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世界遺産登録
島根県民会館

島根県民会館からのお知らせです！

問 しまね映画祭実行委員会事務局（島根県民会館）　☎0852-22-5502

島根県立短大・保育
学科の学生が毎年お
届けしている「ほい
くまつり」。保育者
のタマゴたちが授業
の一環として実施す
る取組みで、歌唱・影
絵劇・劇・司会など授
業で学んでいる内容
を総合表現として舞
台で発表します。音響・照明・衣装・ポスターまで、すべてを106名
の学生が手作りした舞台。40年以上続くこの取り組みは、初夏の
松江の風物詩になろうとしています。どうぞ楽しく夢のあるひと
ときをお過ごしください♪

今年デビュー50周年
となる沢田研二が記念
ツアーを開催。
1967年「ザ・タイガー
ス」のデビュー曲『僕の
マリー』から現在まで
に発表したシングルの
中から選んだ名曲の
数々を披露。いつまで
も色あせないサウンド
を会場でぜひ！

プログラム

島根県民会館連携事業

しまね演劇フェスティバル2017

演劇をはじめよう！

最新チケット情報

スタートアップセミナー

第44回ほいくまつり

講座・ワークショップ特集
映 劇画 演&

50周年記念LIVE2017〜2018
沢田研二

県立短大・保育学科学生の手による
すべてが手作りの夢あふれる舞台！

問 島根県立大学短期大学部松江キャンパス
 　☎0852-26-5525（代）

時 開場13：45／開演14：30（終演予定16：30）
￥ 無料

島根県民会館 大ホール（松江市殿町）

※当日会場へお持ち下さい。

問 ユニオン音楽事務所　☎082-247-6111

応募方法等の詳細は島根県民会館HPをチェック！
http://www.cul-shimane.jp/hall/
問 島根県民会館文化事業課 ☎0852-22-5502

応募方法等の詳細は島根県民会館HPをチェック！http://www.cul-shimane.jp/hall/
問 島根県民会館文化事業課　☎0852-22-5502

時 開場15：30／開演16：00
￥ 全席指定　8,000円

時 毎回10：00～16：00
￥ 2,000円（5日間）
対象 小学校4年生～中学校3年生
定員 20名　締切 7月19日（水）

￥ 〈各講座〉一般1,500円、学生700円
対象 高校生（16才）以上　定員 各講座20名　締切 7月18日（火）時 10：00～17：30（受付9：30～）　

￥ 〈受講料〉一般500円、高校生以下200円

島根県民会館 大ホール（松江市殿町）

島根県民会館（松江市殿町）

島根県民会館（松江市殿町）
仁摩農村環境改善センター（大田市仁摩町）

※未就学児入場不可

＊歌唱ステージ　
＊影絵劇 「ヤマタノオロチ」
＊劇 「しらゆきひめ」
＊オリジナルキャラクター
　による司会

『子ども演劇創造事業2016』より

昨年の様子

映画塾ガイダンス in 石見銀山・仁摩・温泉津
〜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〜

プロと創る「夏休みジュニアミュージカル」
〜見つかる！新しい自分！〜

2003年から開催している「しまね映画塾」。15回目となる
今年は、記念 year に相応しく大田市の世界遺産エリアを
舞台に開催。「映画塾ってどんなことをするの？」そんな疑
問や不安を解消し
てくれる「映画塾ガ
イダンス」でしまね
映画塾体験をはじ
めてみませんか？

演劇に興味がある人、歌やダンスをやってみたい人。そし
て、この夏、何かを始めてみたい人。今年の夏、ミュージカ
ルに挑戦してみませんか？今回のワークショップは、体を
動かしたり、みんなでアイディアを出したりしながら、台
本を作り、稽

け い

古
こ

をして、最終日には５日間で出来上がった
作品の発表を行います。
一緒にミュージカルの楽
しさを体験しましょう！

しまねで演劇を創るために、必要なことを講師と参加者で
考えたり、体験したりします！

6.24 土

10.28 土

7.26 水〜30 日

7.22 土・23日

7/15 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

10/21 締切

「地域における演劇を考える」

「発想の転換！制約を乗り越える舞台美術」

「俳優の基本から公演まで」

「コンクール」参加希望団体説明会

22
日

23
日

〈発表公演〉 7.30 日  
14：00開演（入場無料）

申込先：仁摩公民館

島根県民会館連携事業

しまね映画塾2017始動！

第26回しまね映画祭プレイベント

ナビゲーター：錦織良成
（しまね映画塾塾長・映画監督）

参加者募集中！

6.11 日

時 10：00〜15：00 講師  和田喜夫
時 16：00〜20：00 講師  宮原清美

時 15：30〜16：30

時 10：00〜15：00 講師  佐々波雅子

参加者氏名、年齢、住所、連絡先を
下記のいずれかの方法でお申込みください。

※2・3でお申込みの場合は「ガイダンス申込」と記載してください。
●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、ぜひ持って来てく

ださい。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。（申込の際、「カメラ持参」と付け加えて下さい）

●湯茶や昼食は各自でご用意ください。

1.TEL：0854-88-3081　　2.FAX：0854-88-3081
3.E-mail：ko-nima@iwamigin.jp

申込
方法

コンクール参加団体募集あり
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世界遺産登録

おすすめイベント

県民会館が主催するコンサートや演劇情報をひと足早くキャッチ！

時 9：00〜18：00　休 7/18・8/8
￥ 〈特別展〉一般1,000円、大学生500円
　 〈常設展とのセット券〉
　　 一般1,300円、大学生700円

時 9：00〜17：00
￥ 〈特別展〉一般・大学生500円

時 ①14：00開演 ②18：30開演
￥ SS席8,000円、S席7,000円
　 A席5,000円、B席4,000円

問 古代出雲歴史博物館 ☎0853-53-8600

問 石見銀山資料館 ☎0854-89-0846
問 株式会社シグナル　☎0854-82-0170

あらすじ

5 名様
企画展

セロ弾きのゴーシュ
広島交響楽団　
第25回島根定期演奏会

スタートアップセミナー

50周年記念LIVE2017〜2018

多くの有名オーケストラを指揮してきた高関健と、第６回仙台国際
音楽コンクールで優勝したヴァイオリンのチャン・ユジンを迎え、
ブラームスやメンデルスゾーンをお届けします。

上演170回、3万6千人が観たあしぶえの代表作

問 グラントワ　☎0856-31-1860問 認定NPO法人あしぶえ　☎0852-54-2400

時 開場13：30／開演14：00
￥ 全席指定　S席3,500円（会員3,200円）
　　　　　　 A席2,500円（会員2,200円）、学生券1,000円

時 ①10：30 ②14：00
￥ 〈前売〉一般2,000円、U-30（29歳以下）1,000円
　　　　グループ割引（一般3人以上）1,500円
　 〈当日〉一般2,500円、U-30（29歳以下）1,500円
　　　　　　　　　　　　　　 　 ※観劇対象 ５歳以上

グラントワ 大ホール（益田市有明町）
森の劇場 しいの実シアター（松江市八雲町）

※学生券対象：小学生～大学生（購入の際に学生証を提示ください）
※学生券は当日、残席の中より席を指定。

※未就学児入場不可

※両館ともに、障がい者手帳保持者及び
　その介助者１名は観覧無料です。

◀︎御取納丁銀
　毛利元就が天皇の即位料として献上した現存する唯一の丁銀。

石見銀山展 
−銀が世界を変えた−

オペラ石見銀山

古代出雲歴史博物館（出雲市大社町） 石見銀山資料館（大田市大森町）

大田市民会館（大田市大田町）

石見銀山世界遺産登録10
周年を記念し、西洋の伝統
芸術「オペラ」と大田市の伝
統芸能「石見神楽」を融合し
た世界初のオペラを上演し
ます。
最盛期に世界の銀の３分の
１を算出したと推定される
石見銀山を舞台に、神楽の
演目を組み込んだ物語で、
悲恋、怨霊と山神の闘い、救
済と発展など、銀山の歴史
を音楽で美しく奏でます。

この夏、世界遺産登録10周年を
記念した展覧会を古代出雲歴史
博物館と石見銀山資料館の２館
で同時開催します。日本初公開
のボリビアの銀製品や、大航海
時代の作品、石見銀山ゆかりの
品々を通して、石見
銀山の魅力や歴史的
価値について紹介し
ます。

原作：宮沢 賢治
構成・演出：園山 土筆

石見銀山は、銀による経済・文化のグローバル化を生み出した点や、伝統的な銀生産の
全体像が分かる遺跡が残されている点などが評価され、世界遺産に登録されました。

世界初、「オペラ」と「神楽」の
コラボレーション

7.14 金  〜9.3 日

7.2 日

出演・スタッフ

【出演】オペラユニット・レジェンド
　　　大田市大屋神楽社中　ほか
【ナレーション】宮根誠司
【作曲音楽監督】中村匡宏(鍵盤男子）

金星音楽団で一番へたなゴーシュは楽長に叱られてばかり。
音楽会をひかえて猛練習をしているゴーシュの家へ動物たちがやってくる。
彼らから大切なことを教わるが、焦るゴーシュは思わずカッコウを傷つけてし
まう。自分でも気づかないうちに上達していたのだと知ったゴーシュは、カッコ
ウに謝るのだった。

チケプレ

 2 組様
ペア

【A席】

6.18 日  ・ 7.2 日  ・ 7.23 日 7.2 日

チケット
発売中

©Masahide Sato

託児あり
要予約

6/25 締切

日本で一番小さな
公立劇場「しいの
実シアター」の専
属劇団あしぶえが
28年かけて創りあ
げた代表作を今年
も上演します。

小中高生
無料！

9.25 月  新国立劇場にて
東京公演決定！
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湯を沸かすほどの熱い愛

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

松江テルサ 7 階ドームシアター 
チェリヴァホール 2 階ホール 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〉ファミリー（会員・前売りのみ）1,500円、一般1,300円、会員1,000円、シニア・小中高生500円
　〈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 木次経済文化会館チェリヴァホール　☎0854・42・1155

10：00/14：00

14：00/18：30

「ハリー・ポッター」シリーズでおなじ
みのイギリスの名女優マギー・スミス
が、16年間にわたり主演してきた舞
台劇の映画化で、スミス扮する風変
わりなホームレスの老女と劇作家の
奇妙な絆を描いたドラマ。

（2015年 /イギリス /104分）

日本アカデミー賞優秀賞、第90回キネマ旬報主演女優賞、ブルーリボン
賞助演女優賞など様々な映画賞を席巻する話題作 !
銭湯「幸の湯」を営む幸野家。しかし、父が１年前にふらっと出奔し、銭湯
は休業状態。母・双葉は持ち前の明るさと強さで、パートをしながら、娘を
育てていた。そんなある日、突然、「余命わずか」という宣告を受ける。そ
の日から彼女は、「絶対にやっておくべきこと」を決め、実行していく。

(2016年 /日本 /125分 )

直木賞作家・乃南アサのベストセラー
小説を林遺都×市原悦子で映画化！
親の愛を知らずに育った主人公が
市原悦子演じるスマを助けたことが
きっかけとなり、自分の犯してきた罪
の重さに気づく。宮崎県の大自然を
舞台にした感涙の作品が誕生。

（2016年 /日本 /108分）

監督：ニコラス・ハイトナー
出演：マギー・スミス
　　　アレックス・ジェニングス ほか

脚本・監督：中野量太
出　演：宮沢りえ、杉咲花
　　　　オダギリジョー 
　　　　　　　　　　 ほか

監督：東 伸児
出演：林 遣都、市原悦子
　　　藤井美菜、綿引勝彦 ほか

©2015 Van Productions Limited,British Broadcasting 
Corporation and TriStar Pictures,Inc.All Rights Reserved.

©2016「湯を沸かすほどの熱い愛」製作委員会

©2016「しゃぼん玉」製作委員会

名女優マギー・スミスが贈る
英国式シアワセ生活！

余命２か月。
私には、死ぬまでにするべきことがある。

これからが、
これまでを変えていく。

公共ホールで映画を上映しています。映画館の少ない島根県では

しゃぼん玉

ミス・シェパードをお手本に 06.10
（土）

06.24
（土）

英国式シアワセ Tea タイム
14：00の部上映後15：45ごろから
中ホールロビーにて名画劇場ご来場者に
紅茶無料サービス！（14：00の回限定）
紅茶専門店パンジェンシーの紅茶王子
こと松尾氏による紅茶談話あり♪

チェリヴァ
シアター

名画劇場

06.10
（土）

グラントワ
シアター

10：00/14：00/18：30

06.24
（土）さんびる

シアター 10：00/14：00

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
6/3 締切

託児あり
要予約

6/15 締切

託児あり
要予約
6/3 締切

関 連
イベント
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英雄でも戦士でもない。
真の侍たちの姿がここにある。

5/20（土）から全国大ヒット上映中！
お近くの劇場へお急ぎください！！

原作・脚本・監督：錦織良成
「渾身 KON-SHIN」 

「RAILWAYS 49歳で電車の運転士になった男の物語」

エグゼクティヴ・プロデューサー：EXILE HIRO
出　演

青柳翔／小林直己　田畑智子　石井杏奈
山本圭　高橋長英　甲本雅裕　宮崎美子

豊原功補　早乙女太一／AKIRA
笹野高史　中村嘉葎雄　でんでん　佐野史郎　

橋爪遼　菅田俊　音尾琢真　
品川徹／奈良岡朋子／津川雅彦

配給：LDH PICTURES　上映時間：120分

「たたら侍」全国上映開始‼

※今月号のコラム「シネマ恋恋」はお休みします。

©2017「たたら侍」製作委員会 奥出雲に継承される日本独自の製鉄技術 「たたら吹き」を取り仕
切る村下（むらげ）の息子が、戦乱の世にあらがい、おのれの生き
る道を探して魂の彷徨を重ねる成長の物語。日本の伝統と、日本
人の気高い精神を、美麗で雄大な映像と共に描き出し、カナダ・
モントリオール世界映画祭・最優秀芸術賞ほか世界各地の映画祭
で多数の受賞を果たした注目作です。

フィルム画がデジタル画より遥かに上、玉鋼が世界一の純鉄、という
真実は我々の先入観を覆してくれます。新作で日本初の【フィルム
撮影】【４Ｋ仕上げ】の映画『たたら侍』は拘り抜きました！劇場で
ご覧いただければ幸いです。 検  索検  索たたら侍https://tatara-samurai.jp/

こだわ

「たたら侍」、感謝を込めて拘りました！

他、多数受賞

島根 松江東宝５ ℡0852-28-2100
T・ジョイ出雲 ℡0853-24-6000

鳥取 MOVIX日吉津 ℡0859-37-1800

錦織監督コメント



あるイザナキ・イザナミが出雲国に住ん
だ（鎮座した）ことを挙げているのです。

歴史的に見て、イザナキ・イザナミが
出雲に鎮座していることをとりわけ主張
したのは佐太神社です。明応４年（1495）
の「佐陀大社縁起」では、イザナキ・イ
ザナミが淡路島を産んだところ、この島
には海水が漫々としていて住むべき所で
はないので、両神は出雲国の島根に移っ
たと記されています。また、イザナキ・
イザナミが鎮座する故に出雲国を神国と
みなす考え方は、イザナミを主祭神とす
る神魂神社（松江市）の中世末の資料に
おいても垣間見るができます。冒頭にひ
いた八雲の記述から、中世末に由来する
伝承が明治時代半ばにも生きていたこと
がわかり、大変興味深く感じます。

八雲は、イザナキ・イザナミに結び付
けて出雲を神国とみなしていますが、他
にも例えば、寛永 11 年（1634）に日御
碕神社（出雲市）に奉納された『出雲国

風土記』日御碕本の奥書では、風土記が
唯一伝わっていることを神国とみなす理
由としています。また、大正 13 年（1924）
の「一畑薬師及出雲名所図絵」では、神
徳が伊勢神宮につぐ出雲大社が鎮座して
いることをその理由としています。出雲
神国論は様々な伝承から成立してきてい
るのです。

　古代出雲歴史博物館　品川知彦

神国 ―神々の国―は日本の聖なる名であ
る。その神国の中でも最も聖なる地は出雲国
である。高天原からこの地に最初に降り立ち、
しばらくこの地に住んだのは、国産みの神、
イザナキとイザナミ、神々と人間の御祖の神
であり、この出雲国の境のどこかにイザナミ
は埋葬された。（中略）出雲がわけても神々
の国、イザナキ、イザナミが今も崇拝されて
いる民族の揺

ようらん

籃の地だとしても、出雲国杵築
はとりわけ神々の都であり、その太古からの
神殿は古代信仰、神道の発祥の地なのである。

これは小泉八雲の『知られぬ日本の面影』
「杵

き つ き

築」冒頭の出雲を神々の国と捉えた有名
な一節です。一般的には、出雲が神国とみな
される理由として、国作りを行い、また神々
のことを司るオオクニヌシが出雲国（出雲大
社）に鎮座していることを挙げることができ
ます。しかし八雲は、出雲大社が鎮座する杵
築を神々の都、神道の発祥地とする一方で、
出雲を神国とする理由については御祖の神で

出
雲
神
国
論
異
説

『知られぬ日本の面影』初版本

広 告

キャッチに広 告を
掲 載してみませんか?

１枠 
3万円～

複数回ご掲載いただける場合や
データ入稿いただける場合は
お値引きいたします！

詳しくはお問い合わせ下さい。

島根県民会館キャッチ編集部
TEL.0852-22-5505　FAX.0852-24-0109
E-mail：catch1994@cul-shimane.jp

お問い
合わせ

CATCHポータルサイト Webバナー広告も募集しています

https://www.shimane-catchnavi.jp/ しまねキャッチナビ 検索

「キャッチ」は、島根県内の文化情報を網羅した、地域密着
型総合文化情報誌。県内のコンサート、演劇、ダンス、ギャラ
リー、映画など文化イベント情報を多数掲載し、地元の新聞
社やテレビ局といったメディアにも情報収集の手段として
活用されています。ぜひイベントの告知やお店の紹介など
にお役立てください。

イベントの
告知に

文化講座の
受講生募集に施設の

PRに

内藤伸の木彫
を中心に

［開館時間］10時～日没後30分
　　　　　（展示室への入場は日没時刻まで）　
［休 館 日］火曜日（8/15、9/12は開館）

〈企画展〉一般1,000円、大学生600円、小中高生300円
〈コレクション展〉一般300円、大学生200円、高校生以下無料

観覧料

　島根県の布志名焼窯元･舩木道忠の次
男に生まれた舩木倭帆［1935（昭和10）
-2013（平成25）年］は、ガラス制作の道に
進みます。父･道忠や、民藝運動の陶芸家
濱田庄司からの影響を受けつつ、手仕事
の温かみと、用即美に答える簡素な制作
を独自のスタンスとしました。
　本展では、当館に寄贈頂いた作品約30
点を初めてご紹介します。

　飯石郡吉田村（現･雲南市）出身の内藤伸〔1882（明治15）-1967（昭和42）年〕
は、日本近代木彫の黄金期を築いた島根県を代表する彫刻家です。古典彫刻
の再生を目指して研究と制作を行い、「気刀彫り」という独自の刀法を生み出し
たことでも知られています。
　没後50年にあたり、当館所蔵の内藤伸作品と、あわせて内藤に師事した安
達貫一、木村威夫、西田明史の作品をご紹介します。

舩木倭帆《双飾耳花瓶》1986（昭和62）年　島根県立美術館蔵
内藤伸《獅子》1921（大正10）年　島根県立美術館蔵

歌川国芳《流行猫の曲手まり》（部分）

◎会場：コレクション展示室5

◎会場：コレクション展示室3

舩木倭帆のガラス
受贈記念コレクション展

没後50年

※コレクション展は企画展と同日に観覧の場合は半額になります
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、
　及びその付添の方は無料　

島根県立美術館

〒690-0049 島根県松江市袖師町1-5 
TEL.0852-55-4700 FAX.0852-55-4714

しず  ほ
5月18日   ～9月7日   木 木

6月14日   ～9月18日   水 月・祝

企画展

5



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

応募〆切

6 月12 日（月）
必着

花の季節到来です！！桜･･･
ツツジ･･･フジ毎日の散歩が
楽しい日々 ですヨ。

（安来市 K･Iさん）

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

見つけたら手にとってよく読ま
せてもらっています。今回は
かわいいクマの表紙で、ほの
ぼのとした絵で良かったで
す。春の楽しみなイベント、週
末に行きたいです。

（米子市 E･Tさん）

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

イラストや全体のデザインが
きれいなのでつい手に取っ
てしまいます。もちろん内容も
充実していますね。

（境港市 K･Mさん）

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

松江では、演劇も活発で良
いですね。なかなか観に行け
ないのが残念です。新しい
表紙も絵本のようなイラストで
楽しさが伝わってきますね。

（広島市 H･Wさん）

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

限られた紙面に盛りだくさん
の記事で、隅の方まで目を
通していますが、何しろ文字
が細くて小さくて、とっても目
が疲れます。目にやさしい紙
面づくりをお願いします。

（松江市 N･Nさん)

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

プラバホールにまだ行ったこ
とがないのでイル・デーヴの
名前のおもしろそうなコン
サートに行きたいと思いまし
た。  　（出雲市 K･Kさん）  
//////////////

ハリーポッターシリーズで有
名マギー・スミスが出演する
6/10名画劇場「ミス・シェ
パードをお手本に」はとても
楽しみです。前回の名画劇
場のコマーシャルフィルムで
実話が基と知りました。

（松江市 A･Mさん）

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

かわいらしいイラストで目をひく
“catch”。今月はGWのある月
なので、家族で知的に楽しめ
るイベント、何かないかな～と思
い手にとりました。わかり易くて
保存版！！いつもありがとうござい
ます。　（松江市 M･Oさん）

○コ 東部地区吹奏楽祭（島根県民会館）
○コ 水無月の韻（ビッグハート出雲）
○コ THE STREET BEATS TOUR（出雲APOLLO）
○コ 全日本おかあさんコーラス（プラバホール）
○演 舞踏福祉チャリティー（石央文化ホール）
○演 劇団あしぶえ セロ弾きのゴーシュ（グラントワ）
○演 劇団レンズ装置 「ちゃんぽん」（出雲市きゃろっつ）

○コ 櫻井哲夫（出雲APOLLO）
○コ the pillows（松江AZTiC canova）
　

○コ 浜田高校吹奏楽定期演奏会（石央文化ホール）
○コ 琴城流大正琴松江支部演奏会（島根県民会館）
○コ エレクトーンステージソロ部門　店別大会（グラントワ）
○コ 音楽でめぐる探検航海「旅の音楽」（石見美術館）
○演 瞳エコール･ドゥ･バレエ（島根県民会館）
○演 出雲路に広がる　おどりの彩典（平田文化館）
○演 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、7/2・23も）

○コ 鈴木康博（松江CROSS）
○コ 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）
○コ 佐藤しのぶ（グラントワ）
○コ 中国ユース音楽コンクール《ピアノ部門》

（プラバホール）
○演 島根OH！HYGON（出雲市民会館）

○コ 筧秀月先生追善演奏会（島根県民会館）
○演 ほいくまつり（島根県民会館）
○映 さんびるシアター 「湯を沸かすほどの熱い愛」

（松江テルサ）
○映 チェリヴァシアター「しゃぼん玉」

（チェリヴァホール）

○コ 島根県立松江北高等学校 定期演奏会
（島根県民会館）

○コ 新垣隆＆辺見康孝（プラバホール）
○コ INKT LIVE HOUSE TOUR 2017

（松江AZTiC canova）
○コ 島根県合唱祭（石央文化ホール）
○演 益田！皆（みな）つろーて来（き）ちゃん祭（さい）

（石見子ども神楽大会）（グラントワ）

○コ 竹原ピストル（出雲APOLLO）

○コ 佐藤しのぶ（島根県民会館） ○コ POT“GEMME”TOUR 2017
（出雲APOLLO）

○コ 華の演歌ビッグステージ
（出雲市民会館）

○コ 山根万理奈x百合～YY2マンライブ
（出雲APOLLO）

○コ リラックスコンサート
（石央文化ホール）

○映 映画「スノーデン」上映会
（松江スティックビル）

○コ TUBE（出雲市民会館）

○コ tricot VS 47（出雲APOLLO）

○コ 松山千春（島根県民会館）

○コ ハジ→ （出雲APOLLO）
○コ 一夜かぎりのJAZZ CLUB（大田市民会館）
○コ 松江プラバ音楽祭イル・デーヴ（プラバホール）

○コ 音楽でめぐる探検航海
「祈りと祭りの音楽」（石見美術館）

○コ だんだんコンサート（プラバホール）
○コ 島根県立益田高等学校文化部総合公演

Mass-tiva2017（グラントワ）
○演 凛然グッドバイ雲南公演（チェリヴァホール）
○映 名画劇場 「ミス・シェパードをお手本に」

（島根県民会館）
○映 グラントワシアター「湯を沸かすほどの熱い愛」

（グラントワ）

○コ Ritsukoはっぴいらいぶin 2017
（松江CROSS）

○コ 風待月コンサート（興雲閣）
○コ KUNIKO KATO in IZUMO（ビッグハート出雲）
○コ ラックライフ メジャー（出雲APOLLO）
○コ 松江市民合唱団定期演奏会（プラバホール）
○演 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）

キャッチ7月号
発 行 予 定 日

▲  P.4

▲  P.10

▲  P.4

▲  P.4

▲  P.4

▲  P.2

※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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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6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

6月は雨の季節。今日はこの

時期だけに活動する有名な

コーラス隊「かえるの合唱

団」が、コンサートを開催し

てくれました。毎年彼らの歌

声を楽しみにしているファン

も多いんだとか。

おかげで劇場は大盛況！ 僕もこっそりお客さんに混ざっ

てコンサートを楽しみました。ちなみに、「かえるの歌」み

たいに少しずつ間隔をずらして歌うことを「輪唱（りん

しょう）」っていうんだって！僕はこびとに教えてもらった

んですが、皆さんは知っていましたか？

今月の表紙には「かえるの合唱団」が登場しまし
た。かえるって色んな見た目のものがいて面白い
ですよね♪ 最近「きなこまぶしわらびもちがえる」
というかえるを知って、その見た目と名前に笑撃を
受けました！ ぜひ一度画像を検索してみてくださ
い。きっと梅雨で沈みがちな気分をほんのちょっと
だけ明るくしてくれるはず・・・。

Catch ひろば

こんにちは、Hanaです！
今月の表紙は６月号らしいカエルです！
さて、みなさんお気づきでしょうか？ 実は表紙
をつなげるとまるで１枚の絵巻物のように続く
しかけになっています。ためしに先月号と今月
号のキャッチをつなげてみると…ジャーン！
こうなります！ 来月号の表紙もどうぞお楽しみに♪

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。

「夏祭り」次号のテーマ

▲  P.10

▲  P.3

「梅雨」今月のテーマ

2

9

16

23

30

1

8

15

22

29

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28
梅雨が明けると、夏本番！ いろいろなところで
夏祭りがはじまります。行ってみたい夏祭り、
屋台で食べたいもの、祭りの思い出･･･みなさん
のとっておきのイラストでカレンダーを飾ってみませんか？島根県民会館 ＆

友の会
会員募集

グラントワ

「二人だと楽しいね！」 
夏男さん

「キラキラの長ぐつ」 
さえちゃん

「シドのかさ」 
つきのブランコさん

「梅雨やだなー」 
レオくん

神山利子さん
「つゆはたっぷりと！！」

つるつる！おぴっぴさん
「梅雨にはアジサイ」 

Tokiさん

「雨の花」
ゆうバァちゃん

「せっかく傘を買ったのに」
やっしーさん

「あめ」
すがさわなお子さん

「雨に詠えば」
匿名さん

「雨を楽しむ」 
きょうこさん

「玉水」
瑞生さん

「雨もしたたる
　　　いい女」
さつきぃちゃん
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Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday日 月 火 水 木 金 土

応募〆切

6 月12 日（月）
必着

花の季節到来です！！桜･･･
ツツジ･･･フジ毎日の散歩が
楽しい日々 ですヨ。

（安来市 K･Iさん）

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

見つけたら手にとってよく読ま
せてもらっています。今回は
かわいいクマの表紙で、ほの
ぼのとした絵で良かったで
す。春の楽しみなイベント、週
末に行きたいです。

（米子市 E･Tさん）

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

イラストや全体のデザインが
きれいなのでつい手に取っ
てしまいます。もちろん内容も
充実していますね。

（境港市 K･Mさん）

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

松江では、演劇も活発で良
いですね。なかなか観に行け
ないのが残念です。新しい
表紙も絵本のようなイラストで
楽しさが伝わってきますね。

（広島市 H･Wさん）

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

限られた紙面に盛りだくさん
の記事で、隅の方まで目を
通していますが、何しろ文字
が細くて小さくて、とっても目
が疲れます。目にやさしい紙
面づくりをお願いします。

（松江市 N･Nさん)

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

プラバホールにまだ行ったこ
とがないのでイル・デーヴの
名前のおもしろそうなコン
サートに行きたいと思いまし
た。  　（出雲市 K･Kさん）  
//////////////

ハリーポッターシリーズで有
名マギー・スミスが出演する
6/10名画劇場「ミス・シェ
パードをお手本に」はとても
楽しみです。前回の名画劇
場のコマーシャルフィルムで
実話が基と知りました。

（松江市 A･Mさん）

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

かわいらしいイラストで目をひく
“catch”。今月はGWのある月
なので、家族で知的に楽しめ
るイベント、何かないかな～と思
い手にとりました。わかり易くて
保存版！！いつもありがとうござい
ます。　（松江市 M･Oさん）

○コ 東部地区吹奏楽祭（島根県民会館）
○コ 水無月の韻（ビッグハート出雲）
○コ THE STREET BEATS TOUR（出雲APOLLO）
○コ 全日本おかあさんコーラス（プラバホール）
○演 舞踏福祉チャリティー（石央文化ホール）
○演 劇団あしぶえ セロ弾きのゴーシュ（グラントワ）
○演 劇団レンズ装置 「ちゃんぽん」（出雲市きゃろっつ）

○コ 櫻井哲夫（出雲APOLLO）
○コ the pillows（松江AZTiC canova）
　

○コ 浜田高校吹奏楽定期演奏会（石央文化ホール）
○コ 琴城流大正琴松江支部演奏会（島根県民会館）
○コ エレクトーンステージソロ部門　店別大会（グラントワ）
○コ 音楽でめぐる探検航海「旅の音楽」（石見美術館）
○演 瞳エコール･ドゥ･バレエ（島根県民会館）
○演 出雲路に広がる　おどりの彩典（平田文化館）
○演 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、7/2・23も）

○コ 鈴木康博（松江CROSS）
○コ 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）
○コ 佐藤しのぶ（グラントワ）
○コ 中国ユース音楽コンクール《ピアノ部門》

（プラバホール）
○演 島根OH！HYGON（出雲市民会館）

○コ 筧秀月先生追善演奏会（島根県民会館）
○演 ほいくまつり（島根県民会館）
○映 さんびるシアター 「湯を沸かすほどの熱い愛」

（松江テルサ）
○映 チェリヴァシアター「しゃぼん玉」

（チェリヴァホール）

○コ 島根県立松江北高等学校 定期演奏会
（島根県民会館）

○コ 新垣隆＆辺見康孝（プラバホール）
○コ INKT LIVE HOUSE TOUR 2017

（松江AZTiC canova）
○コ 島根県合唱祭（石央文化ホール）
○演 益田！皆（みな）つろーて来（き）ちゃん祭（さい）

（石見子ども神楽大会）（グラントワ）

○コ 竹原ピストル（出雲APOLLO）

○コ 佐藤しのぶ（島根県民会館） ○コ POT“GEMME”TOUR 2017
（出雲APOLLO）

○コ 華の演歌ビッグステージ
（出雲市民会館）

○コ 山根万理奈x百合～YY2マンライブ
（出雲APOLLO）

○コ リラックスコンサート
（石央文化ホール）

○映 映画「スノーデン」上映会
（松江スティックビル）

○コ TUBE（出雲市民会館）

○コ tricot VS 47（出雲APOLLO）

○コ 松山千春（島根県民会館）

○コ ハジ→ （出雲APOLLO）
○コ 一夜かぎりのJAZZ CLUB（大田市民会館）
○コ 松江プラバ音楽祭イル・デーヴ（プラバホール）

○コ 音楽でめぐる探検航海
「祈りと祭りの音楽」（石見美術館）

○コ だんだんコンサート（プラバホール）
○コ 島根県立益田高等学校文化部総合公演

Mass-tiva2017（グラントワ）
○演 凛然グッドバイ雲南公演（チェリヴァホール）
○映 名画劇場 「ミス・シェパードをお手本に」

（島根県民会館）
○映 グラントワシアター「湯を沸かすほどの熱い愛」

（グラントワ）

○コ Ritsukoはっぴいらいぶin 2017
（松江CROSS）

○コ 風待月コンサート（興雲閣）
○コ KUNIKO KATO in IZUMO（ビッグハート出雲）
○コ ラックライフ メジャー（出雲APOLLO）
○コ 松江市民合唱団定期演奏会（プラバホール）
○演 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）

キャッチ7月号
発 行 予 定 日

▲  P.4

▲  P.10

▲  P.4

▲  P.4

▲  P.4

▲  P.2

※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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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6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

6月は雨の季節。今日はこの

時期だけに活動する有名な

コーラス隊「かえるの合唱

団」が、コンサートを開催し

てくれました。毎年彼らの歌

声を楽しみにしているファン

も多いんだとか。

おかげで劇場は大盛況！ 僕もこっそりお客さんに混ざっ

てコンサートを楽しみました。ちなみに、「かえるの歌」み

たいに少しずつ間隔をずらして歌うことを「輪唱（りん

しょう）」っていうんだって！僕はこびとに教えてもらった

んですが、皆さんは知っていましたか？

今月の表紙には「かえるの合唱団」が登場しまし
た。かえるって色んな見た目のものがいて面白い
ですよね♪ 最近「きなこまぶしわらびもちがえる」
というかえるを知って、その見た目と名前に笑撃を
受けました！ ぜひ一度画像を検索してみてくださ
い。きっと梅雨で沈みがちな気分をほんのちょっと
だけ明るくしてくれるはず・・・。

Catch ひろば

こんにちは、Hanaです！
今月の表紙は６月号らしいカエルです！
さて、みなさんお気づきでしょうか？ 実は表紙
をつなげるとまるで１枚の絵巻物のように続く
しかけになっています。ためしに先月号と今月
号のキャッチをつなげてみると…ジャーン！
こうなります！ 来月号の表紙もどうぞお楽しみに♪

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。

「夏祭り」次号のテーマ

▲  P.10

▲  P.3

「梅雨」今月のテーマ
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17

24
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18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28
梅雨が明けると、夏本番！ いろいろなところで
夏祭りがはじまります。行ってみたい夏祭り、
屋台で食べたいもの、祭りの思い出･･･みなさん
のとっておきのイラストでカレンダーを飾ってみませんか？島根県民会館 ＆

友の会
会員募集

グラントワ

「二人だと楽しいね！」 
夏男さん

「キラキラの長ぐつ」 
さえちゃん

「シドのかさ」 
つきのブランコさん

「梅雨やだなー」 
レオくん

神山利子さん
「つゆはたっぷりと！！」

つるつる！おぴっぴさん
「梅雨にはアジサイ」 

Tokiさん

「雨の花」
ゆうバァちゃん

「せっかく傘を買ったのに」
やっしーさん

「あめ」
すがさわなお子さん

「雨に詠えば」
匿名さん

「雨を楽しむ」 
きょうこさん

「玉水」
瑞生さん

「雨もしたたる
　　　いい女」
さつきぃちゃん
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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

6

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

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） ★ 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

4（日） 東部地区吹奏楽祭 島根県民会館 無料／9:30 鹿島中学校 0852-82-0318

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

4（日） THE STREET BEATS TOUR 2017 
“ONE AND ONLY”

出雲 APOLLO 〈前売〉4,000〈当日〉4,500 ／18:30 出雲 APOLLO 0853-23-1531

4（日） 第40回全日本おかあさんコーラス
中国支部島根大会

プラバホール 無料／13:00 島根県合唱連盟
松江支部 事務局

090-4102-9516

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） ★ Ritsuko はっぴいらいぶ in 2017 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

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） 第18回だんだんコンサート
開星中学・高等学校定期演奏会

プラバホール 無料／17:30 開星中学高等学校 0852-21-4915

10（土） 島根県立益田高等学校文化部総合公演
Mass-tiva2017

グラントワ 無料／13:30（展示部門は12:30 ～16:00） 島根県立
益田高等学校

0856-22-0044

11（日） 島根県立松江北高等学校　
第39回定期演奏会

島根県民会館 無料／14:00 島根県立
松江北高等学校

0852-21-4888

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

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） 第56回島根県合唱祭 石央文化ホール 無料／10:00 島根県立
浜田高等学校

0855-22-0042

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） 櫻井哲夫 "Nothin' but the Bass2017" ～ DVD『密着
365日』&WARWICKシグネチャーモデル完成記念～

出雲 APOLLO 〈前売〉一般3,500、高校生以下2,000
〈当日〉一般4,000、高校生以下2,500 ／19:00

出雲 APOLLO 0853-23-1531

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 立見7,600 ／18:30 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

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

17（土） ★ 英国ナショナルトラスト Mottisfont･出雲日英国際
アート交流コンサート KUNIKO KATO in IZUMO

ビッグハート
出雲

2,000 ／14:00 出雲国際アート
交流実行委員会

0853-84-0919

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） ★ 結成45周年記念第30回松江市民合唱団定
期演奏会　～昨日を明日へ～

プラバホール 一般1,000、高校生以下無料／18:00 松江市民合唱団 090-3170-4180

18（日） 浜田高校吹奏楽定期演奏会 石央文化ホール 大人700、高校生以下300 ／14:30 島根県立
浜田高等学校

0855-22-0042

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） エレクトーンステージソロ部門　
店別大会

グラントワ 無料／13:30 （有）宮内オリエント
商会

0856-23-0755

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：インドネシア伝統芸能団 HAHA★ JOSS

石見美術館
（グラントワ内）

無料／14:00 グラントワ 0856-31-1860

6

24（土） 筧秀月先生追善演奏会 島根県民会館 無料／13:00 山陰尺八道場 090-4895-2455

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

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） ☆ 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） 第34回中国ユース音楽コンクール
《ピアノ部門》島根地区予選

プラバホール 無料／11:00 中国ユース音楽
コンクール事務局

082-236-2244

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

28（水） POT“GEMME”TOUR 2017 出雲 APOLLO 2,500 ／18:30 夢番地 086-231-3531

28（水） 華の演歌ビッグステージ
大川栄策 丘みどり 出光仁美

出雲市民会館 SS席4,500 ／18:00 株式会社
エムアイ企画

03-6383-4451

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

30（金） リラックスコンサート Vo.7 石央文化ホール〈前売〉大人1,200、中高生800
〈当日〉大人1,400、中高生1,000 ／19:00

Duo・アフェッティ 
中山

090-7504-4354
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1（土） 第15回ふれあい歌謡祭 プラバホール 無料／11:00 睦月歌謡会 090-8361-0356

2（日） 琴名流大正琴　琴海会のつどい グラントワ 無料／13:00 琴名流大正琴
琴海会

0856-25-1199

2（日） ☆ 広島交響楽団 第25回 島根定期演奏会
指揮：高関健 ヴァイオリン：チャン・ユジン

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

2（日） THE COLLECTORS 30th Anniversary 
TOUR Roll Up The Collectors""

松江 AZTiC 
canova

大人3,900、キッズチケット2,500 ／17:00 夢番地 086-231-3531

7（金） 清水翔太 島根県民会館 指定席5,700、立見席5,200 ／19:00　チ 5/27発売 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） 音のパレット発表会 グラントワ 無料／9:30 サウンドパレット 0856-23-7379

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 SOLD OUT ／14:00 日本海テレビ
営業推進部

0857-27-2136

9（日） 第41回浜田高校合唱部定期演奏会 石央文化ホール 一般700、高校生以下300、未就学児無料／14:00 島根県立
浜田高等学校

0855-22-0042

16（日） 第36回島根大学吹奏楽部　
サマーコンサート

プラバホール 無料／13:30 島根大学吹奏楽部 080-2537-2167

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

17（月） ピアノ発表会 プラバホール 無料／10:30 タカキ楽器店 0852-52-3865

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

22（土） 影山ヒロノブ2017年ソロアコギの旅　
7月島根 松江編

松江 AZTiC 
canova

4,200［ドリンク代別］／17:00 松江 AZTiC 
canova

0852-67-1821

23（日） ☆ 山﨑ていじ20周年記念コンサート 石央文化ホール〈前売〉Ｓ席（指定）5,000、Ａ席（当日指定）3,000、ＧＬチケッ
ト（当日指定）2,000［当日券は各プラス500］／13:00

グッドラック・プロ
モーション（株）

0120-30-8181

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

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） 第7回ノヴィー音楽祭『ノヴィー』
ハンガリーへの想い

興雲閣
（松江城公園内）

1,000 ／15:00 松江サード
プレイス研究会

080-1050-0832

30（日） くまがいピアノ教室　
くまさんのリトミック教室発表会

グラントワ 無料／10:30 熊谷 0856-22-8931

30（日） リピエーノ　オルガン de夏まつり プラバホール 無料／14:00 リピエーノ 090-1188-1199

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
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5（土） ★ 柳楽毬乃ヴァイオリンリサイタル
～室内楽とともに綴る名曲の数々～

松江北堀美術館
芸術文化ホール

一般2,000、学生1,500 ／14:00 Music Studio Y's 080-1923-6203

6（日） 《 B I W A K O  C H A M B E R  M U S I C 
CAMP2017関連事業》室内楽コンサート

オペラハウス
大森座

2,000 ／14:00 柳楽 080-1923-6203

9（水） 山下達郎 PERFORMANCE2017 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

20（日） ☆ 益田市民吹奏楽団　第31回定期演奏会 グラントワ 〈前売〉一般500〈当日〉一般700、未就学児無料／13:30 益田市民吹奏楽団 090-9739-5920

21（月） ★ ヴァイオリン高橋美穂＆ピアノ中山敬子
デュオリサイタル －名曲の花束 vol.2－

プラバホール 一般2,500、高校生以下1,500 ／19:15 ヴァイオリン高橋美穂＆ピアノ中山
敬子デュオリサイタル実行委員会

090-6436-7745

26（土） 第22回ピアノフェスティバル in かしま 鹿島文化ホール 無料／9:30 鹿島文化ホール 0852-82-3181

30（水） DEEN 47都道府県ツアー2017
～ Triangle 絆 Lap3 ～

ビッグハート
出雲

5,000 ／18:30　チ 6/24発売 夢番地 086-231-3531

9

3（日） 倖田來未 LIVE TOUR2017
～ W FACE ～

島根県民会館 8,600 ／18:00　チ 6/10発売 夢番地 086-231-3531

6（水） 氷川きよしコンサートツアー2017 出雲市民会館 7,500 ／①14:00 ②18:00　チ 6/25発売 キョードー
インフォメーション

0570-200-888

10（日） ★ N響メンバーによる「池辺晋一郎のトーク付
き」ベートーヴェン室内楽名曲コンサート

プラバホール 〈S席〉一般5,500、学生2,800〈A席〉一般5,000、学生2,500〈B席〉一般
3,900、学生2,000〈C席〉一般2,200、学生1,100 ／14:00　チ 7/9発売

プラバホール 0852-27-6400

16（土） ★ 第3回しまね歌謡祭 島根県民会館 1階指定席5,000、2階自由席4,000 ／13:30 第3回しまね歌謡祭
実行委員会

090-4656-4310

10 28（土） ★ 沢田研二50周年記念 LIVE2017 ～2018 島根県民会館 8,000 ／16:00　チ 7/15発売 ユニオン音楽事務所 082-247-6111

ここからも応募できるよ♪ しまねキャッチナビ

ペア 
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広島交響楽団
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破 線 を お 切 り 下 さ い

情報内容：2017年 5/1 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（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

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） ★ 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

4（日） 東部地区吹奏楽祭 島根県民会館 無料／9:30 鹿島中学校 0852-82-0318

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

4（日） THE STREET BEATS TOUR 2017 
“ONE AND ONLY”

出雲 APOLLO 〈前売〉4,000〈当日〉4,500 ／18:30 出雲 APOLLO 0853-23-1531

4（日） 第40回全日本おかあさんコーラス
中国支部島根大会

プラバホール 無料／13:00 島根県合唱連盟
松江支部 事務局

090-4102-9516

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） ★ Ritsuko はっぴいらいぶ in 2017 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

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） 第18回だんだんコンサート
開星中学・高等学校定期演奏会

プラバホール 無料／17:30 開星中学高等学校 0852-21-4915

10（土） 島根県立益田高等学校文化部総合公演
Mass-tiva2017

グラントワ 無料／13:30（展示部門は12:30 ～16:00） 島根県立
益田高等学校

0856-22-0044

11（日） 島根県立松江北高等学校　
第39回定期演奏会

島根県民会館 無料／14:00 島根県立
松江北高等学校

0852-21-4888

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

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） 第56回島根県合唱祭 石央文化ホール 無料／10:00 島根県立
浜田高等学校

0855-22-0042

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） 櫻井哲夫 "Nothin' but the Bass2017" ～ DVD『密着
365日』&WARWICKシグネチャーモデル完成記念～

出雲 APOLLO 〈前売〉一般3,500、高校生以下2,000
〈当日〉一般4,000、高校生以下2,500 ／19:00

出雲 APOLLO 0853-23-1531

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 立見7,600 ／18:30 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

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

17（土） ★ 英国ナショナルトラスト Mottisfont･出雲日英国際
アート交流コンサート KUNIKO KATO in IZUMO

ビッグハート
出雲

2,000 ／14:00 出雲国際アート
交流実行委員会

0853-84-0919

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） ★ 結成45周年記念第30回松江市民合唱団定
期演奏会　～昨日を明日へ～

プラバホール 一般1,000、高校生以下無料／18:00 松江市民合唱団 090-3170-4180

18（日） 浜田高校吹奏楽定期演奏会 石央文化ホール 大人700、高校生以下300 ／14:30 島根県立
浜田高等学校

0855-22-0042

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） エレクトーンステージソロ部門　
店別大会

グラントワ 無料／13:30 （有）宮内オリエント
商会

0856-23-0755

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：インドネシア伝統芸能団 HAHA★ JOSS

石見美術館
（グラントワ内）

無料／14:00 グラントワ 0856-31-1860
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24（土） 筧秀月先生追善演奏会 島根県民会館 無料／13:00 山陰尺八道場 090-4895-2455

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

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） ☆ 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） 第34回中国ユース音楽コンクール
《ピアノ部門》島根地区予選

プラバホール 無料／11:00 中国ユース音楽
コンクール事務局

082-236-2244

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

28（水） POT“GEMME”TOUR 2017 出雲 APOLLO 2,500 ／18:30 夢番地 086-231-3531

28（水） 華の演歌ビッグステージ
大川栄策 丘みどり 出光仁美

出雲市民会館 SS席4,500 ／18:00 株式会社
エムアイ企画

03-6383-4451

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

30（金） リラックスコンサート Vo.7 石央文化ホール〈前売〉大人1,200、中高生800
〈当日〉大人1,400、中高生1,000 ／19:00

Duo・アフェッティ 
中山

090-7504-4354
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1（土） 第15回ふれあい歌謡祭 プラバホール 無料／11:00 睦月歌謡会 090-8361-0356

2（日） 琴名流大正琴　琴海会のつどい グラントワ 無料／13:00 琴名流大正琴
琴海会

0856-25-1199

2（日） ☆ 広島交響楽団 第25回 島根定期演奏会
指揮：高関健 ヴァイオリン：チャン・ユジン

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

2（日） THE COLLECTORS 30th Anniversary 
TOUR Roll Up The Collectors""

松江 AZTiC 
canova

大人3,900、キッズチケット2,500 ／17:00 夢番地 086-231-3531

7（金） 清水翔太 島根県民会館 指定席5,700、立見席5,200 ／19:00　チ 5/27発売 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） 音のパレット発表会 グラントワ 無料／9:30 サウンドパレット 0856-23-7379

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 SOLD OUT ／14:00 日本海テレビ
営業推進部

0857-27-2136

9（日） 第41回浜田高校合唱部定期演奏会 石央文化ホール 一般700、高校生以下300、未就学児無料／14:00 島根県立
浜田高等学校

0855-22-0042

16（日） 第36回島根大学吹奏楽部　
サマーコンサート

プラバホール 無料／13:30 島根大学吹奏楽部 080-2537-2167

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

17（月） ピアノ発表会 プラバホール 無料／10:30 タカキ楽器店 0852-52-3865

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

22（土） 影山ヒロノブ2017年ソロアコギの旅　
7月島根 松江編

松江 AZTiC 
canova

4,200［ドリンク代別］／17:00 松江 AZTiC 
canova

0852-67-1821

23（日） ☆ 山﨑ていじ20周年記念コンサート 石央文化ホール〈前売〉Ｓ席（指定）5,000、Ａ席（当日指定）3,000、ＧＬチケッ
ト（当日指定）2,000［当日券は各プラス500］／13:00

グッドラック・プロ
モーション（株）

0120-30-8181

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

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） 第7回ノヴィー音楽祭『ノヴィー』
ハンガリーへの想い

興雲閣
（松江城公園内）

1,000 ／15:00 松江サード
プレイス研究会

080-1050-0832

30（日） くまがいピアノ教室　
くまさんのリトミック教室発表会

グラントワ 無料／10:30 熊谷 0856-22-8931

30（日） リピエーノ　オルガン de夏まつり プラバホール 無料／14:00 リピエーノ 090-1188-1199

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
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5（土） ★ 柳楽毬乃ヴァイオリンリサイタル
～室内楽とともに綴る名曲の数々～

松江北堀美術館
芸術文化ホール

一般2,000、学生1,500 ／14:00 Music Studio Y's 080-1923-6203

6（日） 《 B I W A K O  C H A M B E R  M U S I C 
CAMP2017関連事業》室内楽コンサート

オペラハウス
大森座

2,000 ／14:00 柳楽 080-1923-6203

9（水） 山下達郎 PERFORMANCE2017 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

20（日） ☆ 益田市民吹奏楽団　第31回定期演奏会 グラントワ 〈前売〉一般500〈当日〉一般700、未就学児無料／13:30 益田市民吹奏楽団 090-9739-5920

21（月） ★ ヴァイオリン高橋美穂＆ピアノ中山敬子
デュオリサイタル －名曲の花束 vol.2－

プラバホール 一般2,500、高校生以下1,500 ／19:15 ヴァイオリン高橋美穂＆ピアノ中山
敬子デュオリサイタル実行委員会

090-6436-7745

26（土） 第22回ピアノフェスティバル in かしま 鹿島文化ホール 無料／9:30 鹿島文化ホール 0852-82-3181

30（水） DEEN 47都道府県ツアー2017
～ Triangle 絆 Lap3 ～

ビッグハート
出雲

5,000 ／18:30　チ 6/24発売 夢番地 086-231-3531
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3（日） 倖田來未 LIVE TOUR2017
～ W FACE ～

島根県民会館 8,600 ／18:00　チ 6/10発売 夢番地 086-231-3531

6（水） 氷川きよしコンサートツアー2017 出雲市民会館 7,500 ／①14:00 ②18:00　チ 6/25発売 キョードー
インフォメーション

0570-200-888

10（日） ★ N響メンバーによる「池辺晋一郎のトーク付
き」ベートーヴェン室内楽名曲コンサート

プラバホール 〈S席〉一般5,500、学生2,800〈A席〉一般5,000、学生2,500〈B席〉一般
3,900、学生2,000〈C席〉一般2,200、学生1,100 ／14:00　チ 7/9発売

プラバホール 0852-27-6400

16（土） ★ 第3回しまね歌謡祭 島根県民会館 1階指定席5,000、2階自由席4,000 ／13:30 第3回しまね歌謡祭
実行委員会

090-4656-4310

10 28（土） ★ 沢田研二50周年記念 LIVE2017 ～2018 島根県民会館 8,000 ／16:00　チ 7/15発売 ユニオン音楽事務所 082-247-6111

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
6/5(月)必着

P.4
名画劇場
「ミス・シェパードをお手本に」
6/10(土)島根県民会館

ペア 

2組様
6/5(月)必着

P.4
グラントワシアター
「湯を沸かすほどの熱い愛」
6/10(土)グラントワ

6/19(月)必着
P.4

さんびるシアター
「湯を沸かすほどの熱い愛」
6/24(土)松江テルサ

6/22（木)必着
P.3

広島交響楽団
第25回島根定期演奏会
7/2（日）グラントワ

6/5(月)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6/19(月)必着
P.4チェリヴァシアター「しゃぼん玉」

6/24（土）チェリヴァホール

【18:30】

ペア 

2組様

ペア【A席】 

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。

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。
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文化イベント情報を募集しています
７月以降の情報は、５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 （益田市有明町）

荒神谷博物館（出雲市斐川町）

時 各日14：00～（約45分）　￥ 無料

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）

講師 アジア航測株式会社出雲営業所 所長 吉村方男 氏

講師 伊都国歴史博物館 学芸員 河合修 氏

出演 インドネシア伝統芸能団HANA★JOSS
　　（ローフィット･イブラヒム、佐々木宏実） 時 9：00～16：00 　￥ 無料（一部有料コーナー有）

問 グラントワ　☎0856-31-1860

問 荒神谷博物館　☎0853-72-9044

キャプテン・クックとバンクスの探検航海にちなみ、旅や彼らが
活躍した時代、訪れた国にゆかりのある音楽をお届けする４回
シリーズのロビーコンサートです。（第１回、第２回は終了しました。）

荒神谷では６月下旬になると５千株５万本の古代
ハスが咲き誇ります。毎年この時期行なわれる「荒
神谷ハスまつり」では、ハスの葉の上に飲み物を注
ぎ、茎の切り口から飲む象

ぞう
鼻
び

盃
はい

席
せき

やハス関連グッ
ズの販売があります。ハスは、午後には花びらを
閉じるので午前中の見学がおススメ！

《クリアントゥス・プニケウス》『バンクス花譜集』
より（ニュージーランド）Bunkamura ザ・ミュー
ジアム収蔵 ©Alecto Historical Editions Ltd / The 
Trustees of the Natural History Museum, London

展　　示

event

6.10 土

6.18 日

開催中〜6.26 月

6.17 土

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　￥ 一般1,000円、大学生600円、小中高生300円

時 13：30～（事前予約不要）　￥資料代300円

※企画展のみの料金

7.1 土  ・2 日
そ の 他

event
ロビーコンサート

「音楽でめぐる探検航海」 荒神谷ハスまつり

　　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
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3（土） ★ おもひで屋レトロモードショー in 興雲閣 松江城　
興雲閣

3,000 ／15:00 おもひで屋 0853-23-6347

3（土） グラントワ teaガーデン「遥々茶」 石見美術館
（グラントワ内）

無料／11:00
※企画展観覧券またはミュージアムパスポートが必要

グラントワ 0856-31-1860

3
・ 4

（土）
（日）

【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
・ 4

（土）
（日）

お菓子の科学月間第１弾「ぷくっとふくら
むカルメ焼きをつくろう」

出雲科学館 無料／9:45 出雲科学館 0853-25-1500

8（木） 平成29年度　
益田高校 SSH課題研究発表会

グラントワ 無料／12:00 島根県立
益田高等学校

0856-22-0044

9（金） 石陽講座Ⅸ　第25回「吉田松陰と益田氏」 大喜庵（益田市立雪
舟の郷記念館隣）

一般500、雪舟さんパスポート会員300 ／10:00 ～11:30 益田市立
雪舟の郷記念館

0856-24-0500

10（土） 第96回島根大学ミュージアム講座「国引
きジオパーク・カルチャーサイトを学ぶ」

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

10（土） 風土記の丘教室「戦国大名尼子氏と月山富
田城～近年の成果を踏まえて～」

八雲立つ
風土記の丘

資料代200 ／14:00 ～16:00 島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

10
・ 11

（土）
（日）

【創作活動】布と糸のブローチ 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

10
・ 11

（土）
（日）

お菓子の科学月間第２弾「ドライアイスで
シャーベットをつくろう」

出雲科学館 無料／9:45 出雲科学館 0853-25-1500

10
～7/2

（土）
（日）

探検！アリの世界　
アリの秘密ここにアリ

出雲科学館 無料／9:30 ／月曜日 出雲科学館 0853-25-1500

11（日） 第26回しまね映画塾プレイベント 映画塾
ガイダンス in 石見銀山 ･仁摩 ･温泉津

仁摩農村環境改善セン
ター（大田市仁摩町）

一般500、高校生以下200 ／10:00 しまね映画祭実行委
員会（島根県民会館）

0852-22-5502

17
・ 18

（土）
（日）

【創作活動】ネバネバモンスター 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

17
・ 18

（土）
（日）

お菓子の科学月間第３弾
「電子レンジでお団子をつくろう」

出雲科学館 無料／10:00 出雲科学館 0853-25-1500

18（日） ログドラムリズムワークショップ スサノオホール
(出雲市佐田町 )

無料／13:00 出雲国際アート
交流実行委員会

0853-84-0919

24（土） 講演会
「名物と交易に彩られた中世の石見」

グラントワ 無料／14:00 石製の文化を学ぶ
「れんげ草の会」

080-1903-6378

24（土） 第１回 街角ウォーク ～益田城主の墓地め
ぐり＋三宅御土居跡～

集合：益田市立歴
史民俗資料館前

100、年間パスポート会員無料、小学生以下無料／
9:00 ～10:30

益田市立
歴史民俗資料館

0856-23-2635

24
・ 25

（土）
（日）

お菓子の科学月間第４弾「固まるふしぎ　
グミキャンディーをつくろう」

出雲科学館 無料／9:45 出雲科学館 0853-25-1500

7
22

・ 23
（土）
（日）

しまね演劇フェスティバル2017 演劇を
はじめよう！スタートアップセミナー

島根県民会館 一般1,500、学生700［1講座につき、対象：高校生（16歳以上）］
／10:00

島根県民会館 0852-22-5502

26
～30

（水）
（日）

プロと創る
「夏休みジュニアミュージカル」

島根県民会館 2,000［5日分の受講料、対象：小学校4年生～中学校3年生］／
10:00

島根県民会館 0852-22-5502

　　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
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10（土） ★ 名画劇場 「ミス・シェパードをお手本に」 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

10（土） ☆ グラントワシアター
「湯を沸かすほどの熱い愛」

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

24（土） さんびるシアター
「湯を沸かすほどの熱い愛」

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

24（土） ★ チェリヴァシアター「しゃぼん玉」 チェリヴァ
ホール

〈前売〉ファミリー（会員 ･前売のみ）1,500、一般1,300、会員1,000、シニア ･小中高生500
〈当日〉一般1,500、会員1200、シニア ･小中高生700、未就学児無料／①10:00 ②14:00

チェリヴァホール 0854-42-1155

30（金） ★ 映画「スノーデン」上映会【PG-12】 スティックビル
(松江白潟本町 )

〈前売〉一般1,100〈当日〉一般1,300、高校生800、中学生以下
無料、障がい者の介助者1名まで無料／①14:00 ②18:30

松江キネマ倶楽部 090-2003-6623

　　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
～6/1（木）

再興第101回院展　島根展 今井美術館 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

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 ／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（ギャラリートーク6/10・13:00）／
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 ／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6/4、24・14:00）

グラントワ 0856-31-1860

開催中
～6/26（月）

【速報展】日本遺産認定記念！！
「日が沈む聖地出雲」　

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
～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

開催中
～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

開催中
～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1,240、小中高生410、幼児無料／8:30 ～18:30 ／
5/30、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

5/27（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 ／
火曜日（祝日の場合は翌日）

安来市加納美術館 0854-36-0880

5/29（月）
～6/11（日）

松江武者行列－2017写真展 島根県民会館 無料／9:00 ～22:00 島根県民会館
施設利用課

0852-22-5506

6/3（土）
～7/9（日）

山﨑修二と山﨑に学んだ女流画家 浜田市世界
こども美術館

一般400、高大生200、小中生100 ／9:30 ～17:00 ／月曜日 浜田市
世界こども美術館

0855-23-8451

6/3（土）
～7/9（日）

生誕120年 大野明山木彫展
－明山と郷土の木彫－

出雲文化伝承館 一般600、高校生以下無料／9:00 出雲文化伝承館 0853-21-2460

6/3（土）
～7/30（日）

郷土ゆかりの南画家展
－館蔵品を中心に－

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

6/5（月）
～7/23（日）

【企画展】「秦佐八郎生家調度品」・
「ＳＵＺＵＫＩアート作品展」

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 益田市立
歴史民俗資料館

0856-23-2635

6/14（水）
～7/2（日）

洋画家 原孝夫回顧展 出雲文化伝承館 無料／9:00 出雲文化伝承館 0853-21-2460

6/23（金）
～7/17（月）

繋展～松江城の魅力を筆で繋ぐ～ 松江歴史館 無料／8:30 ～18:30 ／第3木曜日 松江歴史館 0852-32-1607

6/24（土）
・ 6/25（日）

【創作活動】ブラックボックス 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

7/14（金）
～9/3（日）

★ 世界遺産登録10周年記念　
石見銀山展～銀が世界を変えた～

古代出雲
歴史博物館

一般1,000、大学生500、小中高生無料／9:00 ～18:00 ／
7/18、8/8

島根県立
古代出雲歴史博物館

0853-53-8600

7/14（金）
～9/3（日）

★ 世界遺産登録10周年記念　
石見銀山展～銀が世界を変えた～

石見銀山資料館
（大田市大森町）

一般・大学生500 ／9:00 ～17:00 石見銀山資料館 0854-89-0846

第31回地域子どもフェスティバル

こまのたけちゃんの
あそぶあそび

6/23 10：00 ◆生馬小学校／18：00 ◆内中原小学校金

6/24 15：00 ◆雑賀小学校土

6/25 10：00 ◆いきいきプラザ島根／16：00 ◆乃木公民館日

※会場は全て松江市内 NPO法人おやこ劇場松江センター　
℡ 0852-22-4937

一般（３歳以上）1,000円
0～3歳無料、団体（10名より）900円

料金

問い合
わせ先

あそびの達人
たけちゃんの
パフォーマンス
＆ワークショップ

　　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

6

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 藤蔭流紫の会 0855-27-0382

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） チェリヴァシアター LIVE
劇団レンズ装置 「ちゃんぽん」

きゃろっつ
（出雲市矢野町）

1,000［ドリンク付］／18:30 チェリヴァホール 0854-42-1155

10（土） Plant M No.12
「凛然グッドバイ雲南公演」

チェリヴァ
ホール

〈前売〉一般（当日200増）2,800、高校生以下（前売・当日同料金）500、早割
先行予約（チェリヴァのみ取扱5/20 ～5/31）2,500 ／①14:00 ②18:00

チェリヴァホール 0854-42-1155

11（日） ☆ 益田！皆（みな）つろーて来（き）ちゃん祭（さ
い）（石見子ども神楽大会）

グラントワ 一般500、未就学児無料／10:00 益田青年会議所 0856-22-5002

17（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

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） 出雲路に広がる　おどりの彩典 平田文化館 2,000 ／12:00 雲州平田文化協会 0853-69-1037
090-4654-6956

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） 第44回ほいくまつり 島根県民会館 無料／14:30 島根県立
大学短期大学部

0852-20-0253

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

2（日） ★ 国宝松江城　特別歌舞伎公演 国宝松江城
馬溜特設舞台

SS席11,000、S席8,500 ／19:00 SAP（サップ） 03-6912-0945

2（日） ★ オペラシアターこんにゃく座　
オペラ「森は生きている」

大社文化プレ
イスうらら館

一般3,500、高校生以下2,000 ／14:00 出雲市芸術文化
振興財団

0853-21-7580

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

26（水） ★ 万作の会 狂言公演 出雲市民会館 S席6,000、A席4,500、B席1,000 ／19:00 出雲市芸術
文化振興財団

0853-21-7580

8 8（火） ★ ディズニー・ライブ！
「ミッキーのフォーエバー・マジック！」

島根県民会館 S席5,200、A席3,800、グループチケット S席（4枚1組）18,000、グ
ループチケット A席（4枚1組）12,000 ／①10:30 ②13:30 ③16:30

ディズニー・ライブ！島根公演
事務局（日本海テレビ事業部）

0857-27-2136

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

10 22（日） ★ 特撰 !!東西落語競演会 島根県民会館 S席6,500 ／13:00　チ 5/27発売 清水芸能企画 082-292-0080

企画展「キャプテン・クック探検航海と『バンクス花譜集』展」

講演会

第3回・旅の音楽《イギリス古楽器》

第4回・祈りと祭りの音楽《ガムラン》

【第1部】風土記記載の神社立地と防災 【仮】

【第2部】魏志倭人伝シリーズ特別企画　伊都国の魅力についてチケプレ

ペア 2 組様

お知らせ

お知らせ
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文化イベント情報を募集しています
７月以降の情報は、５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」

荒神谷ハスまつり

　　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

6

3（土） ★ おもひで屋レトロモードショー in 興雲閣 松江城　
興雲閣

3,000 ／15:00 おもひで屋 0853-23-6347

3（土） グラントワ teaガーデン「遥々茶」 石見美術館
（グラントワ内）

無料／11:00
※企画展観覧券またはミュージアムパスポートが必要

グラントワ 0856-31-1860

3
・ 4

（土）
（日）

【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
・ 4

（土）
（日）

お菓子の科学月間第１弾「ぷくっとふくら
むカルメ焼きをつくろう」

出雲科学館 無料／9:45 出雲科学館 0853-25-1500

8（木） 平成29年度　
益田高校 SSH課題研究発表会

グラントワ 無料／12:00 島根県立
益田高等学校

0856-22-0044

9（金） 石陽講座Ⅸ　第25回「吉田松陰と益田氏」 大喜庵（益田市立雪
舟の郷記念館隣）

一般500、雪舟さんパスポート会員300 ／10:00 ～11:30 益田市立
雪舟の郷記念館

0856-24-0500

10（土） 第96回島根大学ミュージアム講座「国引
きジオパーク・カルチャーサイトを学ぶ」

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

10（土） 風土記の丘教室「戦国大名尼子氏と月山富
田城～近年の成果を踏まえて～」

八雲立つ
風土記の丘

資料代200 ／14:00 ～16:00 島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

10
・ 11

（土）
（日）

【創作活動】布と糸のブローチ 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

10
・ 11

（土）
（日）

お菓子の科学月間第２弾「ドライアイスで
シャーベットをつくろう」

出雲科学館 無料／9:45 出雲科学館 0853-25-1500

10
～7/2

（土）
（日）

探検！アリの世界　
アリの秘密ここにアリ

出雲科学館 無料／9:30 ／月曜日 出雲科学館 0853-25-1500

11（日） 第26回しまね映画塾プレイベント 映画塾
ガイダンス in 石見銀山 ･仁摩 ･温泉津

仁摩農村環境改善セン
ター（大田市仁摩町）

一般500、高校生以下200 ／10:00 しまね映画祭実行委
員会（島根県民会館）

0852-22-5502

17
・ 18

（土）
（日）

【創作活動】ネバネバモンスター 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

17
・ 18

（土）
（日）

お菓子の科学月間第３弾
「電子レンジでお団子をつくろう」

出雲科学館 無料／10:00 出雲科学館 0853-25-1500

18（日） ログドラムリズムワークショップ スサノオホール
(出雲市佐田町 )

無料／13:00 出雲国際アート
交流実行委員会

0853-84-0919

24（土） 講演会
「名物と交易に彩られた中世の石見」

グラントワ 無料／14:00 石製の文化を学ぶ
「れんげ草の会」

080-1903-6378

24（土） 第１回 街角ウォーク ～益田城主の墓地め
ぐり＋三宅御土居跡～

集合：益田市立歴
史民俗資料館前

100、年間パスポート会員無料、小学生以下無料／
9:00 ～10:30

益田市立
歴史民俗資料館

0856-23-2635

24
・ 25

（土）
（日）

お菓子の科学月間第４弾「固まるふしぎ　
グミキャンディーをつくろう」

出雲科学館 無料／9:45 出雲科学館 0853-25-1500

7
22

・ 23
（土）
（日）

しまね演劇フェスティバル2017 演劇を
はじめよう！スタートアップセミナー

島根県民会館 一般1,500、学生700［1講座につき、対象：高校生（16歳以上）］
／10:00

島根県民会館 0852-22-5502

26
～30

（水）
（日）

プロと創る
「夏休みジュニアミュージカル」

島根県民会館 2,000［5日分の受講料、対象：小学校4年生～中学校3年生］／
10:00

島根県民会館 0852-22-5502

　　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

6

10（土） ★ 名画劇場 「ミス・シェパードをお手本に」 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

10（土） ☆ グラントワシアター
「湯を沸かすほどの熱い愛」

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

24（土） さんびるシアター
「湯を沸かすほどの熱い愛」

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

24（土） ★ チェリヴァシアター「しゃぼん玉」 チェリヴァ
ホール

〈前売〉ファミリー（会員 ･前売のみ）1,500、一般1,300、会員1,000、シニア ･小中高生500
〈当日〉一般1,500、会員1200、シニア ･小中高生700、未就学児無料／①10:00 ②14:00

チェリヴァホール 0854-42-1155

30（金） ★ 映画「スノーデン」上映会【PG-12】 スティックビル
(松江白潟本町 )

〈前売〉一般1,100〈当日〉一般1,300、高校生800、中学生以下
無料、障がい者の介助者1名まで無料／①14:00 ②18:30

松江キネマ倶楽部 090-2003-6623

　　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
～6/1（木）

再興第101回院展　島根展 今井美術館 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

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 ／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（ギャラリートーク6/10・13:00）／
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 ／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6/4、24・14:00）

グラントワ 0856-31-1860

開催中
～6/26（月）

【速報展】日本遺産認定記念！！
「日が沈む聖地出雲」　

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
～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

開催中
～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

開催中
～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1,240、小中高生410、幼児無料／8:30 ～18:30 ／
5/30、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

5/27（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 ／
火曜日（祝日の場合は翌日）

安来市加納美術館 0854-36-0880

5/29（月）
～6/11（日）

松江武者行列－2017写真展 島根県民会館 無料／9:00 ～22:00 島根県民会館
施設利用課

0852-22-5506

6/3（土）
～7/9（日）

山﨑修二と山﨑に学んだ女流画家 浜田市世界
こども美術館

一般400、高大生200、小中生100 ／9:30 ～17:00 ／月曜日 浜田市
世界こども美術館

0855-23-8451

6/3（土）
～7/9（日）

生誕120年 大野明山木彫展
－明山と郷土の木彫－

出雲文化伝承館 一般600、高校生以下無料／9:00 出雲文化伝承館 0853-21-2460

6/3（土）
～7/30（日）

郷土ゆかりの南画家展
－館蔵品を中心に－

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

6/5（月）
～7/23（日）

【企画展】「秦佐八郎生家調度品」・
「ＳＵＺＵＫＩアート作品展」

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 益田市立
歴史民俗資料館

0856-23-2635

6/14（水）
～7/2（日）

洋画家 原孝夫回顧展 出雲文化伝承館 無料／9:00 出雲文化伝承館 0853-21-2460

6/23（金）
～7/17（月）

繋展～松江城の魅力を筆で繋ぐ～ 松江歴史館 無料／8:30 ～18:30 ／第3木曜日 松江歴史館 0852-32-1607

6/24（土）
・ 6/25（日）

【創作活動】ブラックボックス 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

7/14（金）
～9/3（日）

★ 世界遺産登録10周年記念　
石見銀山展～銀が世界を変えた～

古代出雲
歴史博物館

一般1,000、大学生500、小中高生無料／9:00 ～18:00 ／
7/18、8/8

島根県立
古代出雲歴史博物館

0853-53-8600

7/14（金）
～9/3（日）

★ 世界遺産登録10周年記念　
石見銀山展～銀が世界を変えた～

石見銀山資料館
（大田市大森町）

一般・大学生500 ／9:00 ～17:00 石見銀山資料館 0854-89-0846

第31回地域子どもフェスティバル

こまのたけちゃんの
あそぶあそび

6/23 10：00 ◆生馬小学校／18：00 ◆内中原小学校金

6/24 15：00 ◆雑賀小学校土

6/25 10：00 ◆いきいきプラザ島根／16：00 ◆乃木公民館日

※会場は全て松江市内 NPO法人おやこ劇場松江センター　
℡ 0852-22-4937

一般（３歳以上）1,000円
0～3歳無料、団体（10名より）900円

料金

問い合
わせ先

あそびの達人
たけちゃんの
パフォーマンス
＆ワークショップ

　　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

6

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 藤蔭流紫の会 0855-27-0382

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） チェリヴァシアター LIVE
劇団レンズ装置 「ちゃんぽん」

きゃろっつ
（出雲市矢野町）

1,000［ドリンク付］／18:30 チェリヴァホール 0854-42-1155

10（土） Plant M No.12
「凛然グッドバイ雲南公演」

チェリヴァ
ホール

〈前売〉一般（当日200増）2,800、高校生以下（前売・当日同料金）500、早割
先行予約（チェリヴァのみ取扱5/20 ～5/31）2,500 ／①14:00 ②18:00

チェリヴァホール 0854-42-1155

11（日） ☆ 益田！皆（みな）つろーて来（き）ちゃん祭（さ
い）（石見子ども神楽大会）

グラントワ 一般500、未就学児無料／10:00 益田青年会議所 0856-22-5002

17（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

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） 出雲路に広がる　おどりの彩典 平田文化館 2,000 ／12:00 雲州平田文化協会 0853-69-1037
090-4654-6956

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） 第44回ほいくまつり 島根県民会館 無料／14:30 島根県立
大学短期大学部

0852-20-0253

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

2（日） ★ 国宝松江城　特別歌舞伎公演 国宝松江城
馬溜特設舞台

SS席11,000、S席8,500 ／19:00 SAP（サップ） 03-6912-0945

2（日） ★ オペラシアターこんにゃく座　
オペラ「森は生きている」

大社文化プレ
イスうらら館

一般3,500、高校生以下2,000 ／14:00 出雲市芸術文化
振興財団

0853-21-7580

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

26（水） ★ 万作の会 狂言公演 出雲市民会館 S席6,000、A席4,500、B席1,000 ／19:00 出雲市芸術
文化振興財団

0853-21-7580

8 8（火） ★ ディズニー・ライブ！
「ミッキーのフォーエバー・マジック！」

島根県民会館 S席5,200、A席3,800、グループチケット S席（4枚1組）18,000、グ
ループチケット A席（4枚1組）12,000 ／①10:30 ②13:30 ③16:30

ディズニー・ライブ！島根公演
事務局（日本海テレビ事業部）

0857-27-2136

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

10 22（日） ★ 特撰 !!東西落語競演会 島根県民会館 S席6,500 ／13:00　チ 5/27発売 清水芸能企画 082-292-0080

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
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