌う青春ポップスコンサート
（太田裕美・庄野真代・渡辺真知子 N響団友オーケストラ）

チェリヴァ
ホール

SOLD OUT ／16:00 チェリヴァホール 0854-42-1155

27（土） みのり &AREA KEG　
TWO-MAN LIVE!!!

ビッグハート
出雲

〈前売〉3,000〈当日〉3,500 ／17:30 ビッグハート出雲 0853-20-2888

27（土） ★ フォレスタコンサート in島根 島根県民会館 5,500 ／14:00 グッドラック・
プロモーション

0120-30-8181

27（土） 和太鼓で奏でる石見銀山歴史物語
～龍が導きし輝く歴史～

大田市民会館 〈前売〉一般1,000、高校生以下500
〈当日〉一般1,200、高校生以下700 ／18:30

大田市民会館 0854-82-0938

28（日） 第3回混声合唱団みずうみコンサート プラバホール 無料／14:00 混声合唱団
みずうみ

0852-28-1541

28（日） ★【共催】松江クラシックス2017 ファイナ
ルコンサート「モーツァルトの手紙」

島根県民会館 〈前売〉大人4,000、高校生以下2,000
〈当日〉大人4,300、高校生以下2,300 ／15:00

江友 
文化芸術事業部

0852-59-9194

28（日） KEYTALK爆裂疾風ツアー2017 
～みんなの街でパラリラパパパラダイス～

松江 AZTiC 
canova

4,500［ドリンク代別］／18:00 夢番地 086-231-3531

28（日） 【浜田公演】オーケストラで歌う青春ポップスコンサート
（太田裕美・庄野真代・渡辺真知子 N響団友オーケストラ）

石央文化ホール〈前売〉2,000〈当日〉2,500 ／15:00 石央文化ホール 0855-22-2100

28（日） 雲南フェスティバルオーケストラ公演 ラメール 〈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 ／14:00

ラメール 0854-49-8500
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3（土） ★ 第32回松江プラバ音楽祭イル・デーヴ プラバホール 〈Ｓ席〉一般5,600、学生2,800〈A席〉一般5,100、学生2,600
〈B席〉一般4,000、学生2,000〈C席〉一般2,200、学生1,100／14:00

プラバチケット
コーナー

0852-27-6400

3（土） 一夜かぎりの JAZZ CLUB Vol.4 大田市民会館 〈前売〉3,000［お食事付］／19:00 大田市民会館 0854-82-0938

3（土） ハジ→　WE LOVE YOUR TOWN TOUR→
♪♪。2017第一章 ～ふるさと物語～

出雲 APOLLO 4,400［ドリンク代別］／17:30 ユニオン音楽
事務所

082-247-6111

4（日） 船越幸先生開軒60周年 邦楽船越会創立
30周年 記念演奏会 水無月の韻

ビッグハート
出雲

無料／13:00 邦楽船越会 0853-23-2754

7（水） tricot VS 47 出雲 APOLLO 3,000［ドリンク代別］／19:00 夢番地 086-231-3531

10（土） ロビーコンサート「音楽でめぐる探検航
海」 第3回旅の音楽（イギリス古楽器）

石見美術館
（グラントワ内）

無料／14:00　出演：中山ゆき子（ヴァイオリン）、小林紘子
（チェンバロ）、野田祐子（バロックチェロ）

グラントワ 0856-31-1860

10（土） ★ Ritsuko はっぴいらいぶ in2017 松江 CROSS 〈前売〉3,500、カップルチケット6,000
〈当日〉4,000［ドリンク代別］／19:50

遠藤 090-8066-1756

11（日） INKT LIVE HOUSE TOUR 2017 松江 AZTiC 
canova

〈前売〉3,919〈当日〉4,500、未就学児無料／17:00 夢番地 086-231-3531

11（日） ★ 新垣隆＆辺見康孝　デュオリサイタル プラバホール 〈前売〉3,000〈当日〉3,500 ／14:00 デュオ・リサイタル
実行委員会

090-2000-2513

12（月） 竹原ピストル　
全国弾き語りツアー “PEACE OUT”

出雲 APOLLO 3,500［ドリンク代別］／19:00 ユニオン音楽
事務所

082-247-6111

13（火） ★ TUBE LIVE AROUND 2017
迷所求跡ツアー ～ My Home Town ～

出雲市民会館 7,500 ／18:30 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

15（木） the pillows　
NOOK IN THE BRAIN TOUR

松江 AZTiC 
canova

4,320 ／19:00 夢番地 086-231-3531

16（金） 松山千春コンサート・ツアー2017
「原風景」

島根県民会館 8,100 ／18:30 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

17（土） ラ ッ ク ラ イ フ メ ジ ャ ー1st FULL AlbumLife is 
beautiful"リリース「生きてるだけで丸儲け」ツアー "

出雲 APOLLO 2,500 ／18:00 夢番地 086-231-3531

17（土） ★ 風待月コンサート 興雲閣 〈前売〉4,500〈当日〉5,000 ／16:30 喫茶 MG 0852-24-2099

18（日） 琴城流大正琴松江支部演奏会 島根県民会館 無料／12:30 島根県民会館
施設利用課

0852-22-5506

18（日） ロビーコンサート「音楽でめぐる探検航海」 第4回祈りと祭りの
音楽（ガムラン）　出演：ローフィット・イブラヒム、佐々木宏実

石見美術館
（グラントワ内）

無料／14:00 グラントワ 0856-31-1860

24（土） 筧秀月先生追善演奏会 島根県民会館 無料／13:00 筧秀月先生
追善演奏会

090-4895-2455

25（日） ☆ MIN-ONプレミアムコンサート 
佐藤しのぶ 「歌に生きる 生命の讃歌」

グラントワ 一般5,300、学生席（小学生～大学生、当日会場販売のみ）
2,000、民音会員4,800 ／19:00

MIN-ON中国 082-567-0585

25（日） 益田おやこ劇場例会
「チリンとドロンのコンサート」

グラントワ 〈前売〉一般1,500、高校生以下1,000〈当日〉一般2,000、高校生以下
1,500、3歳以下無料［65歳以上500引、孫連れも500引］／14:00

益田おやこ劇場 090-8244-2208

25（日） 鈴木康博 SOLO LIVE 2017 松江 CROSS 5,500［ドリンク代別］／18:00 松江 CROSS 0852-22-0131

27（火） ★ MIN-ONプレミアムコンサート 
佐藤しのぶ 「歌に生きる 生命の讃歌」

島根県民会館 〈A席〉5,300、会員4,800〈B席〉4,300、会員4,000、学生席（当
日会場販売のみ）2,000 ／19:00

MIN-ON中国 082-567-0585

29（木） 出雲アポロ12周年記念イベント！！
～山根万理奈 x百合～ YY2マンライブ～

出雲 APOLLO 2,500［ドリンク代別］／19:00 出雲 APOLLO 0853-23-1531
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2（日） ☆ 広島交響楽団　第25回　島根定期演奏会 グラントワ 〈S席〉一般3,500、会員3,200
〈A席〉一般2,500、会員2,200［学生席は要問合せ］／14:00

グラントワ 0856-31-1860

2（日） ★ オペラ石見銀山
―500年悠久の時をこえて―

大田市民会館 SS席8,000、S席7,000、A席5,000、B席4,000 ／
①14:00 ②18:30

オペラ石見銀山
実行委員会

0854-82-0170

7（金） 清水翔太 島根県民会館 指定席5,700、立見席5,200 ／19:00 夢番地 086-231-3531

8（土） TOTALFAT 
「FAST AND TIGHT TOUR2017」

出雲 APOLLO 3,500［ドリンク代別］／18:00 夢番地 086-231-3531

9（日） セキスイハイム presents 
辻井伸行プレミアム・リサイタル2017

プラバホール S席10,000、A席8,000 ／14:00 日本海テレビ
営業推進部

0857-27-2136

16（日） ヴォーカルアンサンブル
レザミデュソンコンサート2017

グラントワ 1,000 ／14:00 ヴォーカルアンサン
ブルレザミデュソン

090-8713-2821

17（月） 第50回益田地区吹奏楽祭 兼　
島根県大会プレコンクール

グラントワ 無料／13:00 島根県吹奏楽連盟
益田支部

0856-28-0510

20（木） clammbon　モメントツアー2017 出雲 APOLLO 2,500［ドリンク代別］／19:00 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

29（土） ゴスペラーズ坂ツアー2017 
“Soul Renaissance”

出雲市民会館 指定6,500、立見6,500 ／17:30 ユニオン音楽
事務所

082-247-6111

29（土） 岡平健治 ソロ全国24都道府県32公演
弾語り自走ツアー～2017 ～

出雲 APOLLO 3,500［ドリンク代別］／17:00 ADN STATE 050-3532-5600

31（月） ★ ブラスト！：
ミュージック・オブ・ディズニー

島根県民会館 〈前売〉S席9,500、A席8,000、B席6,500 ／19:00 TSK山陰中央
テレビ事業部

0852-20-8888

8 9（水） 山下達郎 PERFORMANCE 2017 出雲市民会館 9,000 ／18:30　チ 5/27発売 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

ここからも応募できるよ♪ しまねキャッチナビ

ペア 

2組様5/8(月)必着
P.4名画劇場「灼熱」

5/13(土)島根県民会館

ペア 

2組様5/8(月)必着
P.4グラントワシアター「永い言い訳」

5/13(土)グラントワ

ペア 

2組様

5/19(金)必着
P.4さんびるシアター「永い言い訳」

5/27(土)松江テルサ

5/22(月)必着
P.3イル・デーヴ

6/3(土)プラバホール

5/23(火)必着
P.3劇団あしぶえ「セロ弾きのゴーシュ」

6/4(日)グラントワ

5/15(月)必着
P.4石央文化ホール「オケ老人！」

5/21(日)石央文化ホール

5/12(金)必着
P.10キャプテン・クック探検航海と『 バンクス花譜集』展

開催中～6/26(月)石見美術館

ペア 

2組様5/8(月)必着
P.4大田名画シアター「犬に名前をつける日」

5/13(土)大田市民会館

【18:30】

【A席】

ペア 

2組様

ペア 

2組様

ペア 

2組様

ペア 

2組様

※いただいた個人データは「キャッチ」プレゼント提供のみに利用します。

★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。

※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。
※料金は税込み金額 （非課税含む）　※チ はチケットの略です。

9



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

島 根 県 民 会 館

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。https://www.shimane-catchnavi.jp/

CATCHウェブサイト「しまねキャッチナビ」

石見美術館 展示室D（益田市有明町）

しまね海洋館アクアス（浜田市久代町）

時 各日14：00～　￥ 無料

時 9：00～17：00(夏休みは18：00まで）　
休 火曜日（但しGW・夏休みは開館）　
￥ 大人1,540円、小中高生510円

石見初！ジオパーク検定～隠岐ジオ講座入門編～ 磯へ出かけよう！

隠岐ジオスペシャル講座～すすめ！環境レンジャー～
川へ出かけよう！ レジンで海の小物作り
隠岐の郷土料理教室

問 グラントワ　☎0856-31-1860

問 島根県立しまね海洋館アクアス　☎0855-28-3900

後に英国自然史の父とよばれる、ジョゼフ・バンクスが、
18世紀に太平洋を旅するなかで発見した美しい花々、出
会った人々の暮らしと文化を、版画や民族資料などで紹
介します。ギャラリートークでは、担当学芸員が展覧会
の見どころを解説します。

隠岐の世界に誇る神秘、隠岐固有の生物の進化や退
化、食文化、絶滅、巨大生物など隠岐の魅力について
詳しく紹介します。

《デプランケア・テトラヒュルラ》『バンクス花譜
集』より（オーストラリア）Bunkamura ザ・ミュー
ジアム収蔵 ©Alecto Historical Editions Ltd / The 
Trustees of the Natural History Museum, London

※企画展観覧券またはミュージアムパスポートが必要です。

※詳細はHPをご覧ください。 https://aquas.or.jp

時 10：00～12：00

展　　示

event

展　　示

event
6.4 日・24 土5.3 水・13 土4.26 水 〜9.18 月

開催中〜6.26 月5.14 日 5.21 日

9.10 日

6.11 日 6.25 日

7.9 日

場 展示室D　時 10：00～18：30 ※展示室への入場は18：00まで　　
休 火曜日（但し5/2は開館）　￥ 一般1,000円、大学生600円、小中高生300円

※企画展のみの料金

託児あり
要予約
各　日

１週間前締切

キャプテン・クック探検航海と
『バンクス花譜集』展
ギャラリートーク（学芸員による作品解説）

島根のとってOKI !!アクアス特別展
〜隠岐ユネスコ世界ジオパーク〜

　　そ の 他
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（水） キャプテン・クックの旅するマルシェ グラントワ 無料［飲食・物販等有料］／10:30 ～15:00 グラントワ 0856-31-1860

3
～7

（水）
（日）

★ 不昧公200年祭記念　松江春茶会 堀川特設川床、
松江城二の丸下の段

〈前売〉一席券800〈当日〉一席券1,000 ／9:00 ～15:00 山陰中央新報社 0852-32-3415

5（金） 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

6
・ 7

（土）
（日）

草月創流90周年記念　島根県支部展 島根県民会館 無料／10:00 草月流島根県支部 0852-23-3648

13（土） 風土記の丘教室
「出雲国意宇郡南新造院をめぐる諸問題」

八雲立つ
風土記の丘

資料代200 ／14:00 ～16:00
講師：大橋泰夫氏（島根大学教授）

島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

13（土） 第95回島根大学ミュージアム講座
「国引きジオパークって何？」

松江スティックビル
（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（土） 古代出雲歴史博物館の学芸員と行く
「出雲国風土記」かけめぐりツアー

古代出雲歴史
博物館 ほか

旅行代金お一人5,000［昼食代込］／9:00 ～18:00 一畑トラベルナイス
デーツアーセンター

0852-21-0277

14（日） 名碗を愉しむ会 (5月 )　　
―藤の花茶会―

加納美術館 2,500［入館料・季節のお菓子・お茶代含、要申込］／
①10:00 ～12:00 ②13:00 ～15:00

安来市加納美術館 0854-36-0880

14（日） 【企画展】「バンクス花譜集」展講演会「ポリネシアの海と宇宙
―ポリネシア人のコスモロジーとスターナビゲーション」

石見美術館
（グラントワ内）

無料／14:00 グラントワ 0856-31-1860

27
・ 28

（土）
（日）

NPO法人発足10周年記念事業「忍者、参上！夕映
えの国宝松江城の巻 /新緑の国宝松江城の巻」

島根県民会館 500 ／〈27日〉17:00〈28日〉10:30 特定非営利活動法人
ほっと・すぺーす21

090-8066-5183

　　演劇・舞踊
月 日 催　物　名 会　場 料金／開演時間 問い合わせ先 電話番号

5

2（火） ヘルシー松田のパントマイムソロライブ 島根県民会館 会員無料／19:00 NPO法人おやこ
劇場松江センター

0852-22-4937

6（土） ☆ きかんしゃトーマスファミリーミュージ
カル　ソドー島のたからもの

グラントワ 〈前売〉一般2,500、会員2,000
〈当日〉一般2,800、会員2,300 ／①13:00 ②15:30

グラントワ 0856-31-1860

26
・ 27

（金）
（土）

松江市民劇場例会―テアトル・エコー公演
「おかしな二人」

島根県民会館 会員制［当日入会可、入会金2,300、月会費2,300］／
〈26日〉19:00 〈27日〉13:30

松江市民劇場 0852-26-3094

28（日） 人形劇 「だってだってのおばあさん」 島根県民会館 会員無料／11:00 NPO法人おやこ
劇場松江センター

0852-22-4937

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

28（日） ★ 西派藤間流 「玉峰の會」 島根県民会館 無料［要入場整理券］／11:00 貴藤会事務局 0852-28-4088

28（日） スサノオの里スーパー神楽2017 スサノオホール SOLD OUT ／9:00 NPO法人
スサノオの里

0853-84-0833

6

4（日） ☆ 劇団あしぶえ　セロ弾きのゴーシュ グラントワ 〈前売〉一般2,000、会員1,700、高校生以下1,000〈当日〉一般
2,500、会員1,700、高校生以下1,500 ／①11:00 ②14:00

グラントワ 0856-31-1860

4（日） 藤蔭紫女卒寿記念紫の会　
舞踏福祉チャリティー

石央文化ホール 1,000 ／12:30 紫の会 0855-27-0382

18（日） 瞳エコール ･ドゥ ･バレエ　2017年度観
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

18（日）・7/2（日）
・7/23（日）

あしぶえ創立50周年記念公演「セロ弾き
のゴーシュ」　Gauche　the Cellist

しいの実
シアター

〈前売〉一般2,000、U30（29歳以下）1,000、グループ割引（一般3人以上、前売
限定）1,500〈当日〉一般2,500、U30（29歳以下）1,500 ／①10:30 ②14:00

森の劇場　
しいの実シアター

0852-54-2400

24（土） 創作舞台演劇「ささやかな　さよなら」
「まごころ商店街へいらっしゃい」

グラントワ 一般1,000、大学生以下700 ／18:30 劇団「ドリームカン
パニー」

090-2001-5749

25（日） 島根 OH ！ HYGON　
-Dance&Music festival-

出雲市民会館 〈前売〉1,500〈当日〉2,000 ／16:00 島根 OH ！ HYGON
実行委員会

0852-31-3173

7 4（火） ★ キエフ・クラシック・バレエ　チャイコフ
スキー夢の３大バレエ～名場面集～

島根県民会館 3,800 ／19:00 島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556

9 5（火） M&O playsプロデュース　
「鎌塚氏、腹におさめる」

島根県民会館 〈S席〉一般6,800、小中高生3,700
〈A席〉一般5,800、小中高生3,200 ／19:00　チ 6/17発売

島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556

　　映　画
月 日 催　物　名 会　場 料金／上映時間 問い合わせ先 電話番号

5

3（水） JICA映画上映会 
「少女は自転車にのって」

グラントワ 無料／①10:00 ②14:00 グラントワ 0856-31-1860

6
・ 7

（土）
（日）

映画「ドラえもん のび太の南極カチコチ
大冒険」 

隠岐島文化会館 一般1,800、大学生1,500、高校生以下1,000 ／
①10:00 ②13:30

隠岐島文化会館 08512-2-0237

13（土） ★ 名画劇場 「灼熱」 島根県民会館 〈前売〉一般1,000、会員800〈当日〉一般1,200、会員1,000、学生
500、小学生以下無料、一般5枚セット券4,000 ／①14:00・②18:30

島根県民会館
文化事業課

0852-22-5502

13（土） 大田名画シアター 「犬に名前をつける日」 大田市民会館 〈前売〉一般1,000〈当日〉一般1,300、シニア1,000、小中高生
500 ／①14:00・②18:30

大田名画
シアター事務局

0854-82-6630

13（土） ☆ グラントワシアター 「永い言い訳」 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 ／①10：00 ②14：00 ③18：30

グラントワ 0856-31-1860

20（土） 映画 「死にゆく妻との旅路」 上映会 あすてらす 無料／14：00 島根県立男女共同参画
センター あすてらす

0854-84-5557

21（日） ☆ 石央シネマ倶楽部企画映画 「オケ老人！」 石央文化ホール 大人1,200、学生600 ／①10：00 ②14：00 石央文化ホール 0855-22-2100

27（土） さんびるシアター 「永い言い訳」 松江テルサ 〈前売〉一般1,000
〈当日〉一般・大学生1,200、小中高生500 ／①10：00 ②14：00

松江テルサ 0852-31-5550

開催中
～5/31（水）

西田千太郎
―小泉八雲が最も信頼をよせた友

小泉八雲記念館 大人400、小中生200 ／8:30 ～18:30 小泉八雲記念館 0852-21-2147

開催中
～6/4（日）

第34回田部美術館大賞「茶の湯の造形展」 田部美術館 大人620、高大生420、中学生以下無料／9:00 ～17:00 田部美術館 0852-26-2211

開催中
～6/11（日）

【企画展】怪談：再話文学の永遠性 小泉八雲記念館 大人400、小中生200 ／8:30 ～18:30 小泉八雲記念館 0852-21-2147

開催中
～6/18（日）

【企画展】千変万化の出雲焼　
―茶陶から鑑賞陶器―

松江歴史館 〈企画展示観覧料〉大人500、小中生250〈基本展示とのセット
券〉大人800、小中生400 ／8:30 ～18:30 ／5/18、6/15

松江歴史館 0852-32-1607

開催中
～6/19（月）

【ギャラリー展】「山陰最古の弥生遺跡
－原山遺跡は何を語るか－」

出雲弥生の森
博物館

無料／9:00 ～17:00 ／火曜日（祝日の場合は翌平日） 出雲弥生の森
博物館

0853-25-1841

開催中
～6/25（日）

【企画展】「雪舟の旅Ⅰ」 益田市立雪舟
の郷記念館

一般300、小中高生100［雪舟筆「益田兼堯像」公開期間（4/22
～5/7）一般500、小中高生150］／9:00 ～17:00 ／火・水曜日

益田市立
雪舟の郷記念館

0856-24-0500

開催中
～6/26（月）

★
☆

【企画展】キャプテン・クック探検航海と
『バンクス花譜集』展

石見美術館
（グラントワ内）

一般1,000、大学生600、小中高生300、未就学児無料／
10:00 ～18:30（ギャラリートーク5/3、13・14:00）

グラントワ 0856-31-1860

4/25（火）
9/24（日）

舩木研兒・倭帆遺作展 出雲玉作資料館 一般200、大高生100、中小生30 ／9:00 ～17:00 松江市立
出雲玉作資料館

0852-62-1040

4/26（水）
～9/18（月）

【特別展】「島根のとって OKI ! !
～隠岐ユネスコ世界ジオパーク～」

アクアス 大人1,540、小中高生510、幼児無料／9:00 ～17:00 ／
5/9、16、23、30、6/6、13、20、27、7/4、11、18、9/5、12

しまね海洋館　
アクアス

0855-28-3900

5/5（金）
～5/7（日）

第3回山陰めだか同好会展示会 中電ふれあい
ホール

無料／9:30 ～17:00（初日13：00から、最終日16：00まで） 中国電力
ふれあいホール

0852-31-8388

5/9（火）
～5/14（日）

福田昇　あの日あの時展 島根県民会館 無料／9:00 ～22:00（初日12:00から、最終日17:00まで） 福田 0852-88-2671

5/12（金）
～6/1（木）

★
☆

再興第101回院展　島根展 今井美術館 〈前売〉一般1,000
〈当日〉一般1,200、学生及び18歳以下無料／10:00 ～16:00

今井美術館 0855-92-1839

5/13（土） 【速報展】「ふるさとの記録を守る－古文書
を未来へ伝えるために」ギャラリートーク

出雲弥生の森
博物館

無料／10:30 ～11:30 出雲弥生の森
博物館

0853-25-1841

5/13（土）
～7/9（日）

「香織里流押絵家元　重田倫享 展」 今岡美術館 〈前売〉一般（高校生以上）600、シニア（65歳以上）500、チラシ持参
400、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

5/19（金）
～7/3（月）

★
☆

江戸の遊び絵づくし 島根県立美術館 一般1,000、大学生600、小中高生300 ／
10:00 ～日没後30分／火曜日

島根県立美術館 0852-55-4700

5/25（木）
～5/28（日）

第39回島根県独立書人団益田支部書展 グラントワ 無料／9:00 ～18:00（最終日17:00まで） 島根県独立書人団 090-3177-1480

5/27（土）
～7/10（月）

加納莞蕾と娘宏子 -絵をかくよろこび - 加納美術館 一般1,000、学生（高校生以上）500 ／9:00 ～16:30（山﨑修二・
加納莞蕾作品解説会5/21・13:30）／火曜日（祝日の場合は翌日）

安来市加納美術館 0854-36-0880

　　展　示
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
～5/7（日）

「宍戸純 展 ―対話―」 今岡美術館 一般600、シニア（65歳以上）500［各種割引有］／
9:00 ～17:00 ／月曜日（祝日の場合は翌日）、4/29

今岡美術館 0853-25-2239

開催中
～5/8（月）

にゃんとまあ　猫展 島根県立美術館 無料／10:00 ～18:00（最終日16:00まで） 藤原 080-6314-1563

開催中
～5/8（月）

★
☆

愛しきものへ 塩谷定好 1899-1988 島根県立美術館 一般1,000、大学生600、小中高生300 ／
10：00 ～日没後30分／火曜日（但し5/2は開館）

島根県立美術館 0852-55-4700

開催中
～5/14（日）

海のシルクロードに花開く　
インドネシア 染織の世界

出雲文化伝承館 一般700、高校生以下無料／9:00 ～17:00 ／
月曜日（但し5/1は開館）

出雲文化伝承館 0853-21-2460

開催中
～5/14（日）

平成28年度
風土記の丘地内発掘調査速報展

八雲立つ
風土記の丘

一般200、大学生100、小中高生無料／9:00 ～17:00 ／
火曜日（祝日の場合は翌日）

島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

開催中
～5/16（火）

【企画展】「出雲国風土記―語り継がれる古
代の出雲―」

古代出雲
歴史博物館

一般700、大学生400、小中高生200 ／
9:00 ～18:00（展示解説4/29、5/7、14・11:00）

島根県立古代出雲
歴史博物館

0853-53-8600

開催中
～5/14（日）

水森亜土展―アドちゃんのドキドキ・ワク
ワクの世界―

平田本陣記念館 一般600、高校生以下無料／9:00 ～17:00 ／火曜日 平田本陣記念館 0853-62-5090

開催中
～5/15（月）

奈良原一高の愛したヴェネツィア 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／火曜日（但し5/2は開館）

島根県立美術館 0852-55-4700

開催中
～5/22（月）

【速報展】「ふるさとの記録を守る－古文書
を未来に伝えるために」

出雲弥生の森
博物館

無料／9:00 ～17:00（ギャラリートーク5/13・10:30）／
火曜日（祝日の場合は翌平日）

出雲弥生の森
博物館

0853-25-1841

開催中
～5/22（月）

「洋画家山﨑修二の世界 
―斎藤与里から伝えられた感動とともに」

加納美術館 一般1,000、高校生以上500、小中生無料／9:00 ～16:30 ／
火曜日

安来市加納美術館 0854-36-0880

開催中
～5/28（日）

【春期企画展】「キノコ だれの子？」 サヒメル 大人600、小中高生200、幼児無料／9:30 ～17:00 ／火曜日 島根県立三瓶自然
館 サヒメル

0854-86-0500

開催中
～5/28（日）

【特別展】「舩木研兒展」 出雲民藝館 大人700、小中生300 ／10:00 ～17:00 ／
月曜日（祝日の場合は翌日）

出雲民藝館 0853-22-6397

開催中
～5/28（日）

コロコロ、カタカタ　木のおもちゃ展 浜田市世界
こども美術館

一般400、高大生300、小中生200 ／9:30 ～17:00 ／月曜日 浜田市
世界こども美術館

0855-23-8451

開催中
～5/28（日）

【企画展】「雪舟焼～初代・福郷徹作陶展～」 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・水曜日（ＧＷ期間中無休）、5/8　

益田市立
歴史民俗資料館

0856-23-2635

開催中
～5/31（水）

【春期特別展】日本画にみる理想の人物表
現 HUMAN ―ヒューマン―

足立美術館 大人2,300、大学生1,800、高校生1,000、小中生500 ／
9:00 ～17:30

足立美術館 0854-28-7111

企画展「キャプテン・クック探検航海と『バンクス花譜集』展」

OKI 特別体験スクール

チケプレ

ペア 2 組様

10



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

島 根 県 民 会 館

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。https://www.shimane-catchnavi.jp/

CATCHウェブサイト「しまねキャッチナビ」

キャプテン・クック探検航海と
『バンクス花譜集』展
ギャラリートーク（学芸員による作品解説）

　　そ の 他
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（水） キャプテン・クックの旅するマルシェ グラントワ 無料［飲食・物販等有料］／10:30 ～15:00 グラントワ 0856-31-1860

3
～7

（水）
（日）

★ 不昧公200年祭記念　松江春茶会 堀川特設川床、
松江城二の丸下の段

〈前売〉一席券800〈当日〉一席券1,000 ／9:00 ～15:00 山陰中央新報社 0852-32-3415

5（金） 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

6
・ 7

（土）
（日）

草月創流90周年記念　島根県支部展 島根県民会館 無料／10:00 草月流島根県支部 0852-23-3648

13（土） 風土記の丘教室
「出雲国意宇郡南新造院をめぐる諸問題」

八雲立つ
風土記の丘

資料代200 ／14:00 ～16:00
講師：大橋泰夫氏（島根大学教授）

島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

13（土） 第95回島根大学ミュージアム講座
「国引きジオパークって何？」

松江スティックビル
（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（土） 古代出雲歴史博物館の学芸員と行く
「出雲国風土記」かけめぐりツアー

古代出雲歴史
博物館 ほか

旅行代金お一人5,000［昼食代込］／9:00 ～18:00 一畑トラベルナイス
デーツアーセンター

0852-21-0277

14（日） 名碗を愉しむ会 (5月 )　　
―藤の花茶会―

加納美術館 2,500［入館料・季節のお菓子・お茶代含、要申込］／
①10:00 ～12:00 ②13:00 ～15:00

安来市加納美術館 0854-36-0880

14（日） 【企画展】「バンクス花譜集」展講演会「ポリネシアの海と宇宙
―ポリネシア人のコスモロジーとスターナビゲーション」

石見美術館
（グラントワ内）

無料／14:00 グラントワ 0856-31-1860

27
・ 28

（土）
（日）

NPO法人発足10周年記念事業「忍者、参上！夕映
えの国宝松江城の巻 /新緑の国宝松江城の巻」

島根県民会館 500 ／〈27日〉17:00〈28日〉10:30 特定非営利活動法人
ほっと・すぺーす21

090-8066-5183

　　演劇・舞踊
月 日 催　物　名 会　場 料金／開演時間 問い合わせ先 電話番号

5

2（火） ヘルシー松田のパントマイムソロライブ 島根県民会館 会員無料／19:00 NPO法人おやこ
劇場松江センター

0852-22-4937

6（土） ☆ きかんしゃトーマスファミリーミュージ
カル　ソドー島のたからもの

グラントワ 〈前売〉一般2,500、会員2,000
〈当日〉一般2,800、会員2,300 ／①13:00 ②15:30

グラントワ 0856-31-1860

26
・ 27

（金）
（土）

松江市民劇場例会―テアトル・エコー公演
「おかしな二人」

島根県民会館 会員制［当日入会可、入会金2,300、月会費2,300］／
〈26日〉19:00 〈27日〉13:30

松江市民劇場 0852-26-3094

28（日） 人形劇 「だってだってのおばあさん」 島根県民会館 会員無料／11:00 NPO法人おやこ
劇場松江センター

0852-22-4937

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

28（日） ★ 西派藤間流 「玉峰の會」 島根県民会館 無料［要入場整理券］／11:00 貴藤会事務局 0852-28-4088

28（日） スサノオの里スーパー神楽2017 スサノオホール SOLD OUT ／9:00 NPO法人
スサノオの里

0853-84-0833

6

4（日） ☆ 劇団あしぶえ　セロ弾きのゴーシュ グラントワ 〈前売〉一般2,000、会員1,700、高校生以下1,000〈当日〉一般
2,500、会員1,700、高校生以下1,500 ／①11:00 ②14:00

グラントワ 0856-31-1860

4（日） 藤蔭紫女卒寿記念紫の会　
舞踏福祉チャリティー

石央文化ホール 1,000 ／12:30 紫の会 0855-27-0382

18（日） 瞳エコール ･ドゥ ･バレエ　2017年度観
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

18（日）・7/2（日）
・7/23（日）

あしぶえ創立50周年記念公演「セロ弾き
のゴーシュ」　Gauche　the Cellist

しいの実
シアター

〈前売〉一般2,000、U30（29歳以下）1,000、グループ割引（一般3人以上、前売
限定）1,500〈当日〉一般2,500、U30（29歳以下）1,500 ／①10:30 ②14:00

森の劇場　
しいの実シアター

0852-54-2400

24（土） 創作舞台演劇「ささやかな　さよなら」
「まごころ商店街へいらっしゃい」

グラントワ 一般1,000、大学生以下700 ／18:30 劇団「ドリームカン
パニー」

090-2001-5749

25（日） 島根 OH ！ HYGON　
-Dance&Music festival-

出雲市民会館 〈前売〉1,500〈当日〉2,000 ／16:00 島根 OH ！ HYGON
実行委員会

0852-31-3173

7 4（火） ★ キエフ・クラシック・バレエ　チャイコフ
スキー夢の３大バレエ～名場面集～

島根県民会館 3,800 ／19:00 島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556

9 5（火） M&O playsプロデュース　
「鎌塚氏、腹におさめる」

島根県民会館 〈S席〉一般6,800、小中高生3,700
〈A席〉一般5,800、小中高生3,200 ／19:00　チ 6/17発売

島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556

　　映　画
月 日 催　物　名 会　場 料金／上映時間 問い合わせ先 電話番号

5

3（水） JICA映画上映会 
「少女は自転車にのって」

グラントワ 無料／①10:00 ②14:00 グラントワ 0856-31-1860

6
・ 7

（土）
（日）

映画「ドラえもん のび太の南極カチコチ
大冒険」 

隠岐島文化会館 一般1,800、大学生1,500、高校生以下1,000 ／
①10:00 ②13:30

隠岐島文化会館 08512-2-0237

13（土） ★ 名画劇場 「灼熱」 島根県民会館 〈前売〉一般1,000、会員800〈当日〉一般1,200、会員1,000、学生
500、小学生以下無料、一般5枚セット券4,000 ／①14:00・②18:30

島根県民会館
文化事業課

0852-22-5502

13（土） 大田名画シアター 「犬に名前をつける日」 大田市民会館 〈前売〉一般1,000〈当日〉一般1,300、シニア1,000、小中高生
500 ／①14:00・②18:30

大田名画
シアター事務局

0854-82-6630

13（土） ☆ グラントワシアター 「永い言い訳」 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 ／①10：00 ②14：00 ③18：30

グラントワ 0856-31-1860

20（土） 映画 「死にゆく妻との旅路」 上映会 あすてらす 無料／14：00 島根県立男女共同参画
センター あすてらす

0854-84-5557

21（日） ☆ 石央シネマ倶楽部企画映画 「オケ老人！」 石央文化ホール 大人1,200、学生600 ／①10：00 ②14：00 石央文化ホール 0855-22-2100

27（土） さんびるシアター 「永い言い訳」 松江テルサ 〈前売〉一般1,000
〈当日〉一般・大学生1,200、小中高生500 ／①10：00 ②14：00

松江テルサ 0852-31-5550

開催中
～5/31（水）

西田千太郎
―小泉八雲が最も信頼をよせた友

小泉八雲記念館 大人400、小中生200 ／8:30 ～18:30 小泉八雲記念館 0852-21-2147

開催中
～6/4（日）

第34回田部美術館大賞「茶の湯の造形展」 田部美術館 大人620、高大生420、中学生以下無料／9:00 ～17:00 田部美術館 0852-26-2211

開催中
～6/11（日）

【企画展】怪談：再話文学の永遠性 小泉八雲記念館 大人400、小中生200 ／8:30 ～18:30 小泉八雲記念館 0852-21-2147

開催中
～6/18（日）

【企画展】千変万化の出雲焼　
―茶陶から鑑賞陶器―

松江歴史館 〈企画展示観覧料〉大人500、小中生250〈基本展示とのセット
券〉大人800、小中生400 ／8:30 ～18:30 ／5/18、6/15

松江歴史館 0852-32-1607

開催中
～6/19（月）

【ギャラリー展】「山陰最古の弥生遺跡
－原山遺跡は何を語るか－」

出雲弥生の森
博物館

無料／9:00 ～17:00 ／火曜日（祝日の場合は翌平日） 出雲弥生の森
博物館

0853-25-1841

開催中
～6/25（日）

【企画展】「雪舟の旅Ⅰ」 益田市立雪舟
の郷記念館

一般300、小中高生100［雪舟筆「益田兼堯像」公開期間（4/22
～5/7）一般500、小中高生150］／9:00 ～17:00 ／火・水曜日

益田市立
雪舟の郷記念館

0856-24-0500

開催中
～6/26（月）

★
☆

【企画展】キャプテン・クック探検航海と
『バンクス花譜集』展

石見美術館
（グラントワ内）

一般1,000、大学生600、小中高生300、未就学児無料／
10:00 ～18:30（ギャラリートーク5/3、13・14:00）

グラントワ 0856-31-1860

4/25（火）
9/24（日）

舩木研兒・倭帆遺作展 出雲玉作資料館 一般200、大高生100、中小生30 ／9:00 ～17:00 松江市立
出雲玉作資料館

0852-62-1040

4/26（水）
～9/18（月）

【特別展】「島根のとって OKI ! !
～隠岐ユネスコ世界ジオパーク～」

アクアス 大人1,540、小中高生510、幼児無料／9:00 ～17:00 ／
5/9、16、23、30、6/6、13、20、27、7/4、11、18、9/5、12

しまね海洋館　
アクアス

0855-28-3900

5/5（金）
～5/7（日）

第3回山陰めだか同好会展示会 中電ふれあい
ホール

無料／9:30 ～17:00（初日13：00から、最終日16：00まで） 中国電力
ふれあいホール

0852-31-8388

5/9（火）
～5/14（日）

福田昇　あの日あの時展 島根県民会館 無料／9:00 ～22:00（初日12:00から、最終日17:00まで） 福田 0852-88-2671

5/12（金）
～6/1（木）

★
☆

再興第101回院展　島根展 今井美術館 〈前売〉一般1,000
〈当日〉一般1,200、学生及び18歳以下無料／10:00 ～16:00

今井美術館 0855-92-1839

5/13（土） 【速報展】「ふるさとの記録を守る－古文書
を未来へ伝えるために」ギャラリートーク

出雲弥生の森
博物館

無料／10:30 ～11:30 出雲弥生の森
博物館

0853-25-1841

5/13（土）
～7/9（日）

「香織里流押絵家元　重田倫享 展」 今岡美術館 〈前売〉一般（高校生以上）600、シニア（65歳以上）500、チラシ持参
400、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

5/19（金）
～7/3（月）

★
☆

江戸の遊び絵づくし 島根県立美術館 一般1,000、大学生600、小中高生300 ／
10:00 ～日没後30分／火曜日

島根県立美術館 0852-55-4700

5/25（木）
～5/28（日）

第39回島根県独立書人団益田支部書展 グラントワ 無料／9:00 ～18:00（最終日17:00まで） 島根県独立書人団 090-3177-1480

5/27（土）
～7/10（月）

加納莞蕾と娘宏子 -絵をかくよろこび - 加納美術館 一般1,000、学生（高校生以上）500 ／9:00 ～16:30（山﨑修二・
加納莞蕾作品解説会5/21・13:30）／火曜日（祝日の場合は翌日）

安来市加納美術館 0854-36-0880

　　展　示
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
～5/7（日）

「宍戸純 展 ―対話―」 今岡美術館 一般600、シニア（65歳以上）500［各種割引有］／
9:00 ～17:00 ／月曜日（祝日の場合は翌日）、4/29

今岡美術館 0853-25-2239

開催中
～5/8（月）

にゃんとまあ　猫展 島根県立美術館 無料／10:00 ～18:00（最終日16:00まで） 藤原 080-6314-1563

開催中
～5/8（月）

★
☆

愛しきものへ 塩谷定好 1899-1988 島根県立美術館 一般1,000、大学生600、小中高生300 ／
10：00 ～日没後30分／火曜日（但し5/2は開館）

島根県立美術館 0852-55-4700

開催中
～5/14（日）

海のシルクロードに花開く　
インドネシア 染織の世界

出雲文化伝承館 一般700、高校生以下無料／9:00 ～17:00 ／
月曜日（但し5/1は開館）

出雲文化伝承館 0853-21-2460

開催中
～5/14（日）

平成28年度
風土記の丘地内発掘調査速報展

八雲立つ
風土記の丘

一般200、大学生100、小中高生無料／9:00 ～17:00 ／
火曜日（祝日の場合は翌日）

島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

開催中
～5/16（火）

【企画展】「出雲国風土記―語り継がれる古
代の出雲―」

古代出雲
歴史博物館

一般700、大学生400、小中高生200 ／
9:00 ～18:00（展示解説4/29、5/7、14・11:00）

島根県立古代出雲
歴史博物館

0853-53-8600

開催中
～5/14（日）

水森亜土展―アドちゃんのドキドキ・ワク
ワクの世界―

平田本陣記念館 一般600、高校生以下無料／9:00 ～17:00 ／火曜日 平田本陣記念館 0853-62-5090

開催中
～5/15（月）

奈良原一高の愛したヴェネツィア 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／火曜日（但し5/2は開館）

島根県立美術館 0852-55-4700

開催中
～5/22（月）

【速報展】「ふるさとの記録を守る－古文書
を未来に伝えるために」

出雲弥生の森
博物館

無料／9:00 ～17:00（ギャラリートーク5/13・10:30）／
火曜日（祝日の場合は翌平日）

出雲弥生の森
博物館

0853-25-1841

開催中
～5/22（月）

「洋画家山﨑修二の世界 
―斎藤与里から伝えられた感動とともに」

加納美術館 一般1,000、高校生以上500、小中生無料／9:00 ～16:30 ／
火曜日

安来市加納美術館 0854-36-0880

開催中
～5/28（日）

【春期企画展】「キノコ だれの子？」 サヒメル 大人600、小中高生200、幼児無料／9:30 ～17:00 ／火曜日 島根県立三瓶自然
館 サヒメル

0854-86-0500

開催中
～5/28（日）

【特別展】「舩木研兒展」 出雲民藝館 大人700、小中生300 ／10:00 ～17:00 ／
月曜日（祝日の場合は翌日）

出雲民藝館 0853-22-6397

開催中
～5/28（日）

コロコロ、カタカタ　木のおもちゃ展 浜田市世界
こども美術館

一般400、高大生300、小中生200 ／9:30 ～17:00 ／月曜日 浜田市
世界こども美術館

0855-23-8451

開催中
～5/28（日）

【企画展】「雪舟焼～初代・福郷徹作陶展～」 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・水曜日（ＧＷ期間中無休）、5/8　

益田市立
歴史民俗資料館

0856-23-2635

開催中
～5/31（水）

【春期特別展】日本画にみる理想の人物表
現 HUMAN ―ヒューマン―

足立美術館 大人2,300、大学生1,800、高校生1,000、小中生500 ／
9:00 ～17:30

足立美術館 0854-28-7111

ドーシ ド レー ミー ファー ソー ラー
クマの支配人新しいキャッチの仲間の

ご紹介

企画展「キャプテン・クック探検航海と『バンクス花譜集』展」
11



イオンレクサス松江
松江市西津田6丁目 1番 12号　Tel：0852-22-2222
　　　　　　　　　　　　　　　定休日：毎週月曜日・祝日

162,000
75,600

151,200

43,20075,600
151,200

 5,560,000

 4,920,000  5,680,000 6,303,000

 4,331,000 5,204,000

コ
ン
サ
ー
ト・演

劇・舞
踊・

ギ
ャ
ラ
リ
ー・シ

ネ
マ
情
報
満
載

島
根
文
化
情
報
誌

古
紙
パ
ル
プ
配
合
率
100％

再
生
紙
を
使
用

イ
ン
フ
ォメ

ー
シ
ョ
ン
し
ま
ね「

キ
ャッ

チ
」５

月
号

島
根
文
化
情
報
誌
  平

成
29年

４
月
25日

発
行

発
行・編

集
／
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

印
　
　
 刷
／
武
永
印
刷
株
式
会
社
 〒
693-0056 島

根
県
出
雲
市
江
田
町
205-2 TEL.0853-21-1810 FAX.0853-21-1816


