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突島根県民会館
島根県民会館からのお知らせです！

しまね演劇フェスティバル2017
第一回しまね演劇コンクール

新たな観客や仲間との出会いを
通してしまねの演劇を盛り上げ
ませんか？ 「実力を知りたい！」

「新たな活動をしたい！」島根県
内で活動する団体、チーム、個人
の参加をお待ちしています。

島根県松江市を拠点に、ライブ活動やアルバム制作、映画、舞台、
CM 、TVドラマへの楽曲提供など幅広く活躍するシンガーソング
ライター浜田真理子。毎年恒例のホームタウン・島根県民会館で
のコンサートが決定！ 10年目となる今年のコンサートは、２月
リリースの新作アルバム「Town Girl Blue」からのレパートリーは
もちろん、カバー曲などこの日ならではのセレクションでお届け
します。ゲストには、アルバム参加アーティストの服部正美（Dr＆
Perc）、加瀬達（B）の二人のほか、バンドネオン奏者の啼

ていほう

鵬、さらには
アルバム・プロデューサー久保田麻琴もライブ・ミックスで参加
予定。この日ならではのスペシャル
コラボレーションにご期待ください！！

「親指姫」「みにくいアヒルの
子」などで知られる童話作家・
ハンス・クリスチャン・アン
デルセン。田舎町からコペン
ハーゲンに移り住み、美しい
バレリーナ、マダム・ドーロに
一目惚れする。彼女のために
バレエシューズを作るハンス
は、あるときドーロと夫の大
喧嘩を目撃する。ドーロが夫
からひどい目にあわされてい
ると思い込んだハンスは、彼
女のために「人魚姫」を書きあ
げるが…。一度聴いたら忘れ
られないメロディ、迫力ある
ジャズダンス、優美なバレエ
で織りなす、やさしい気持ち
になれるアンデルセンの世界
をぜひ、お楽しみください。

出　演

最新チケット情報

最新チケット情報

劇団四季「アンデルセン」

浜田真理子コンサート
〜Town Girl Blue〜

初代王者を狙え！

しまね演劇大賞

俳優賞、特別賞ほか
賞金30万円

世界中が愛する童話作家、
アンデルセンの青春を描いたミュージカル
美しいバレエシーンで綴る、
童話「人魚姫」にかくされた物語

応募方法の詳細は
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

島根県民会館（松江市殿町）

問 島根県民会館チケットコーナー　☎0852-22-5556

問 グラントワ　☎0856-31-1871

問 島根県民会館チケットコーナー　☎0852-22-5556

時 開場16：30／開演17：00
￥ 全席指定
 　S席8,500円、A席7,000円、B席5,000円、C席3,000円

時 開場16：30／開演17：00
￥ 全席指定
 　S席8,500円（友の会8,000円）
　 A席：一般6,500円（友の会6,000円）、学生4,000円
　 B席：一般3,500円（友の会3,000円）、学生2,000円

時 開場16：30／開演17：00　￥ 全席指定　4,500円

島根県民会館 大ホール
（松江市殿町）

グラントワ 大ホール
（益田市有明町）

島根県民会館 中ホール（松江市殿町）

[出演]
♪浜田真理子（vocals、piano）
[ゲスト]
♪服部正美
　（drums＆percussions）
♪加瀬 達（upright bass）
♪啼鵬（bandoneon）
♪久保田麻琴（live mixing）

11.25 土

10.21 土

11.26 日

島根県民会館でコンサートを始めて今年で10 周年。年に一度のホールコンサー
トも恒例の行事のようになってきました。今年は２月に発売した新作アルバム

「Town Girl Blue」を持って出かけます。ベテランミュージシャンの方々に加え、
音響ミックスはアルバムプロデューサー久保田麻琴さん自らが。アルバム収録曲は
もちろん、おなじみのあんな歌やこんな歌も歌います。どうぞお楽しみに！

8/26 土
チケット
発売開始

友の会先行予約あり

8/19 土
チケット
発売開始

友の会先行予約あり

8/26 土
チケット
発売開始

友の会先行予約あり

※3歳未満入場不可

※学生は高校生以下対象　※学生証を当日お持ちください。

※3歳未満入場不可

※未就学児入場不可

★大賞団体には翌年度のフェスティバルで
　受賞記念公演の支援を行います。

コンクールまでの流れ

撮影：下坂敦俊

photo: Sayaka Suzuki

撮影：上原タカシ

託児あり
要予約

11/18 締切

託児あり
要予約

10/14 締切
託児あり
要予約

11/19 締切

参加団体募集中！

応募締切

一次審査決定通知

仕込み

リハーサル・
コンクール本番

募集要項配布
（募集開始）

コンクール本番・表彰

2018年

9.1 金

9.30 土

2.23 金

2.24 土

7月中旬

2.25 日

Ｍ&O playsプロデュース

NHK連続テレビ小説「あさが来た」亀助
役で知られる三宅弘城が完璧なる執事
を演じる舞台・鎌塚氏シリーズ。2011
年「鎌塚氏、放り投げる」、12年「鎌塚氏、
すくい上げる」、14年「鎌塚氏、振り下ろ
す」に続き、３年ぶりに待望の第４弾が
登場。今回は、二階堂ふみが令嬢役でシ
リーズ初参加！鎌塚氏と一緒に殺人事件
の解決に奮闘する。舞台作品のシリーズ
が４作も続くのは異例とのこと。島根で
は１作目から全て上演し、回を追うごと
に人気上昇！鎌塚氏ファンの方はもちろ
ん、初めてご覧になる方も大満足の新作
コメディ、お見逃しなく！

鎌塚氏、腹におさめる
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

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

島根県民会館 
大ホール（松江市殿町）

※A席は一部シーン見えづらい場合あり。 ※【小中高生】券は、島根県民会館のみで販売。（公演当日に学生証必要）

※未就学児入場不可

9.5 火

託児あり
要予約

8/29 締切

浜田真理子さんからメッセージが届きました！

松江・益田で
開催決定!!

S席完売
A席大好評
販売中！

SOLD OUT
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突

おすすめイベント

コンサートや演劇情報をひと足早くキャッチ！

時 10：00〜16：00　休 火曜日（但し8/15は営業） 
￥ 一般1,000円、小中高生500円

時 開場18：00／開演18：30
￥ 全席自由　※前売・当日同料金
 　一般500円、会員400円、未就学児無料

時 〈2日〉18：30 〈3日〉①13：00 ②18：30
￥ 〈前売〉4,500円〈当日〉5,000円（酒肴代込）
　 未成年割引チケット3,000円（酒肴なし／購入・申込の際に要身分証）

時 開場13：00／開演13：30 
￥ 全席自由
　 〈前売〉一般500円
　 〈当日〉一般800円、大学生以下無料

北野恒富が手がけた華やかなビール
のポスター（P10参照）にちなみ、麦酒
祭を開催！家族で楽しめる縁日も！
場 グラントワ 中庭広場
時 11：00〜17：00（予定）　
￥ 入場無料／飲食等有料

￥ 500円　講師 きたがわあすこ
定員 15名（要事前申込、10歳以下保護者同伴）

問 出雲たたら村事務局　☎0852-61-8101

問 グラントワ　☎0856-31-1860

問 松江怪喜宴実行委員会事務局（松江市観光文化課内）　☎0852-55-5214問 石央文化ホール　☎0855-22-2100

夏休みの思い出づくりに、みんなでグラント
ワを探検しよう！
時 ①10：00〜11：30 ②13：30〜15：00
￥ 300円、未就学児無料 
対象 小学生（ご家族同伴可）

しまね演劇フェスティバル2017
第一回しまね演劇コンクール

5 名様
企画展

ロマン派症候群ベートーヴェン室内楽名曲コンサート

作・演出に南河内万歳一座・座長の内
藤裕敬氏、音楽監督に世界的ピアニス
ト仲道郁代氏を迎え、演劇とクラシッ
ク音楽のコラボレーション作品を上
演。ロマン派を代表する作曲家、ショ
パンとブラームスのあらたな人物像
にせまります。

幸福感いっぱいの若きベートーヴェン
の書いた珠玉の名曲。ラジオ ･テレビで
おなじみの作曲家池辺晋一郎のわかり
やすいトークでお楽しみください。

クラシック音楽×演劇の競演!!

【出演】松永玲子(劇団ナイロン100℃)
　　　坂口修一

【演奏】Pf：仲道郁代、Vn：川久保賜紀
　　　Vc：加藤文枝

問 雲南市加茂文化ホール ラメール　 ☎0854-49-8500
問 プラバチケットコーナー
 　 ☎0852-27-6400

時 開場14：30／開演15：00
￥ 〈前売〉一般3,000円　高校生以下1,500円（当日500円UP）

時 開場13：30／開演14：00
￥ 全席指定 〈S席〉一般5,500円、学生2,800円
　　　　　  〈A席〉一般5,000円、学生2,500円
　　　　　  〈B席〉一般3,900円、学生2,000円
　　　　　  〈C席〉一般2,200円、学生1,100円

ラメール（雲南市加茂町）

プラバホール（松江市西津田）
島根県民会館（松江市殿町）

島根県民会館 大ホール
（松江市殿町）

グラントワ 大ホール
（益田市有明町）

いわみダンス
プロジェクト2017

松江怪喜宴４ 怪し会八雲

出雲たたら村（雲南市掛合町）

グラントワ 大ホール（益田市有明町）

洞光寺（松江市新町）石央文化ホール 大ホール
（浜田市黒川町）

地元でお馴染みの４つのダンスチームに
加え、今年は広島等で活動する男性ヒッ
プホップ＆女性ロックチームも出演し熱
いステージをお届けします！

名探偵コナンの目暮警部やサザエさん
の磯野波平などを演じる声優・茶風林
氏が企画演出。キャストにはアニメや
映画の吹き替えで活躍中の６名の人気
声優が集い、最高の声と演技で皆様に
怪談朗読をお届けします。美味しい日
本酒とおつまみと共に木原怪談と小泉
八雲の世界をお楽しみください。

日本独自の製鉄法「たたら」を
題材にした、映画 「たたら侍」の
オープンロケセットを公開！
地元の匠たちの協力によって
村下長屋や炭焼き小屋、馬屋、
見張りやぐら、共同炊事場など
多くの建屋が現代であること
を忘れるほど本物に仕上げら
れています。この夏休みは、映
画「たたら侍」の世界をリアル
に体感してみませんか！

明治時代から受け継がれ、全国的にも貴重な伝統文化の「益田糸操り人
形」。江戸時代の浜田藩江戸屋敷で実際に起きたとされるあだ討ち事件を
題材にした「加賀見山旧錦絵　長局の段・奥庭の段」などの演目を益田糸操
り人形保持者会が上演します。

映画「たたら侍」の世界をリアルに体感
撮影が行われたオープンセットをそのまま大公開！

怪談朗読を肴に
旨い日本酒を舐める会

7.15 土  〜10.1 日

チケプレ

 2 組様
ペア

【S席】
9.24 日

9.10 日
熱響UNNAN2017プレミアム公演

第32回松江プラバ音楽祭
N響メンバーによる

「池辺晋一郎のわかりやすいトーク付き」

同日
開催！

グラントワ夏まつり「麦
ビールまつり

酒祭」

8.11 金

9.2 土・3 日

8.27 日

島根県無形民俗文化財
益田糸操り人形 浜田公演

チケプレ

ペア 2 組様

チケプレ

ペア 2 組様

キャッチ編集部が厳選！
夏休みにぴったりの楽しいイベントをご紹介！

※チケットは入場の際にお求めください。前売券の販売はありません。
※出雲たたら村は屋外の施設です。熱中症にご注意下さい。

※幼児は5歳以上
　から参加可

※今年はお酒のお持ち帰りができませんので、予めご了承ください。
※未成年チケットは実行委員会事務局のみで販売しています。

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

託児あり
要予約

9/15 締切

託児あり
要予約
9/3 締切

出　演

出　演

曲
目

【出　演】INFINITY（フリースタイル）／ M・
Y・Z（ジャズ）／ MAY HIP HOP SPECIAL 
DANCE UNIT!!!（ヒップホップ）／ Halau 
Na Pua Lei O Nanikai（フラ・タヒチアン）

【ゲスト】KNON（ヒップホップ）／ boogie ア・
ラ・モード（ロックダンス）

【出　演】茶風林、伊藤美紀、鶴岡聡
　　　　中原麻衣、佐藤拓也、北川里奈

【ゲスト】木原浩勝

♪ヴァイオリン・ソナタ第5番ヘ長調 Op.24「春」
♪魔笛の主題による7つの変奏曲 変ホ長調 WoO.46
♪ピアノ三重奏曲第7番 Op.97「大公」

映画「たたら侍」オープンセット

仕込み

リハーサル・
コンクール本番

募集要項配布
（募集開始）

コンクール本番・表彰

加賀見山旧錦絵　奥庭の段

夏休みたんけんツアー8.18 金

最新の情報は公式サイトで発信中！ 
http://izumo-tataramura.jp/
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Mue & Sai

チェリヴァホール 2 階ホール

大田市民会館 大ホール

島根県民会館 中ホール グラントワ 小ホール

入〈前売〉ペア（会員・前売のみ）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 チェリヴァホール　☎0854・42・1155

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

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 
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

14：00/18：30 10：00/14：00/18：30 【日本語字幕】

10：00/14：00 14：00/18：30 10：00/14：00

「マンガ肉と僕」「欲動」などで知られ
る杉野希妃の監督第3作目であり、自
らも主演の雪女役と謎の美女・ユキ役
の1人2役を演じる。原作に魅了され
たという杉野監督によって小泉八雲
の怪談が新たな視点で描かれる。

（2016年 /日本 /96分）

売れない女優とジャズピアニストの恋を、
往年の名作ミュージカル映画を彷彿させ
るゴージャスでロマンチックな歌とダン
スで描く。（2016年 /アメリカ /128分）

1945年夏、敗戦によってソ連と満州の国境付
近に置き去りにされた15歳の中学生たちの苦
難をつづった田原和夫の同名手記を映画化。

（2015年 /日本 /94分）

長い介護の末に最愛の夫を亡くした77歳のた
ゑ。ひとり暮らしで淡々とした毎日を送ってい
たが、これからの人生を輝かせるべく、婚活を
決意する。見合いを重ねた末、ついに理想の男
性が現れるが ･･･ 。（2013年 /日本 /81分）

笑ってしまうほどのダメ人生更新中の中年男 ･良
多。元妻の響子には愛想を尽かされ、息子 ･真悟の
養育費も満足に払えないくせに、彼女に新恋人が
できたことにショックを受けている。ある日、元家
族が偶然ひとつ屋根の下に集まるが、台風のため
翌朝まで帰れなくなる。こうして、一夜かぎりの家
族の時間が始まるが…。(2016年 /日本 /117分 )

監督：杉野希妃
出演：杉野希妃、青木嵩高、佐野史郎
　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

監督：デイミアン・チャゼル
出演：ライアン・ゴズリング、エマ・ストーン ほか

監督：松島哲也
出演：田中 泯
　　　夏八木 勲
　　　香山美子 ほか

監督・脚本：外山文治
出演：吉行和子
　　　山本學
　　　宝田明 ほか

監督 ･ 脚本：是枝裕和
出演：阿部寛
　　　真木よう子
　　　樹木希林 ほか

©Snow Woman Film Partners ©2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights 
Reserved. Photo credit: EW0001: Sebastian 
(Ryan Gosling) and Mia (Emma Stone) in LA 
LA LAND.  Photo courtesy of Lionsgate.

©「ソ満国境 15歳の夏」
製作委員会

©2013 埼玉県 / SKIPシティ 
彩の国ビジュアルプラザ

©2016フジテレビジョン バンダ
イビジュアル AOI Pro.ギャガ

小泉八雲の代表作「雪女」が
現代版となって映画で甦る 観るもの全てが

恋に落ちる極上のミュージカル

言葉も国境も越えて伝えたい、感動の実話。
人として、語り継ぐべきことが、ここにある。

77歳のたゑの挑戦…“婚活”がもたらす生きる
喜びと、人間模様を描いた爽やかな感動作。

夢見た未来と、少しちがう今を生きる
大人たちへ贈る感動作。

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

雪女 ラ・ラ・ランド

ソ満国境 15歳の夏 燦燦―さんさん― 海よりもまだ深く
雲南市遺族会推薦作品

08.12
（土）

08.19
（土）

08.05
（土）

08.19
（土）

08.26
（土）

レストラン PONY、
アートスイーツ★ Fu さんによる
シアターカフェを開催！詳しくは
グラントワ HP 等をご覧ください。

13：00〜 シネマ・カフェOPEN!
「タパタパの出張カキ氷屋さん」

さんびる
シアター

チェリヴァ
シアター

大田名画
シアター

名画劇場 グラントワ
シアター

むー。

作品を採りあげてみた。

作品は「チャップリンの独裁者」（1940 年・米）

と「チャップリンの殺人狂時代」（1947 年・米）。

タイトル通りチャールズ・チャップリン製作、

脚本、監督、主演によるものである。

「独裁者」は実在したアドルフ・ヒトラーの

独裁政治を批判した作品。撮影は第二次世界大

戦が勃発した月に開始、ドイツがフランスを占

領した 1940 年に映画は完成した。独裁者ヒト

ラーを戯画化した作品は撮影中に脅迫が絶えな

かったとされる。チャップリンは仮想国の独裁

者ヒンケルとユダヤ人の理髪師の二役を演じ、

世界征服の野望に狂う独裁者の仮面をはぎ、同

時にユダヤ人弾圧の非人道性を訴えた。世界中

の人々に自由のために戦うことを呼びかける

メッセージには映画の魂がある。日本公開は戦

後であり自身は高校三年時に初鑑賞したが今も

“我生涯の映画ベストテン”に入れている。

天才と独裁者。奇しくもこの二人は同じ年

（1889 年）に生まれている。また相手役のポー

９月下旬から「しまね映画祭」が始まる。第 26 回

を迎える日本一長い映画祭の開幕を前にスタッフの

一人として今一度“映画とは何か”を考えてみた。

「映画は時代を映す鏡であり、風化せぬジャーナ

リズム」と語ったのは大林宣彦監督。「映画を学ぶ

ことは映画以外のものから学ぶこと」は篠田正浩監

督の言葉。

映画（鑑賞）には“観たい”“観せたい”“観て

もらいたい”の三つ要素があると思う。映画祭のプ

ログラムを考える時にこの要素は欠かせない。

今回はそうしたプログラムとは少し距離を置く

が、昨今の世界情勢から「もう一度観たい」「若い

人たちに観てもらいたい」の思いに駆られた二つの

レット・ゴダードは大作「風と共に去りぬ」の

スカーレット・オハラの候補に最後まで残り話

題となった。

「殺人狂時代」は 30 年間真面目に銀行勤め

を行いつつも突然首になった主人公が金持の中

年婦人を狙って殺し、保険金を騙し取るという

物語。しかし作品はチャップリン独特のブラッ

ク・ユーモアで満載。「数人を殺せば殺人犯だが、

戦場で大勢の人間を殺せば英雄になる」のラス

トスピーチは戦争による大量殺人を痛烈に批判

したものだった。

二作はともにマッカーシーの“赤狩り”に

より上映中止の憂き目にあっているが、“映画

の女神”はチャップリンを見捨てることはな

かった。「独裁者」は世界映画史に残る傑作と

して、また“愛と自由”を愛するチャップリン

の作品群は今も世界中で上映され続けている。

今だからチャップリン

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
8/5 締切

託児あり
要予約

8/12 締切
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守られ、約 300 年もの禁教の時代を乗り越えて
現在へ伝えられたマリア像なのです。美しい顔と
たくさんの傷からは、多くの信者の祈りが伝わっ
てくるようです。

もう１点はボリビアのポトシで描かれた 
「Virgen del Rosario」（ロザリオの聖母）です。
ロザリオを持つマリアの体が三角形に描かれて
いる点が特徴的です。これは先住民のパチャマ
マ（大地の母神）信仰とキリスト教が融合された
ものであるとされ、マリアの左右に描かれた太陽
はインティ、月はインティの妻のママ・キジャとい
う先住民の神をあらわしているとされます。南米
のスペイン領においては、このような先住民とキ
リスト教の宗教観が融合した宗教画が数多く制
作されキリスト教の布教が行われました。また、
聖母を囲む装飾は銀細工を表現しているとされ、
ポトシ銀山の繁栄をも象徴するマリア像といえる
でしょう。

この夏は「石見銀山展」で、この美しい２つ
のマリア像を是非ごらんいただければと思いま
す。そして、石見とポトシの２つの銀山がもたら
したグローバル化の歴史を感じていただければ幸
いです。

　古代出雲歴史博物館　矢野健太郎

世界遺産「石見銀山遺跡とその文化的景観」
は7月2日に登録からちょうど10年という節目を迎
えました。これを記念した特別展 「石見銀山展
―銀が世界を変えた―」を、島根県立古代出雲
歴史博物館と石見銀山資料館の２館で同時開催
しています。

世界史上、銀が最も活躍した大航海時代に、
地球上の各地域は銀によって相互に結びつけら
れ、社会、文化、経済のグローバル化が拡大し
ていきました。この過程でヨーロッパからアジア
と新大陸にもたらされたもののひとつにキリスト
教があります。今回は展覧会の作品の中から日
本と南米ボリビアの２点のマリア像を紹介したい
と思います。

まず、日本の「悲しみのマリア像」です。この
マリア像は、16 世紀のイタリアの画家によって描
かれた作品であると言われています。画像を見て
も明らかなように多くの傷が残っています。その
理由は、このマリア像が折りたたまれて竹筒に
納められ、土蔵の土壁の中に埋め込んで隠され
ていたからです。大航海時代に日本へ伝来した
キリスト教は、江戸時代に入り禁教の時代を迎
えました。このマリア像は、イタリアの画家が描
き、日本へ伝わり、隠れキリシタンたちによって

２
つ
の
マ
リ
ア
像

世
界
遺
産
登
録
10
周
年
記
念

特
別
展「
石
見
銀
山
展

　
　

 

―
銀
が
世
界
を
変
え
た
―

」

　
　
　
　

   

へ
の
お
誘
い

Virgen del Rosario悲しみのマリア像

広 告

【前期】開催中～8/7 【後期】8/9～9/3
時 9：00～18：00　休 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

￥ 〈特別展〉一般・大学生500円　休 なし
時 9：00～17：00

￥ 小中高生無料

問 島根県立古代出雲歴史博物館
 　℡0853-53-8600

問 石見銀山資料館　☎0854-89-0846

「石見銀山展－銀が世界を変えた－」

古代出雲歴史博物館

石見銀山資料館

大人￥500・中高生￥350・小学生￥250

※温海水プール料金でサウナ・浴場・トレーニングマシーンも利用できます。
※トレーニングマシンの営業時間はリラックスルームに準じます。

リラックスルーム夏休みこども特別会員券販売！ 小人（３歳～小学生）８００円、中学生１，２５０円

TEL.0852（72）3939　FAX.0852（72）3888
お盆期間8/11（金）～15（火）は
全館10：00～18：00で営業

休館日
水曜日

7/20～8/29の夏休み期間中、温海水プールと、サウナ・浴場に入り放題のお得な会員券です。 ブラックライトで彩られた神秘の空間に並ぶカプセル型のリラクゼーション
マシーン。25分間の至福の時間をおとどけします。

1回（25分間）￥1,020(サウナ・浴場付き)
※営業時間：平日10:00～18:30/日・祝日10:00～18:00　

リラックスルーム

ただいま
小惑星探査機
はやぶさ
実物大模型
展示中

海水浴後に
サウナ・浴場
のみのご利用も
お待ちして
おります

ラウル・デュフィ《ニースの窓辺》1928年

〒690-0049 島根県松江市袖師町1-5 TEL.0852-55-4700　〈休館〉火曜（但し8/15、9/12は開館） 〈時間〉10：00～日没後30分 ※10月からは18：30まで 〈料金〉 一般300円、大学生200円、高校生以下無料 

7月26日   ～11月27日   水 月

しまびの名品でたどる
　　　　　日本洋画の流れ

洋画
コレクション展

水辺の風景西洋絵画
　「馬の画家」として知られる
坂本繁二郎ですが、画業の初
期においては牛を多く描いて
います。かの夏目漱石に、（こ
の牛は）「何か考へてゐる」と
評された《うすれ日》（1912年）
をはじめ、深い精神性をたた
えた牛の姿を得意としました。
印象派風の明るい色彩で描
かれた当館所蔵の《牛》は第
２回二科展に出品されたもの
で、こちらを見つめる眼差し
が心に残る作品です。

　20世紀初めの造形革新のひ
とつとして「色彩の解放」が挙げ
られます。「フォーヴ（野獣）」とよ
ばれた画家たちは、固有色（通常
の太陽光線の下でみえる物体固
有の色）から解放された純粋で
鮮やかな色彩を用い、事物の形
態も単純化して画面を構成した
のです。
　「フォーヴ」のひとりデュフィ
は、その後、独自のスタイルを確
立していきます。本作品は、南フ
ランスにある海沿いの観光地
ニースで描かれた彼の典型的な
スタイルによる明るく華やかな作
品です。

坂本繁二郎《牛》1915（大正4）年

開催中〜9.3 日
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Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday日 月 火 水 木 金 土

応募〆切

8 月10 日（木）
必着

キャッチの7月号を公民館
で、ゲットしました！特に、表紙
が、かわいかったです。キャラ
クタ、色づかいもかわいくて、
よかったです。次号が楽しみ
です！（松江市 N･Fさん）

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

キャッチ美術館は、楽しみに
しています。季節を感じられ
たり、その方（描いた方）の
思い出や心、感じられたもの
に共感できることが楽しみで
す。切手になったら楽しいと
思います ！ ！ 買います。

（米子市 A･Yさん）

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

夏休みも目前となりました。孫
の喜ぶ催し物を、キャッチで
2、3選んでおきます。

（浜田市 I･Kさん）

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

なかなかキャッチ全てを読み
きることはむずかしいです。し
かし、毎回、プレゼントは楽し
みに応募しています。

（益田市 M･Tさん）

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

中学生プロ棋士藤井君の
活躍、将棋人気高まってい
ます。この映画（「聖の青
春」）も大勢にみてほしいで
すね。（とにかく、字が小さくて
ばあばは大変です。）

（松江市 K･Kさん）

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

前号にのった「湯を沸かす
ほどの熱い愛」の映画は、と
ても良かったです。日本映画
らしい人物表現、中野量太
監督の作品、また見たいで
す。（松江市 Y･Kさん）

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

しまね連れづれ草の世界を
旅した銀貨も興味深い内容
でした。今月、石見銀山へ
行ったばかりでしたので特
に！！（邑智郡 S･Oさん）

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

日常の中で非日常を求める
のが鑑賞とか旅行なので
しょう。そのような機会の一つ
を与えていただいているのが

「catch」の内容です。これか
らもよろしくお願いします。

（浜田市 H･Sさん）

○コ 《BIWAKO CHAMBER MUSIC CAMP2017
関連事業》室内楽コンサート（オペラハウス大森座）

○映 8月6日広島の日　緊急上映会「いしぶみ」
（松江市市民活動センターSTIC）

○映 お盆特別企画上映レイトショー　
「ラ・ラ・ランド」（石央文化ホール）

○コ あつまれオルガン＆ホール探検隊
（プラバホール、18日も）

　

○コ 益田市民吹奏楽団 定期演奏会（グラントワ）
○コ 山陰フィルジュニアオーケストラ 定期演奏会

（プラバホール）

○コ ふるさとコンサート in 島根（メテオプラザ）
○コ オルガン探検隊Special　オルガンを弾こう！

（プラバホール）
○演 益田糸操り人形（石央文化ホール）
○演 悠久の河　周藤彌兵衛翁物語／

クラウディアの祈り（洞光寺）
○演 隠岐乃国伝統芸能祭（隠岐島文化会館）
○演 ボラ☆ボラ島根公演「お酢をのんだけど、

やわらかくならなかった」（チェリヴァホール）

○コ ピアノフェスティバルinかしま（鹿島文化ホール）
○コ G.M.C.クインティナ定期演奏会（プラバホール）
○演 美保関宴能　第一部　民謡・能楽体験教室

（美保関文化交流館）
○演 美保関宴能　第二部　観世流能「経正」

（美保神社）
○映 さんびるシアター　

映画 「海よりもまだ深く」（松江テルサ）

○コ DEEN 47都道府県ツアー2017
（ビッグハート出雲）

○映 映画「なぜ生きる」
（グラントワ、16日も）

○演 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）

○コ 山下達郎PERFORMANCE2017
（出雲市民会館）

○コ 合唱～プレコンクール（グラントワ）

○コ 地球のステージ in いずも
（平田文化館）

○コ 全日本吹奏楽コンクール中国大会
（島根県民会館、27日まで）

○コ 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

（プラバホール）

○演 いわみダンスプロジェクト2017
（グラントワ）

○コ 柳楽毬乃ヴァイオリンリサイタル
（松江北堀美術館芸術文化ホール）

○コ 0歳からのコンサート（ビッグハート出雲）
○コ 全日本吹奏楽コンクール

島根県大会（グラントワ、6日も）
○映 チェリヴァシアター 雲南市遺族会推薦作品

「ソ満国境 15歳の夏」（チェリヴァホール）

○演 チェリヴァロビー座チームにどね
 「二人のらすと・さまー」

（チェリヴァホール、13日も）
○映 名画劇場「雪女」（島根県民会館）

○演 ジャパン×フランス障害者の文化芸術国際交流
事業島根県プレビュー公演（島根県民会館）

○演 Ｙプロ演劇スクール発表会
（松江市民活動センター、20日も）

○映 映画「ソフテン！」上映会（あすてらす）
○映 大田名画シアター「燦燦－さんさん－」

（大田市民会館）
○映 グラントワシアター「ラ・ラ・ランド」（グラントワ）

○コ ノヴィー・コンサートフランスで活躍する
名手によるパリの響きを日本に（興雲閣）

キャッチ9月号
発 行 予 定 日

山の日

▲  P.4

▲  P.3

▲  P.4

▲  P.4

▲  P.4

▲  P.4

※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8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
セットでお届け！

ウー＆ブー
福袋セット

5
 名様に

晴れた夏の空の下、気持ちの

良い海辺のお屋敷で『ロミ

オとジュリエット』を上演す

ることになりました。

僕も修道士役で参加をした

んだけど、お稽古中にキツネ

のモンタギュー家とタヌキの

キャピュレット家のケンカに巻き込まれてしまって、衣装

のまま海辺を猛ダッシュする羽目に！ 衣装も濡れちゃっ

て、真夏のロマンスとは無縁な姿になっちゃいました。。

でも久しぶりの役者仕事はとても楽しかったです！やっぱ

りお芝居っていいですね～。

今月の表紙は『ロミオとジュリエット』です。
敵対する両家のうちモンタギュー家をキツネ、キャ
ピュレット家をタヌキたちに演じてもらいました。
ところでシドを追いかけている2人の洋服の色、何
か気がつきませんか？ヒントは武田鉄矢です！
わかったところで何もいいことはありませんが

（笑）、ちょっとクスっと笑えるかもしれません。

Catch ひろば

こんにちは、Hana です！
今月の表紙は、ある有名な演劇がモチーフ
になっています。
仲の悪い間柄にある名門同士を演じている
のは、赤いきつねと緑のたぬきです（笑）
カップラーメンを食べなくなって久しいですが
Hana は冬に「白い力もちうどん」を食べる
のが好きでした！ なつかしい！
暑い日が続きますが、みなさん体調に気をつ
けてお過ごしください。

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。

「小さい秋みつけた」
次号のテーマ

▲  P.3

「夏休み」今月のテーマ
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まだまだ残暑の厳しい9月。ですが、
だんだん秋の気配を感じることも。
虫の声や、おいしい食べ物･･･などな
どふとした時に感じる「秋」を募集
します。イラストはもちろん、写真でも
OK！お待ちしております。

島根県民会館 ＆

友の会
会員募集

グラントワ

「ようこそようこそ瑞風!!」 
夏男さん

「ラジオ体操！」 
まりすけさん

「楽しい夏休み」 
そーちゃん

「初めての二人旅　　
～じいちゃんちへ」 

瑞生さん

「水族館行きたいな」 
Tokiさん

「うみ」 
うみさん

「なつやすみ」
かみやまとしこさん

「あこがれの南の島」
キラキラさん

「短かすぎる夏休み」
匿名さん

「スイカとねこくま」
ぽちゃりのさん

「夏休み」
なぁちゃん

「夏の虫（キアゲハ）」
ゆうバァちゃん

「なつやすみ」 
すがさわなおこさん

「夏の朝」 
きょうこさん 「
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Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday日 月 火 水 木 金 土

応募〆切

8 月10 日（木）
必着

キャッチの7月号を公民館
で、ゲットしました！特に、表紙
が、かわいかったです。キャラ
クタ、色づかいもかわいくて、
よかったです。次号が楽しみ
です！（松江市 N･Fさん）

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

キャッチ美術館は、楽しみに
しています。季節を感じられ
たり、その方（描いた方）の
思い出や心、感じられたもの
に共感できることが楽しみで
す。切手になったら楽しいと
思います ！ ！ 買います。

（米子市 A･Yさん）

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

夏休みも目前となりました。孫
の喜ぶ催し物を、キャッチで
2、3選んでおきます。

（浜田市 I･Kさん）

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

なかなかキャッチ全てを読み
きることはむずかしいです。し
かし、毎回、プレゼントは楽し
みに応募しています。

（益田市 M･Tさん）

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

中学生プロ棋士藤井君の
活躍、将棋人気高まってい
ます。この映画（「聖の青
春」）も大勢にみてほしいで
すね。（とにかく、字が小さくて
ばあばは大変です。）

（松江市 K･Kさん）

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

前号にのった「湯を沸かす
ほどの熱い愛」の映画は、と
ても良かったです。日本映画
らしい人物表現、中野量太
監督の作品、また見たいで
す。（松江市 Y･Kさん）

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

しまね連れづれ草の世界を
旅した銀貨も興味深い内容
でした。今月、石見銀山へ
行ったばかりでしたので特
に！！（邑智郡 S･Oさん）

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

日常の中で非日常を求める
のが鑑賞とか旅行なので
しょう。そのような機会の一つ
を与えていただいているのが

「catch」の内容です。これか
らもよろしくお願いします。

（浜田市 H･Sさん）

○コ 《BIWAKO CHAMBER MUSIC CAMP2017
関連事業》室内楽コンサート（オペラハウス大森座）

○映 8月6日広島の日　緊急上映会「いしぶみ」
（松江市市民活動センターSTIC）

○映 お盆特別企画上映レイトショー　
「ラ・ラ・ランド」（石央文化ホール）

○コ あつまれオルガン＆ホール探検隊
（プラバホール、18日も）

　

○コ 益田市民吹奏楽団 定期演奏会（グラントワ）
○コ 山陰フィルジュニアオーケストラ 定期演奏会

（プラバホール）

○コ ふるさとコンサート in 島根（メテオプラザ）
○コ オルガン探検隊Special　オルガンを弾こう！

（プラバホール）
○演 益田糸操り人形（石央文化ホール）
○演 悠久の河　周藤彌兵衛翁物語／

クラウディアの祈り（洞光寺）
○演 隠岐乃国伝統芸能祭（隠岐島文化会館）
○演 ボラ☆ボラ島根公演「お酢をのんだけど、

やわらかくならなかった」（チェリヴァホール）

○コ ピアノフェスティバルinかしま（鹿島文化ホール）
○コ G.M.C.クインティナ定期演奏会（プラバホール）
○演 美保関宴能　第一部　民謡・能楽体験教室

（美保関文化交流館）
○演 美保関宴能　第二部　観世流能「経正」

（美保神社）
○映 さんびるシアター　

映画 「海よりもまだ深く」（松江テルサ）

○コ DEEN 47都道府県ツアー2017
（ビッグハート出雲）

○映 映画「なぜ生きる」
（グラントワ、16日も）

○演 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）

○コ 山下達郎PERFORMANCE2017
（出雲市民会館）

○コ 合唱～プレコンクール（グラントワ）

○コ 地球のステージ in いずも
（平田文化館）

○コ 全日本吹奏楽コンクール中国大会
（島根県民会館、27日まで）

○コ 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

（プラバホール）

○演 いわみダンスプロジェクト2017
（グラントワ）

○コ 柳楽毬乃ヴァイオリンリサイタル
（松江北堀美術館芸術文化ホール）

○コ 0歳からのコンサート（ビッグハート出雲）
○コ 全日本吹奏楽コンクール

島根県大会（グラントワ、6日も）
○映 チェリヴァシアター 雲南市遺族会推薦作品

「ソ満国境 15歳の夏」（チェリヴァホール）

○演 チェリヴァロビー座チームにどね
 「二人のらすと・さまー」

（チェリヴァホール、13日も）
○映 名画劇場「雪女」（島根県民会館）

○演 ジャパン×フランス障害者の文化芸術国際交流
事業島根県プレビュー公演（島根県民会館）

○演 Ｙプロ演劇スクール発表会
（松江市民活動センター、20日も）

○映 映画「ソフテン！」上映会（あすてらす）
○映 大田名画シアター「燦燦－さんさん－」

（大田市民会館）
○映 グラントワシアター「ラ・ラ・ランド」（グラントワ）

○コ ノヴィー・コンサートフランスで活躍する
名手によるパリの響きを日本に（興雲閣）

キャッチ9月号
発 行 予 定 日

山の日

▲  P.4

▲  P.3

▲  P.4

▲  P.4

▲  P.4

▲  P.4

※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8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
セットでお届け！

ウー＆ブー
福袋セット

5
 名様に

晴れた夏の空の下、気持ちの

良い海辺のお屋敷で『ロミ

オとジュリエット』を上演す

ることになりました。

僕も修道士役で参加をした

んだけど、お稽古中にキツネ

のモンタギュー家とタヌキの

キャピュレット家のケンカに巻き込まれてしまって、衣装

のまま海辺を猛ダッシュする羽目に！ 衣装も濡れちゃっ

て、真夏のロマンスとは無縁な姿になっちゃいました。。

でも久しぶりの役者仕事はとても楽しかったです！やっぱ

りお芝居っていいですね～。

今月の表紙は『ロミオとジュリエット』です。
敵対する両家のうちモンタギュー家をキツネ、キャ
ピュレット家をタヌキたちに演じてもらいました。
ところでシドを追いかけている2人の洋服の色、何
か気がつきませんか？ヒントは武田鉄矢です！
わかったところで何もいいことはありませんが

（笑）、ちょっとクスっと笑えるかもしれません。

Catch ひろば

こんにちは、Hana です！
今月の表紙は、ある有名な演劇がモチーフ
になっています。
仲の悪い間柄にある名門同士を演じている
のは、赤いきつねと緑のたぬきです（笑）
カップラーメンを食べなくなって久しいですが
Hana は冬に「白い力もちうどん」を食べる
のが好きでした！ なつかしい！
暑い日が続きますが、みなさん体調に気をつ
けてお過ごしください。

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。

「小さい秋みつけた」
次号のテーマ

▲  P.3

「夏休み」今月のテーマ
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まだまだ残暑の厳しい9月。ですが、
だんだん秋の気配を感じることも。
虫の声や、おいしい食べ物･･･などな
どふとした時に感じる「秋」を募集
します。イラストはもちろん、写真でも
OK！お待ちしております。

島根県民会館 ＆

友の会
会員募集

グラントワ

「ようこそようこそ瑞風!!」 
夏男さん

「ラジオ体操！」 
まりすけさん

「楽しい夏休み」 
そーちゃん

「初めての二人旅　　
～じいちゃんちへ」 

瑞生さん

「水族館行きたいな」 
Tokiさん

「うみ」 
うみさん

「なつやすみ」
かみやまとしこさん

「あこがれの南の島」
キラキラさん

「短かすぎる夏休み」
匿名さん

「スイカとねこくま」
ぽちゃりのさん

「夏休み」
なぁちゃん

「夏の虫（キアゲハ）」
ゆうバァちゃん

「なつやすみ」 
すがさわなおこさん

「夏の朝」 
きょうこさん 「
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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

8

3（木） 合唱～プレコンクール グラントワ 無料／14:30 益田市立
安田小学校

0856-27-0019

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

5（土） ★ 0歳からのコンサート　
こどものがたりコンサート

ビッグハート
出雲

おとな1,000、こども（高校生まで）500 ／11:00 出雲楽友協会
事務局

090-2003-3227

5
・ 6

（土）
（日）

★
☆

第58回全日本吹奏楽コンクール
島根県大会

グラントワ 一般1,500、小中高生1,000 ／10:00 島根県吹奏楽連盟
（益田市立中西中学校）

0856-28-0510

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　 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

17
・ 18

（木）
（金）

あつまれオルガン＆ホール探検隊 プラバホール 〈参加料〉一般300、高校生以下100 ／
〈両日〉①10:00 ②13:30

松江市総合文化センター
プラバホール

0852-27-6000

19（土） ★ 第8回ノヴィー・コンサートフランスで活躍する名手によるパリ
の響きを日本に～ピアニストは「ノヴィー」の故郷チェコの名手

興雲閣
（松江城公園内）

〈前売〉一般2,000、高校生以下1,000
〈当日〉一般3,000、高校生以下1,000 ／16:00

松江サード
プレイス研究会

080-1050-0832

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

20（日） ★ 山陰フィルジュニアオーケストラ　
第30回定期演奏会

プラバホール 700 ／14:00 山陰フィルジュニア
オーケストラ事務局

0852-26-0447

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 高橋 090-6436-7745

25（金） ★ 地球のステージ in いずも 平田文化館 〈前売〉大人1,000
〈当日〉大人1,500、高校生以下無料／18:30

地球のステージ応
援団いずも

090-3637-6214

25
～27

（金）
（日）

全日本吹奏楽コンクール中国大会 島根県民会館 1,500 ／9:45 鹿島中学校 0852-82-0318

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

26（土） ★ G.M.C.クインティナ第26回定期演奏会 プラバホール 〈前売〉一般800〈当日〉一般1,000、高校生以下無料／18:00 周藤 090-6845-2966

27（日） ふるさとコンサート in 島根 メテオプラザ 〈前売〉1,300
〈当日〉1,500、３～18歳500、２歳以下無料／14:00

メテオプラザ 0852-72-3939

27（日） オルガン探検隊 Special　
オルガンを弾こう！

プラバホール 一般・大学生500、小学４年生～高校生200 ／
①10:30 ②14:00

松江市総合文化センター
プラバホール

0852-27-6000

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 夢番地 086-231-3531

9

1（金） UVERworld IDEAL REALITY TOUR 島根県民会館 6,800 ／17:30 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

2（土） 寺尾紗穂2days　day1
「たよりないもののために発売記念ライブ」

海辺の cafe HOME
（松江市八束町）

〈前売〉3,000〈当日〉3,500 ／18:00 海辺の cafe HOME 0852-76-2229

3（日） 寺尾紗穂2days　day2
「わたしたちの好きなわらべうた」

出雲民藝館 2,000 ／14:00 出雲民藝館 0853-22-6397

3（日） ★ 倖田來未 LIVE TOUR2017
～ W FACE ～

島根県民会館 8,600 ／18:00　 夢番地 086-231-3531

3（日） 山根万理奈コンサート
歌って happy!2017

プラバホール 〈前売〉一般3,000
〈当日〉一般3,500、高校生以下1,000 ／15:00

TSK山陰中央テレビ 0852-20-8888

6（水） 氷川きよしコンサートツアー2017 出雲市民会館 SOLD OUT ／①14:00 ②18:00 キョードーマネージ
メントシステムズ

0570-200-888

9（土） ロビーコンサート
（ポピュラージャズコンサート）

石央文化ホール 1,000、高校生以下無料／18:00 石央文化ホール 0855-22-2100

9（土） ★ 秋一番コンサート＠松江 松江 CROSS 〈前売〉4,500〈当日〉5,000 ／18:30 松江 CROSS 0852-22-0131

9（土） ★ 第26回出雲ドーム2000人の吹奏楽
踏み出そう！夕日の聖地から新たな一歩

出雲ドーム 〈前売〉一般2,000、小中高生1,000
〈当日〉一般2,200、小中高生1,200 ／16:45

「出雲ドーム2000人の
吹奏楽」実行委員会事務局

0853-21-6514

10（日） ★ 池辺晋一郎のわかりやすいトーク付きN響メンバー
による＜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

プラバチケット
コーナー

0852-27-6400

15（金） 秋のお月見コンサート　
～「Jazz×邦楽」スペシャルライブ～

プラバホール 無料／19:00 松江市総合文化センター
プラバホール

0852-27-6000

9

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

17（日） ライブ「やさしいたいこたち」 グラントワ 〈前売〉大人2,000、中学生以下1,000
〈当日〉大人2,500、中学生以下1,500 ／18:30

今福事務所 080-6316-2467

17（日） ☆ 益田東高等学校吹奏楽部　
第17回定期演奏会

グラントワ 〈前売〉一般500
〈当日〉一般700、高校生以下無料／13:30

益田東高等学校 0856-23-3435

18（月） 空想委員会ワンマンライブツアー『持ち寄った
青写真を重ね合わせて描いた未来は歌だった』

松江 AZTiC 
canova

3,800 ／17:00 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

23（土） 奥華子コンサートツアー2017 弾き語り
～遥か遠くに見えていた今日～

松江 AZTiC 
canova

4,300 ／17:30 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

23（土） コントラバスがあつまっちゃった
コンサート in 松江

プラバホール 無料／14:00 永瀬 090-4801-7680

24（日） ★ ◆スタインウェイ ピアノ開き　
◇中ノ森めぐみコンサート

アルテピア
（安来市安来町）

〈前売〉1,500〈当日〉2,000 ／14:00 安来市総合文化
ホール アルテピア

0854-21-0101

24（日） ★ 工藤重典スペシャルコンサート名手リ
チャーソ・シーゲルと出雲の仲間とともに

ビッグハート
出雲

一般4,500、小中高生2,000 ／16:00 出雲市芸術文化
振興財団

0853-21-7580

29（金） 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／10:30 松江市総合文化センター
プラバホール

0852-27-6000
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1（日） 吉田山田ツアー2017 松江 AZTiC 
canova

5,000 ／16:30 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

1（日） ★ なかうみ交響楽団　第14回演奏会 アルテピア 〈前売〉一般1,000、高校生以下500
〈当日〉一般1,200、高校生以下600 ／14:00

角 090-8605-1615

6（金） The Birthday TOUR2017 “NOMAD” 松江 AZTiC 
canova

5,000 ／19:00 夢番地 086-231-3531

7（土） ザ・トランペットコンサート ラメール 〈前売〉一般2,000、高校生以下1,500
〈当日〉一般2,500、高校生以下2,000 ／16:00

雲南市加茂文化
ホール ラメール

0854-49-8500

15（日） ★ 第32回松江プラバ音楽祭 
ストラディヴァリ・カルテット

プラバホール 〈S席〉一般4,900、学生2,500〈B席〉一般3,500、学生1,800〈A席〉一般
4,500、学生2,300〈C席〉一般1,900、学生1,000 ／14:00　チ 8/6発売

プラバチケット
コーナー

0852-27-6400

16（月） ★ 芸能生活55周年
舟木一夫コンサート2017

島根県民会館 〈前売〉S席7,560、A席5,400、GLチケット2,000〈当日〉S席
8,060、A席5,900、GLチケット2,500 ／①14:00 ②18:00

グッドラック・
プロモーション

0120-30-8181

21（土） ★ 浜田真理子コンサート　
～ Town Girl Blue ～

島根県民会館 4,500 ／17:00　チ 8/19発売 島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556

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

11

3（金） CANTA 松江 AZTiC 
canova

5,700 ／16:30 夢番地 086-231-3531

5（日） ★ 第32回松江プラバ音楽祭　
松田華音ピアノ・リサイタル

プラバホール 〈Ｓ席〉一般3,700、学生1,900〈A席〉一般3,400、学生1,700〈B席〉一般
2,600、学生1,300〈C席〉一般1,400、学生700 ／14:00　チ 9/3発売

プラバチケット
コーナー

0852-27-6400

9（木） ★ 福田こうへいコンサート2017
～全身全霊～

出雲市民会館 〈前売〉S席6,480、A席4,320
〈当日〉S席6,980、A席4,820 ／①12:00 ②16:00

グッドラック・
プロモーション

0120-30-8181

19（日） ★ TSUKEMEN LIVE 2017 in大田 大田市民会館 一般4,000、小中高生2,000 ／18:30 大田市民会館 0854-82-0938

21（火） ★ 島津亜矢コンサート2017　初志 島根県民会館 S席7,150 ／①14:00 ②18:00 清水芸能企画 082-292-0080

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8/1(火)必着
P.4チェリヴァシアター「ソ満国境 15歳の夏」

8/5（土）チェリヴァホール
ペア 

2組様8/4(金)必着
P.3いわみダンスプロジェクト2017

8/11(金・祝)グラントワ
ペア 

2組様8/4(金)必着
P.4名画劇場「雪女」

8/12(土)島根県民会館
ペア 

2組様8/10(木)必着
P.4グラントワシアター「ラ･ラ･ランド」

8/19(土)グラントワ

ペア 

2組様8/10(木)必着
P.10没後70年 北野恒富展

8/5(土)～9/18(月･祝)石見美術館

ペア 

2組様8/10(木)必着
P.4大田名画シアター「燦燦－さんさん－」

8/19(土)大田市民会館

ペア 

2組様8/18(金)必着
P.4さんびるシアター「海よりもまだ深く」

8/26(土)松江テルサ
ペア 

2組様8/18(金)必着
P.3益田糸操り人形 浜田公演 

8/27(日)石央文化ホール
ペア【S席】 

2組様8/18(金)必着
P.3ベートーヴェン室内楽名曲コンサート

9/10(日)プラバホール

【18:30】

※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。
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破 線 を お 切 り 下 さ い

　　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

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

0857-27-2136

11（金） ☆ いわみダンスプロジェクト2017 グラントワ 一般500、会員400、未就学児無料／18:30 グラントワ 0856-31-1860

12
・ 13

（土）
（日）

チェリヴァロビー座チームにどね
第1回公演  「二人のらすと・さまー」

チェリヴァ
ホール

無料／20:00 木次経済文化会館
チェリヴァホール

0854-42-1155

19（土） ジャパン×フランス障害者の文化芸術国際交流
事業島根県プレビュー公演 (和太鼓・石見神楽 )

島根県民会館 無料／13:00 社会福祉法人
いわみ福祉会

0855-42-0091

19
・ 20

（土）
（日）

Ｙプロ演劇スクール発表会 松江市民活動
センター

無料／〈19日〉16:00 〈20日〉①10:00 ②14:00 劇団Ｙプロジェクト 090-8065-1325

26（土） 美保関宴能　第一部　民謡・能楽体験教室 美保関
文化交流館

無料／13:30 山陰で
お能を楽しむ会

070-5661-4878

26（土） ★ 美保関宴能　第二部　観世流能「経正」 美保神社 〈前売〉一般3,000、大学生・留学生1,000〈当日〉一般3,500、大
学生・留学生1,500、高校生以下無料／19:00

山陰で
お能を楽しむ会

070-5661-4878

27（日） ★ 悠久の河　周藤彌兵衛翁物語／
クラウディアの祈り

洞光寺
（松江市新町）

〈前売〉一般2,000、大学生1,000、小中高生500〈当日〉一般
2,500、大学生1,500、小中高生800、未就学児無料／15:00

劇団幻影舞台 0852-22-7886

27（日） 隠岐乃国伝統芸能祭 隠岐島文化会館 無料／10:00 隠岐島文化会館 08512-2-0237

27（日） ☆ 浜田公演 島根県無形民俗文化財　
益田糸操り人形

石央文化ホール〈前売〉一般500〈当日〉一般800、大学生以下無料／13:30 石央文化ホール 0855-22-2100

27（日） ボラ☆ボラ島根公演「お酢をのんだけど、
やわらかくならなかった」

チェリヴァ
ホール

〈前売〉2,300〈当日〉2,500、学割［要学生証］2,000 ／15:00 木次経済文化会館
チェリヴァホール

0854-42-1155

9

2（土） こどもミュージカル OzⅡ グラントワ 無料／19:00 劇団くちぶえ 090-4695-9876

2
・ 3

（土）
（日）

★ 松江怪喜宴4　怪し会八雲 洞光寺
（松江市新町）

〈前売〉4,500〈当日〉5,000［酒肴代込］、未成年割引チケット3,000［酒肴
なし、購入 ･申込の際要身分証］／〈2日〉18:30〈3日〉①13:00 ②18:30

松江怪喜宴
実行委員会事務局

0852-55-5214

3（日） ★「出雲伝統芸能プロデュース公演2017」
日本舞踊の魅力プラス

出雲市民会館 〈指定席〉2,500
〈自由席〉一般2,000、高校生以下1,000 ／13:30

出雲市民会館 0853-21-7580

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〉SOLD OUT
〈A席〉一般5,800、小中高生3,200 ／19:00

島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556

18（月） ★ アルテピアこけら落とし公演　　
松竹大歌舞伎

アルテピア
（安来市安来町）

〈前売〉1等席6,000、2等席5,000、3等席4,000 ／
①13:30 ②18:00　

安来市総合文化
ホール アルテピア

0854-21-0101

24（日） ★ ロマン派症候群 ラメール 〈前売〉一般3,000、高校生以下1,500
〈当日〉一般3,500、高校生以下2,000 ／15:00

雲南市加茂文化
ホール ラメール 

0854-49-8500

10

8（日） ★ 劇団四季ファミリーミュージカル
ガンバの大冒険

ラメール 1階席4,000、2階席3,500 ／16:00 雲南市加茂文化
ホール ラメール 

0854-49-8500

8（日） 坂本長利独演劇『土佐源氏』上演50周年 ･
米寿記念　出雲公演

ビッグハート
出雲

〈前売〉一般2,500
〈当日〉一般3,000、学生2,000 ／15:00

響和堂 080-4200-0808

12（木） ★ 林家たい平　林家三平落語兄弟会 大田市民会館 S席4,000、A席3,500 ／19:00　 大田市民会館 0854-82-0938

15（日） ☆ 浜田寄席 「桂米朝一門会」 石央文化ホール〈前売〉2,000〈当日〉2,500 ／14:00 石央文化ホール 0855-22-2100

情報内容：2017年 ７/1 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

8

3（木） 合唱～プレコンクール グラントワ 無料／14:30 益田市立
安田小学校

0856-27-0019

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

5（土） ★ 0歳からのコンサート　
こどものがたりコンサート

ビッグハート
出雲

おとな1,000、こども（高校生まで）500 ／11:00 出雲楽友協会
事務局

090-2003-3227

5
・ 6

（土）
（日）

★
☆

第58回全日本吹奏楽コンクール
島根県大会

グラントワ 一般1,500、小中高生1,000 ／10:00 島根県吹奏楽連盟
（益田市立中西中学校）

0856-28-0510

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　 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

17
・ 18

（木）
（金）

あつまれオルガン＆ホール探検隊 プラバホール 〈参加料〉一般300、高校生以下100 ／
〈両日〉①10:00 ②13:30

松江市総合文化センター
プラバホール

0852-27-6000

19（土） ★ 第8回ノヴィー・コンサートフランスで活躍する名手によるパリ
の響きを日本に～ピアニストは「ノヴィー」の故郷チェコの名手

興雲閣
（松江城公園内）

〈前売〉一般2,000、高校生以下1,000
〈当日〉一般3,000、高校生以下1,000 ／16:00

松江サード
プレイス研究会

080-1050-0832

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

20（日） ★ 山陰フィルジュニアオーケストラ　
第30回定期演奏会

プラバホール 700 ／14:00 山陰フィルジュニア
オーケストラ事務局

0852-26-0447

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 高橋 090-6436-7745

25（金） ★ 地球のステージ in いずも 平田文化館 〈前売〉大人1,000
〈当日〉大人1,500、高校生以下無料／18:30

地球のステージ応
援団いずも

090-3637-6214

25
～27

（金）
（日）

全日本吹奏楽コンクール中国大会 島根県民会館 1,500 ／9:45 鹿島中学校 0852-82-0318

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

26（土） ★ G.M.C.クインティナ第26回定期演奏会 プラバホール 〈前売〉一般800〈当日〉一般1,000、高校生以下無料／18:00 周藤 090-6845-2966

27（日） ふるさとコンサート in 島根 メテオプラザ 〈前売〉1,300
〈当日〉1,500、３～18歳500、２歳以下無料／14:00

メテオプラザ 0852-72-3939

27（日） オルガン探検隊 Special　
オルガンを弾こう！

プラバホール 一般・大学生500、小学４年生～高校生200 ／
①10:30 ②14:00

松江市総合文化センター
プラバホール

0852-27-6000

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 夢番地 086-231-3531
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1（金） UVERworld IDEAL REALITY TOUR 島根県民会館 6,800 ／17:30 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

2（土） 寺尾紗穂2days　day1
「たよりないもののために発売記念ライブ」

海辺の cafe HOME
（松江市八束町）

〈前売〉3,000〈当日〉3,500 ／18:00 海辺の cafe HOME 0852-76-2229

3（日） 寺尾紗穂2days　day2
「わたしたちの好きなわらべうた」

出雲民藝館 2,000 ／14:00 出雲民藝館 0853-22-6397

3（日） ★ 倖田來未 LIVE TOUR2017
～ W FACE ～

島根県民会館 8,600 ／18:00　 夢番地 086-231-3531

3（日） 山根万理奈コンサート
歌って happy!2017

プラバホール 〈前売〉一般3,000
〈当日〉一般3,500、高校生以下1,000 ／15:00

TSK山陰中央テレビ 0852-20-8888

6（水） 氷川きよしコンサートツアー2017 出雲市民会館 SOLD OUT ／①14:00 ②18:00 キョードーマネージ
メントシステムズ

0570-200-888

9（土） ロビーコンサート
（ポピュラージャズコンサート）

石央文化ホール 1,000、高校生以下無料／18:00 石央文化ホール 0855-22-2100

9（土） ★ 秋一番コンサート＠松江 松江 CROSS 〈前売〉4,500〈当日〉5,000 ／18:30 松江 CROSS 0852-22-0131

9（土） ★ 第26回出雲ドーム2000人の吹奏楽
踏み出そう！夕日の聖地から新たな一歩

出雲ドーム 〈前売〉一般2,000、小中高生1,000
〈当日〉一般2,200、小中高生1,200 ／16:45

「出雲ドーム2000人の
吹奏楽」実行委員会事務局

0853-21-6514

10（日） ★ 池辺晋一郎のわかりやすいトーク付きN響メンバー
による＜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

プラバチケット
コーナー

0852-27-6400

15（金） 秋のお月見コンサート　
～「Jazz×邦楽」スペシャルライブ～

プラバホール 無料／19:00 松江市総合文化センター
プラバホール

0852-27-6000
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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

17（日） ライブ「やさしいたいこたち」 グラントワ 〈前売〉大人2,000、中学生以下1,000
〈当日〉大人2,500、中学生以下1,500 ／18:30

今福事務所 080-6316-2467

17（日） ☆ 益田東高等学校吹奏楽部　
第17回定期演奏会

グラントワ 〈前売〉一般500
〈当日〉一般700、高校生以下無料／13:30

益田東高等学校 0856-23-3435

18（月） 空想委員会ワンマンライブツアー『持ち寄った
青写真を重ね合わせて描いた未来は歌だった』

松江 AZTiC 
canova

3,800 ／17:00 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

23（土） 奥華子コンサートツアー2017 弾き語り
～遥か遠くに見えていた今日～

松江 AZTiC 
canova

4,300 ／17:30 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

23（土） コントラバスがあつまっちゃった
コンサート in 松江

プラバホール 無料／14:00 永瀬 090-4801-7680

24（日） ★ ◆スタインウェイ ピアノ開き　
◇中ノ森めぐみコンサート

アルテピア
（安来市安来町）

〈前売〉1,500〈当日〉2,000 ／14:00 安来市総合文化
ホール アルテピア

0854-21-0101

24（日） ★ 工藤重典スペシャルコンサート名手リ
チャーソ・シーゲルと出雲の仲間とともに

ビッグハート
出雲

一般4,500、小中高生2,000 ／16:00 出雲市芸術文化
振興財団

0853-21-7580

29（金） 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／10:30 松江市総合文化センター
プラバホール

0852-27-6000
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1（日） 吉田山田ツアー2017 松江 AZTiC 
canova

5,000 ／16:30 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

1（日） ★ なかうみ交響楽団　第14回演奏会 アルテピア 〈前売〉一般1,000、高校生以下500
〈当日〉一般1,200、高校生以下600 ／14:00

角 090-8605-1615

6（金） The Birthday TOUR2017 “NOMAD” 松江 AZTiC 
canova

5,000 ／19:00 夢番地 086-231-3531

7（土） ザ・トランペットコンサート ラメール 〈前売〉一般2,000、高校生以下1,500
〈当日〉一般2,500、高校生以下2,000 ／16:00

雲南市加茂文化
ホール ラメール

0854-49-8500

15（日） ★ 第32回松江プラバ音楽祭 
ストラディヴァリ・カルテット

プラバホール 〈S席〉一般4,900、学生2,500〈B席〉一般3,500、学生1,800〈A席〉一般
4,500、学生2,300〈C席〉一般1,900、学生1,000 ／14:00　チ 8/6発売

プラバチケット
コーナー

0852-27-6400

16（月） ★ 芸能生活55周年
舟木一夫コンサート2017

島根県民会館 〈前売〉S席7,560、A席5,400、GLチケット2,000〈当日〉S席
8,060、A席5,900、GLチケット2,500 ／①14:00 ②18:00

グッドラック・
プロモーション

0120-30-8181

21（土） ★ 浜田真理子コンサート　
～ Town Girl Blue ～

島根県民会館 4,500 ／17:00　チ 8/19発売 島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556

28（土） ★ 沢田研二50周年記念 LIVE2017 ～2018 島根県民会館 8,000 ／16:00　 ユニオン音楽事務所 082-247-6111
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3（金） CANTA 松江 AZTiC 
canova

5,700 ／16:30 夢番地 086-231-3531

5（日） ★ 第32回松江プラバ音楽祭　
松田華音ピアノ・リサイタル

プラバホール 〈Ｓ席〉一般3,700、学生1,900〈A席〉一般3,400、学生1,700〈B席〉一般
2,600、学生1,300〈C席〉一般1,400、学生700 ／14:00　チ 9/3発売

プラバチケット
コーナー

0852-27-6400

9（木） ★ 福田こうへいコンサート2017
～全身全霊～

出雲市民会館 〈前売〉S席6,480、A席4,320
〈当日〉S席6,980、A席4,820 ／①12:00 ②16:00

グッドラック・
プロモーション

0120-30-8181

19（日） ★ TSUKEMEN LIVE 2017 in大田 大田市民会館 一般4,000、小中高生2,000 ／18:30 大田市民会館 0854-82-0938

21（火） ★ 島津亜矢コンサート2017　初志 島根県民会館 S席7,150 ／①14:00 ②18:00 清水芸能企画 082-292-0080

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8/1(火)必着
P.4チェリヴァシアター「ソ満国境 15歳の夏」

8/5（土）チェリヴァホール
ペア 

2組様8/4(金)必着
P.3いわみダンスプロジェクト2017

8/11(金・祝)グラントワ
ペア 

2組様8/4(金)必着
P.4名画劇場「雪女」

8/12(土)島根県民会館
ペア 

2組様8/10(木)必着
P.4グラントワシアター「ラ･ラ･ランド」

8/19(土)グラントワ

ペア 

2組様8/10(木)必着
P.10没後70年 北野恒富展

8/5(土)～9/18(月･祝)石見美術館

ペア 

2組様8/10(木)必着
P.4大田名画シアター「燦燦－さんさん－」

8/19(土)大田市民会館

ペア 

2組様8/18(金)必着
P.4さんびるシアター「海よりもまだ深く」

8/26(土)松江テルサ
ペア 

2組様8/18(金)必着
P.3益田糸操り人形 浜田公演 

8/27(日)石央文化ホール
ペア【S席】 

2組様8/18(金)必着
P.3ベートーヴェン室内楽名曲コンサート

9/10(日)プラバホール

【18:30】

※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。

　　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

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

0857-27-2136

11（金） ☆ いわみダンスプロジェクト2017 グラントワ 一般500、会員400、未就学児無料／18:30 グラントワ 0856-31-1860

12
・ 13

（土）
（日）

チェリヴァロビー座チームにどね
第1回公演  「二人のらすと・さまー」

チェリヴァ
ホール

無料／20:00 木次経済文化会館
チェリヴァホール

0854-42-1155

19（土） ジャパン×フランス障害者の文化芸術国際交流
事業島根県プレビュー公演 (和太鼓・石見神楽 )

島根県民会館 無料／13:00 社会福祉法人
いわみ福祉会

0855-42-0091

19
・ 20

（土）
（日）

Ｙプロ演劇スクール発表会 松江市民活動
センター

無料／〈19日〉16:00 〈20日〉①10:00 ②14:00 劇団Ｙプロジェクト 090-8065-1325

26（土） 美保関宴能　第一部　民謡・能楽体験教室 美保関
文化交流館

無料／13:30 山陰で
お能を楽しむ会

070-5661-4878

26（土） ★ 美保関宴能　第二部　観世流能「経正」 美保神社 〈前売〉一般3,000、大学生・留学生1,000〈当日〉一般3,500、大
学生・留学生1,500、高校生以下無料／19:00

山陰で
お能を楽しむ会

070-5661-4878

27（日） ★ 悠久の河　周藤彌兵衛翁物語／
クラウディアの祈り

洞光寺
（松江市新町）

〈前売〉一般2,000、大学生1,000、小中高生500〈当日〉一般
2,500、大学生1,500、小中高生800、未就学児無料／15:00

劇団幻影舞台 0852-22-7886

27（日） 隠岐乃国伝統芸能祭 隠岐島文化会館 無料／10:00 隠岐島文化会館 08512-2-0237

27（日） ☆ 浜田公演 島根県無形民俗文化財　
益田糸操り人形

石央文化ホール〈前売〉一般500〈当日〉一般800、大学生以下無料／13:30 石央文化ホール 0855-22-2100

27（日） ボラ☆ボラ島根公演「お酢をのんだけど、
やわらかくならなかった」

チェリヴァ
ホール

〈前売〉2,300〈当日〉2,500、学割［要学生証］2,000 ／15:00 木次経済文化会館
チェリヴァホール

0854-42-1155
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2（土） こどもミュージカル OzⅡ グラントワ 無料／19:00 劇団くちぶえ 090-4695-9876

2
・ 3

（土）
（日）

★ 松江怪喜宴4　怪し会八雲 洞光寺
（松江市新町）

〈前売〉4,500〈当日〉5,000［酒肴代込］、未成年割引チケット3,000［酒肴
なし、購入 ･申込の際要身分証］／〈2日〉18:30〈3日〉①13:00 ②18:30

松江怪喜宴
実行委員会事務局

0852-55-5214

3（日） ★「出雲伝統芸能プロデュース公演2017」
日本舞踊の魅力プラス

出雲市民会館 〈指定席〉2,500
〈自由席〉一般2,000、高校生以下1,000 ／13:30

出雲市民会館 0853-21-7580

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〉SOLD OUT
〈A席〉一般5,800、小中高生3,200 ／19:00

島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556

18（月） ★ アルテピアこけら落とし公演　　
松竹大歌舞伎

アルテピア
（安来市安来町）

〈前売〉1等席6,000、2等席5,000、3等席4,000 ／
①13:30 ②18:00　

安来市総合文化
ホール アルテピア

0854-21-0101

24（日） ★ ロマン派症候群 ラメール 〈前売〉一般3,000、高校生以下1,500
〈当日〉一般3,500、高校生以下2,000 ／15:00

雲南市加茂文化
ホール ラメール 

0854-49-8500

10

8（日） ★ 劇団四季ファミリーミュージカル
ガンバの大冒険

ラメール 1階席4,000、2階席3,500 ／16:00 雲南市加茂文化
ホール ラメール 

0854-49-8500

8（日） 坂本長利独演劇『土佐源氏』上演50周年 ･
米寿記念　出雲公演

ビッグハート
出雲

〈前売〉一般2,500
〈当日〉一般3,000、学生2,000 ／15:00

響和堂 080-4200-0808

12（木） ★ 林家たい平　林家三平落語兄弟会 大田市民会館 S席4,000、A席3,500 ／19:00　 大田市民会館 0854-82-0938

15（日） ☆ 浜田寄席 「桂米朝一門会」 石央文化ホール〈前売〉2,000〈当日〉2,500 ／14:00 石央文化ホール 0855-22-2100

★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
9月以降の情報は、7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」

グラントワ 多目的ギャラリー（益田市有明町）

平田本陣記念館（出雲市平田町）

時 17：00～18：45　￥ 無料　定員 60名（要整理券）

 【出演】谷川 恵（大阪南地 お茶屋 たに川 若主人）
　　　  多佳（唄三味線 大阪南地 芸妓）

時 9：00～17：00 ※入館は16：30まで　
休 火曜日　￥ 一般600円、高校生以下無料

問 グラントワ　☎0856-31-1860

問 平田本陣記念館　☎0853-62-5090

北野恒富が愛し、描いた大阪の花街の文化について
お話をうかがい、芸妓さんによる「お座敷あそび」体
験もできるスペシャルステージです。

出雲市大社町出身の戦後日本を代表する挿絵画家・
石原豪人。少女雑誌では江戸川乱歩と組み、一方少
年誌では「ウルトラＱ」から始まる怪獣ブーム時代が
到来し、数え切れない挿絵を描きました。その後も
時代の変化とともに、オタク系雑誌の挿絵など幅広
い分野で活躍し続けた豪人。没後20年を迎えるにあ
たり、その画業を改めて紹介する企画展です。

《ポスター：サクラビール》 大正2年（1913） 
凸版印刷株式会社 印刷博物館蔵

「怪奇名作特集」扉絵『小学四年生』昭和45年8月

※整理券は当日10時グラントワ総合案内カウンターで配布します。

場 石見美術館 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8/15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

展　　示

event

展　　示

event

8.5 土 ～9.18 月

8.19 土 8.11 金  ～10.15 日

サブカルチャー黎明期の鬼才Museum×Theater ミューシアvol.2

石
い し は ら ご う じ ん

原豪人展お座敷あそび体験
「花街ってどんなところ？」

出雲が生んだ戦後日本を代表する挿絵作家

企画展関連イベント

　　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

8

6（日） 夏休み子ども歴史教室むかしの道を歩い
てみよう！（小学校4年生～6年生対象）

古代出雲歴史博物館
（大社町周辺）

無料／10:00 ～12:00 島根県立古代
出雲歴史博物館

0853-53-8600

6（日） 小泉凡館長のアイルランドトーク第2回 座敷童子と
バンシー ―妖怪の国日本と妖精の国アイルランド

小泉八雲記念館 無料／14:00 ～15:00 小泉八雲記念館 0852-21-2147

6
・ 13

（日）
（日）

連続トーク「あなたもきっと、日本画好き
になる！」Ⅰ、Ⅱ

石見美術館
（グラントワ内）

無料［定員各日当日先着40名、申込不要］／14:00 グラントワ 0856-31-1860

7（月） 夏休みアイリッシュ企画ストーリー
タイム－アイルランドからの贈り物

小泉八雲記念館 無料／14:00 ～15:00 小泉八雲記念館 0852-21-2147

11（金） グラントワ夏まつり
「麦酒祭（ビールまつり）」

グラントワ 無料［飲食等有料］／11:00 ～17:00 グラントワ 0856-31-1860

11（金） 夏休みアイリッシュ企画「ガリバー旅行
記」ポップアップ絵本を作ろう♪

小泉八雲記念館 500 ／13:30 ～16:30 小泉八雲記念館 0852-21-2147

11（金） 夏休みこども木工教室 石正美術館 500 ／13:00 ～15:00 浜田市立
石正美術館

0855-32-4388

11
～13

（金）
（日）

こども・おやこ考古学教室 八雲立つ
風土記の丘

一般200、小中高生無料／11:00 ～12:00 島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

11
～15

（金）
（火）

★ フォーゲルパーク盆夜祭 松江フォーゲル
パーク

〈前売〉大人600、小中生300
〈当日〉大人700、小中生350、幼児無料／17:30 ～21:00

松江フォーゲル
パーク

0852-88-9800

16（水） 第5回石州和紙灯ろうまつり 湊浦 三隅川河口
（浜田市三隅町）

〈灯ろうづくり〉一般300、高校生以下100 ／17:00 ～20:00 芸術と文化のまちづ
くり事業実行委員会

0855-32-0098

18（金） 夏休み！グラントワたんけんツアー グラントワ 300［定員各回先着30名、対象：小学生］／①10:00 ②13:30 グラントワ 0856-31-1860

19（土） Museum× Theater ミューシア vol.2
お座敷あそび体験「花街ってどんなところ？」

グラントワ 無料［要整理券、定員60名（整理券は当日10:00より美術館カ
ウンターにて配布）］／17:00

グラントワ 0856-31-1860

19（土） 夏休みアイリッシュ企画おはなしレスト
ラン－アイルランド編

小泉八雲記念館 無料／14:00 ～15:00 小泉八雲記念館 0852-21-2147

20（日） こども美術館まつり2017 浜田市世界
こども美術館

10:00 ～16:00 浜田市
世界こども美術館

0855-23-8451

22（火） 【アートマネジメント講座】“ なぜ ” からはじめ
る企画づくり～繋がる・広がる・地域を活かす～

島根県民会館 無料／14:00 ～17:00 島根県民会館
文化事業課

0852-22-5508

26（土） 益田ひかり保育所　夏まつり グラントワ 無料／18:00 ～21:00 社会福祉法人　
暁福祉会

0856-22-1467

27（日） 石見神楽舞台設備アドバイザー　
劇場研修会　益田会場

グラントワ 無料／13:00 ～17:00 グラントワ 0856-31-1860

29
・ 30

（火）
（水）

島根県立益田高等学校学園祭 グラントワ 無料／8:30 島根県立
益田高等学校

0856-22-0044

　　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
～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 ～17:00 ／火曜日 平田本陣記念館 0853-62-5090

開催中
～8/20（日）

【企画展】
「第7回 石州和紙に描いた日本画展」

石正美術館 一般700、高大生300、小中生200 ／9:00 ～17:00 ／
月曜日（祝日の場合は翌日休館）

浜田市立
石正美術館

0855-32-4388

開催中
～8/27（日）

【ミニ企画展】
「来て見て触って古代の島根」

八雲立つ
風土記の丘

一般200、大学生100、高校生以下無料／9:00 ～17:00 島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

開催中
～8/28（月）

★
☆

【企画展】小茂田青樹 島根県立美術館 一般1,000、大学生600、小中高生300、未就学児無料／10:00
～日没後30分（ギャラリートーク7/30、8/13・14:00）

島根県立美術館 0852-55-4700

開催中
～8/28（月）

【特別展】 魏志倭人伝シリーズⅣ　
奴国（壱） 青銅器と王　

荒神谷博物館 一般514、高大生257、小中生128 ／9:00 ～17:00
（特別展関連講演会 8/19 資料代300・13:30）

荒神谷博物館 0853-72-9044

開催中
～8/31（木）

【企画展】松江藩御用窯　四人展 松江歴史館 一般500、小中生250 ／8:30 ～18:30 ／８/17 松江歴史館 0852-32-1607

開催中
～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（関連講座8/19・10:00）／8/8

島根県立古代
出雲歴史博物館

0853-53-8600

開催中
～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

開催中
～9/10（日）

第4回石州和紙うちわアート展 アクアみすみ 〈うちわキット：プラスチック製の骨〉一般200、高校生以下100〈うち
わキット：竹製の骨〉500 ／9:00 ～21:00（日・月曜日は17:00まで）

三隅中央会館 0855-32-0098

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／9:00 ～17:00 ／
9/5、12

しまね海洋館
アクアス

0855-28-3900

開催中
～9/18（月）

立体切り絵作家
「SouMa　白の宇宙（せかい）」

加納美術館 一般1,000、高校生以上500 ／9:00 ～16:30 ／
火曜日（但し8/15は開館）

安来市加納美術館 0854-36-0880

開催中
～9/24（日）

舩木研兒・船木倭帆兄弟遺作展 出雲玉作資料館 一般200、高大生100、小中生30 ／9:00 ～17:00 松江市立
出雲玉作資料館

0852-62-1040

開催中
～9/24（日）

雪舟の旅Ⅱ 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
～9/24（日）

【夏期企画展】「SHIN昆虫展」 サヒメル 大人700、小中高生200、幼児無料／9:30 ～17:00 ／
火曜日（但し夏休み期間中（7/15 ～8/31）は毎日開館）

島根県立三瓶
自然館　サヒメル

0854-86-0500

開催中
～9/24（日）

体験型現代美術 アートパレード展 浜田市世界
こども美術館

一般500、高大生300、小中生200 ／9:30 ～17:00 ／
9/4、9/11、9/19

浜田市
世界こども美術館

0855-23-8451

開催中
～9/25（月）

【夏季企画展】「解明！古代の『出雲郡』
－その始まりから復古まで－」

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
～9/30（土）

わんぱく探検隊 アクアス 大人1,240、小中高生410、幼児無料／11:00 ～11:30 ／
9/5、9/12、9/19、9/26

しまね海洋館
アクアス

0855-28-3900

開催中
～10/1（日）

paper cutting artist カジタミキ展 今岡美術館 一般600、65歳以上500、中学生以下無料／9:00 ～17:00 ／
月曜日（祝日の場合は翌日）、9/19

今岡美術館 0853-25-2239

開催中
～10/9（月）

石本正作品選Ⅱ 石正美術館 一般700、高大生300、小中生200／9:00～17:00／月曜日（祝
日の場合は翌日休館）※8/21 ～28は展示替えのため全館休館

浜田市立
石正美術館

0855-32-4388

7/26（水）
～9/25（月）

憧れの陶磁器－真似る、写す、越える 手錢記念館 大人600、高校生以下400 ／9:00 ～16:30 ／火曜日 手錢記念館 0853-53-2000

7/27（木）
～8/2（水）

槙原　豊博　アート魚拓展 グラントワ 無料／平日9:00 ～19:00（土・日は17:00まで） 株式会社三建技術 0856-23-4364

7/31（月）
～9/24（日）

企画展 ふるさと美術工芸展2017
「和船＆シーグラス」

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（祝日の場合は翌日休館）

益田市立
歴史民俗資料館

0856-23-2635

8/3（木）
～9/18（月）

【特別展】森村泰昌の「まね美」の世界／
恒富 ･考と女優シリーズより

石見美術館
(グラントワ内）

一般300、大学生200、高校生以下無料／10:00 ～18:30 ／
火曜日（但し8/15は開館）

グラントワ 0856-31-1860

8/5（土）
～8/20（日）

世界の甲虫展2017 出雲科学館 無料／9:30 ～17:30 出雲科学館 0853-25-1500

10

21（土） ★ 米村でんじろう
おもしろサイエンスショー

島根県民会館 2,800 ／①13:00 ②15:30 清水芸能企画 082-292-0080

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

29（日） 第2回益田マジックフェスティバル グラントワ 一般1,000、高校生以下無料／①13:00 ②16:00 合同会社　
ボアソルテ

090-2296-3584

11

15（水） ★ まつえ寄席 島根県民会館 〈前売〉一般2,000、大学生以下1,000
〈当日〉一般2,500、大学生以下1,500 ／18:00

島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556

19（日） ★ 心屋仁之助10周年講演会ツアー 島根県民会館 〈前売〉5,000〈当日〉5,500 ／13:30 グッドラック・
プロモーション

0120-30-8181

25（土） ★ 劇団四季ミュージカル「アンデルセン」 島根県民会館 S席8,500、A席7,000、B席5,000、C席3,000 ／17:00
チ 8/26発売

島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556

26（日） ☆ 劇団四季ミュージカル「アンデルセン」 グラントワ 〈S席〉8,500、会員8,000〈A席〉一般6,500、会員6,000、学生
4,000〈B席〉一般3,500、会員3,000、学生2,000 ／17:00

グラントワ 0856-31-1860

8/5（土）
～9/18（月）

★
☆

【企画展】没後70年　北野恒富展
妖艶、秀麗、はんなり―美人画の革新

石見美術館
(グラントワ内）

一般1,000、大学生600、小中高生300 ／火曜日（但し8/15は開館）
／10:00 ～18:30（ギャラリートーク8/5、13、9/10、18・14:00）

グラントワ 0856-31-1860

8/11（金）
～10/15（日）

サブカルチャー黎明期の鬼才石原豪人展―出
雲が生んだ戦後日本を代表する挿絵作家―

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

8/29（火）
～10/9（月）

第3回石本正　日本画大賞展 石正美術館 一般700、高大生300、小中生200 ／9:00 ～17:00 ／
月曜日（祝日の場合は翌日休館）

浜田市立
石正美術館

0855-32-4388

　　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

8

5（土） ★ チェリヴァシアター　雲南市遺族会推薦
作品「ソ満国境　15歳の夏」

チェリヴァ
ホール

〈前売〉一般1,300、会員1,000、シニア（60歳以上）・小中高生500、ペア（前
売のみ・会員限定）1,500（当日200増）、未就学児無料／①10：00 ②14：00

木次経済文化会館
チェリヴァホール

0854-42-1155

6（日） ★ 8月6日広島の日　緊急上映会「いしぶみ」 松江市市民活動
センター STIC

〈前売〉一般1,100〈当日〉一般1,300、高校生以下800、介助者1名・
小学4年生以下無料／①11:00 ②13:00 ③15:00 ④17:00

松江キネマ倶楽部 090-2003-6623

10（木） お盆特別企画上映レイトショー　
「ラ・ラ・ランド」

石央文化ホール〈前売〉一般1,200、学生600〈当日〉一般1,400、学生800 ／①14:00
②19:00 ③21:30 ④24:00 ※③④の鑑賞は18歳未満は保護者同伴

石央文化ホール 0855-22-2100

12（土） ★ 名画劇場「雪女」 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、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

15
・ 16

（火）
（水）

映画「なぜ生きる」 グラントワ 一般1,000、小学生500 ／①10:00 ②13:30 ③18:30
※③は15日のみ

株式会社
チューリップ企画

0120-901-267

19（土） 映画「ソフテン！」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

19（土） 大田名画シアター「燦燦－さんさん－」 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

19（土） ☆ グラントワシアター「ラ・ラ・ランド」 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

26（土） さんびるシアター　
映画 「海よりもまだ深く」

松江テルサ 〈前売〉一般1,000
〈当日〉一般1,200、小中高生500 ／①10:00 ②14:00

松江テルサ事務局 0852-31-5550

企画展「没後70年 北野恒富展　
　　  妖艶、秀麗、はんなり－美人画の革新」

チケプレ

ペア 2 組様

観覧無料観覧無料 問合せ／自治労島根本部 ℡0852-26-3331問合せ／自治労島根本部 ℡0852-26-3331

8月 2日水
アニメ映画
「ガラスのうさぎ」

18：30◆会場／悠邑ふるさと会館
8月5日土11：00◆会場／広瀬中央交流センター
8月8日火18：30◆会場／いわみーる（浜田市）
8月9日水18：00◆会場／益田市人権センター

8月10日木15：00◆会場／吉賀町六日市基幹集落センター
8月11日金14：00◆会場／津和野町民センター
8月23日水18：00◆会場／隠岐島文化会館

反戦平和映画上映会2017

出雲たたら村（雲南市掛合町）出雲たたら村（雲南市掛合町）
▶詳細は3PをCHECK!▶詳細は3PをCHECK!

開催中～10/1日映画「たたら侍」オープンセット

料　金／一般1,000円、小中高生500円
休村日／火曜日（但し8/15は営業）

映画「たたら侍」の撮影が行われた
オープンセットをそのまま大公開！10：00～16：00

お知らせ
10



文化イベント情報を募集しています
9月以降の情報は、7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」

時 9：00～17：00 ※入館は16：30まで　
休 火曜日　￥ 一般600円、高校生以下無料

石
い し は ら ご う じ ん

原豪人展
出雲が生んだ戦後日本を代表する挿絵作家

　　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

8

6（日） 夏休み子ども歴史教室むかしの道を歩い
てみよう！（小学校4年生～6年生対象）

古代出雲歴史博物館
（大社町周辺）

無料／10:00 ～12:00 島根県立古代
出雲歴史博物館

0853-53-8600

6（日） 小泉凡館長のアイルランドトーク第2回 座敷童子と
バンシー ―妖怪の国日本と妖精の国アイルランド

小泉八雲記念館 無料／14:00 ～15:00 小泉八雲記念館 0852-21-2147

6
・ 13

（日）
（日）

連続トーク「あなたもきっと、日本画好き
になる！」Ⅰ、Ⅱ

石見美術館
（グラントワ内）

無料［定員各日当日先着40名、申込不要］／14:00 グラントワ 0856-31-1860

7（月） 夏休みアイリッシュ企画ストーリー
タイム－アイルランドからの贈り物

小泉八雲記念館 無料／14:00 ～15:00 小泉八雲記念館 0852-21-2147

11（金） グラントワ夏まつり
「麦酒祭（ビールまつり）」

グラントワ 無料［飲食等有料］／11:00 ～17:00 グラントワ 0856-31-1860

11（金） 夏休みアイリッシュ企画「ガリバー旅行
記」ポップアップ絵本を作ろう♪

小泉八雲記念館 500 ／13:30 ～16:30 小泉八雲記念館 0852-21-2147

11（金） 夏休みこども木工教室 石正美術館 500 ／13:00 ～15:00 浜田市立
石正美術館

0855-32-4388

11
～13

（金）
（日）

こども・おやこ考古学教室 八雲立つ
風土記の丘

一般200、小中高生無料／11:00 ～12:00 島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

11
～15

（金）
（火）

★ フォーゲルパーク盆夜祭 松江フォーゲル
パーク

〈前売〉大人600、小中生300
〈当日〉大人700、小中生350、幼児無料／17:30 ～21:00

松江フォーゲル
パーク

0852-88-9800

16（水） 第5回石州和紙灯ろうまつり 湊浦 三隅川河口
（浜田市三隅町）

〈灯ろうづくり〉一般300、高校生以下100 ／17:00 ～20:00 芸術と文化のまちづ
くり事業実行委員会

0855-32-0098

18（金） 夏休み！グラントワたんけんツアー グラントワ 300［定員各回先着30名、対象：小学生］／①10:00 ②13:30 グラントワ 0856-31-1860

19（土） Museum× Theater ミューシア vol.2
お座敷あそび体験「花街ってどんなところ？」

グラントワ 無料［要整理券、定員60名（整理券は当日10:00より美術館カ
ウンターにて配布）］／17:00

グラントワ 0856-31-1860

19（土） 夏休みアイリッシュ企画おはなしレスト
ラン－アイルランド編

小泉八雲記念館 無料／14:00 ～15:00 小泉八雲記念館 0852-21-2147

20（日） こども美術館まつり2017 浜田市世界
こども美術館

10:00 ～16:00 浜田市
世界こども美術館

0855-23-8451

22（火） 【アートマネジメント講座】“ なぜ ” からはじめ
る企画づくり～繋がる・広がる・地域を活かす～

島根県民会館 無料／14:00 ～17:00 島根県民会館
文化事業課

0852-22-5508

26（土） 益田ひかり保育所　夏まつり グラントワ 無料／18:00 ～21:00 社会福祉法人　
暁福祉会

0856-22-1467

27（日） 石見神楽舞台設備アドバイザー　
劇場研修会　益田会場

グラントワ 無料／13:00 ～17:00 グラントワ 0856-31-1860

29
・ 30

（火）
（水）

島根県立益田高等学校学園祭 グラントワ 無料／8:30 島根県立
益田高等学校

0856-22-0044

　　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
～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 ～17:00 ／火曜日 平田本陣記念館 0853-62-5090

開催中
～8/20（日）

【企画展】
「第7回 石州和紙に描いた日本画展」

石正美術館 一般700、高大生300、小中生200 ／9:00 ～17:00 ／
月曜日（祝日の場合は翌日休館）

浜田市立
石正美術館

0855-32-4388

開催中
～8/27（日）

【ミニ企画展】
「来て見て触って古代の島根」

八雲立つ
風土記の丘

一般200、大学生100、高校生以下無料／9:00 ～17:00 島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

開催中
～8/28（月）

★
☆

【企画展】小茂田青樹 島根県立美術館 一般1,000、大学生600、小中高生300、未就学児無料／10:00
～日没後30分（ギャラリートーク7/30、8/13・14:00）

島根県立美術館 0852-55-4700

開催中
～8/28（月）

【特別展】 魏志倭人伝シリーズⅣ　
奴国（壱） 青銅器と王　

荒神谷博物館 一般514、高大生257、小中生128 ／9:00 ～17:00
（特別展関連講演会 8/19 資料代300・13:30）

荒神谷博物館 0853-72-9044

開催中
～8/31（木）

【企画展】松江藩御用窯　四人展 松江歴史館 一般500、小中生250 ／8:30 ～18:30 ／８/17 松江歴史館 0852-32-1607

開催中
～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（関連講座8/19・10:00）／8/8

島根県立古代
出雲歴史博物館

0853-53-8600

開催中
～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

開催中
～9/10（日）

第4回石州和紙うちわアート展 アクアみすみ 〈うちわキット：プラスチック製の骨〉一般200、高校生以下100〈うち
わキット：竹製の骨〉500 ／9:00 ～21:00（日・月曜日は17:00まで）

三隅中央会館 0855-32-0098

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／9:00 ～17:00 ／
9/5、12

しまね海洋館
アクアス

0855-28-3900

開催中
～9/18（月）

立体切り絵作家
「SouMa　白の宇宙（せかい）」

加納美術館 一般1,000、高校生以上500 ／9:00 ～16:30 ／
火曜日（但し8/15は開館）

安来市加納美術館 0854-36-0880

開催中
～9/24（日）

舩木研兒・船木倭帆兄弟遺作展 出雲玉作資料館 一般200、高大生100、小中生30 ／9:00 ～17:00 松江市立
出雲玉作資料館

0852-62-1040

開催中
～9/24（日）

雪舟の旅Ⅱ 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
～9/24（日）

【夏期企画展】「SHIN昆虫展」 サヒメル 大人700、小中高生200、幼児無料／9:30 ～17:00 ／
火曜日（但し夏休み期間中（7/15 ～8/31）は毎日開館）

島根県立三瓶
自然館　サヒメル

0854-86-0500

開催中
～9/24（日）

体験型現代美術 アートパレード展 浜田市世界
こども美術館

一般500、高大生300、小中生200 ／9:30 ～17:00 ／
9/4、9/11、9/19

浜田市
世界こども美術館

0855-23-8451

開催中
～9/25（月）

【夏季企画展】「解明！古代の『出雲郡』
－その始まりから復古まで－」

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
～9/30（土）

わんぱく探検隊 アクアス 大人1,240、小中高生410、幼児無料／11:00 ～11:30 ／
9/5、9/12、9/19、9/26

しまね海洋館
アクアス

0855-28-3900

開催中
～10/1（日）

paper cutting artist カジタミキ展 今岡美術館 一般600、65歳以上500、中学生以下無料／9:00 ～17:00 ／
月曜日（祝日の場合は翌日）、9/19

今岡美術館 0853-25-2239

開催中
～10/9（月）

石本正作品選Ⅱ 石正美術館 一般700、高大生300、小中生200／9:00～17:00／月曜日（祝
日の場合は翌日休館）※8/21 ～28は展示替えのため全館休館

浜田市立
石正美術館

0855-32-4388

7/26（水）
～9/25（月）

憧れの陶磁器－真似る、写す、越える 手錢記念館 大人600、高校生以下400 ／9:00 ～16:30 ／火曜日 手錢記念館 0853-53-2000

7/27（木）
～8/2（水）

槙原　豊博　アート魚拓展 グラントワ 無料／平日9:00 ～19:00（土・日は17:00まで） 株式会社三建技術 0856-23-4364

7/31（月）
～9/24（日）

企画展 ふるさと美術工芸展2017
「和船＆シーグラス」

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（祝日の場合は翌日休館）

益田市立
歴史民俗資料館

0856-23-2635

8/3（木）
～9/18（月）

【特別展】森村泰昌の「まね美」の世界／
恒富 ･考と女優シリーズより

石見美術館
(グラントワ内）

一般300、大学生200、高校生以下無料／10:00 ～18:30 ／
火曜日（但し8/15は開館）

グラントワ 0856-31-1860

8/5（土）
～8/20（日）

世界の甲虫展2017 出雲科学館 無料／9:30 ～17:30 出雲科学館 0853-25-1500

10

21（土） ★ 米村でんじろう
おもしろサイエンスショー

島根県民会館 2,800 ／①13:00 ②15:30 清水芸能企画 082-292-0080

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

29（日） 第2回益田マジックフェスティバル グラントワ 一般1,000、高校生以下無料／①13:00 ②16:00 合同会社　
ボアソルテ

090-2296-3584

11

15（水） ★ まつえ寄席 島根県民会館 〈前売〉一般2,000、大学生以下1,000
〈当日〉一般2,500、大学生以下1,500 ／18:00

島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556

19（日） ★ 心屋仁之助10周年講演会ツアー 島根県民会館 〈前売〉5,000〈当日〉5,500 ／13:30 グッドラック・
プロモーション

0120-30-8181

25（土） ★ 劇団四季ミュージカル「アンデルセン」 島根県民会館 S席8,500、A席7,000、B席5,000、C席3,000 ／17:00
チ 8/26発売

島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556

26（日） ☆ 劇団四季ミュージカル「アンデルセン」 グラントワ 〈S席〉8,500、会員8,000〈A席〉一般6,500、会員6,000、学生
4,000〈B席〉一般3,500、会員3,000、学生2,000 ／17:00

グラントワ 0856-31-1860

8/5（土）
～9/18（月）

★
☆

【企画展】没後70年　北野恒富展
妖艶、秀麗、はんなり―美人画の革新

石見美術館
(グラントワ内）

一般1,000、大学生600、小中高生300 ／火曜日（但し8/15は開館）
／10:00 ～18:30（ギャラリートーク8/5、13、9/10、18・14:00）

グラントワ 0856-31-1860

8/11（金）
～10/15（日）

サブカルチャー黎明期の鬼才石原豪人展―出
雲が生んだ戦後日本を代表する挿絵作家―

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

8/29（火）
～10/9（月）

第3回石本正　日本画大賞展 石正美術館 一般700、高大生300、小中生200 ／9:00 ～17:00 ／
月曜日（祝日の場合は翌日休館）

浜田市立
石正美術館

0855-32-4388

　　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

8

5（土） ★ チェリヴァシアター　雲南市遺族会推薦
作品「ソ満国境　15歳の夏」

チェリヴァ
ホール

〈前売〉一般1,300、会員1,000、シニア（60歳以上）・小中高生500、ペア（前
売のみ・会員限定）1,500（当日200増）、未就学児無料／①10：00 ②14：00

木次経済文化会館
チェリヴァホール

0854-42-1155

6（日） ★ 8月6日広島の日　緊急上映会「いしぶみ」 松江市市民活動
センター STIC

〈前売〉一般1,100〈当日〉一般1,300、高校生以下800、介助者1名・
小学4年生以下無料／①11:00 ②13:00 ③15:00 ④17:00

松江キネマ倶楽部 090-2003-6623

10（木） お盆特別企画上映レイトショー　
「ラ・ラ・ランド」

石央文化ホール〈前売〉一般1,200、学生600〈当日〉一般1,400、学生800 ／①14:00
②19:00 ③21:30 ④24:00 ※③④の鑑賞は18歳未満は保護者同伴

石央文化ホール 0855-22-2100

12（土） ★ 名画劇場「雪女」 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、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

15
・ 16

（火）
（水）

映画「なぜ生きる」 グラントワ 一般1,000、小学生500 ／①10:00 ②13:30 ③18:30
※③は15日のみ

株式会社
チューリップ企画

0120-901-267

19（土） 映画「ソフテン！」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

19（土） 大田名画シアター「燦燦－さんさん－」 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

19（土） ☆ グラントワシアター「ラ・ラ・ランド」 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

26（土） さんびるシアター　
映画 「海よりもまだ深く」

松江テルサ 〈前売〉一般1,000
〈当日〉一般1,200、小中高生500 ／①10:00 ②14:00

松江テルサ事務局 0852-31-5550

観覧無料観覧無料 問合せ／自治労島根本部 ℡0852-26-3331問合せ／自治労島根本部 ℡0852-26-3331

8月 2日水
アニメ映画
「ガラスのうさぎ」

18：30◆会場／悠邑ふるさと会館
8月5日土11：00◆会場／広瀬中央交流センター
8月8日火18：30◆会場／いわみーる（浜田市）
8月9日水18：00◆会場／益田市人権センター

8月10日木15：00◆会場／吉賀町六日市基幹集落センター
8月11日金14：00◆会場／津和野町民センター
8月23日水18：00◆会場／隠岐島文化会館

反戦平和映画上映会2017

出雲たたら村（雲南市掛合町）出雲たたら村（雲南市掛合町）
▶詳細は3PをCHECK!▶詳細は3PをCHECK!

開催中～10/1日映画「たたら侍」オープンセット

料　金／一般1,000円、小中高生500円
休村日／火曜日（但し8/15は営業）

映画「たたら侍」の撮影が行われた
オープンセットをそのまま大公開！10：00～16：00

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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