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島根県民会館
島根県民会館からのお知らせです！

カフェも
あるよ！

小泉八雲が滞在したご縁で、アメリカ・ルイジアナ州ニューオーリ
ンズ市と友好都市提携を結ぶ松江市では、今年も同市の伝統的な
お祭り「マルディグラ」の松江版パレードを開催。おなじみ BLACK 
BOTTOM BRASS BAND 、ハチャトゥリアン楽団もやってきます！
パレードはもちろんライブ、クレオール
マルシェも一緒にお楽しみください♪

最新チケット情報

松江　 ニューオーリンズ・
フェスティバル2017

街中がニューオーリンズになる一日！

場 松江カラコロ広場周辺　時 10：15〜

場 松江カラコロ広場　時 10：30〜15：00

一般の方の参加もOK！楽器がなくても、
手拍子・掛け声で大丈夫！　時 14：00〜
場 カラコロ広場〜南殿町〜県庁前広場

場 京店カラコロ広場　時 17：00〜20：00

ライブパフォーマンス
（カラコロ秋祭りステージ）

クレオール・マルシェ

「リトル・マルディグラ」パレード

アフターパレードライブ

※雨天時は10：00から島根県民会館大ホールにて
　ライブパフォーマンスを行います。

11/11 土
チケット
発売開始

友の会先行予約あり

参加団体募集中！

10.8 日

問 松江ニューオーリンズフェスティバル実行委員会（出雲かんべの里内 担当：池尻）☎0852-28-0040

￥ 入場無料

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。今
年で10年目となる島根県民会館
でのコンサートは、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！！

出
　
演

浜田真理子コンサート
〜Town Girl Blue〜

問 島根県民会館チケットコーナー　
　 ☎0852-22-5556

問 島根県民会館広報課　☎0852-22-5505

時 開場16：30／開演17：00　
￥ 全席指定　4,500円

時 12：00〜14：00（11：45受付開始）　

島根県民会館 中ホール（松江市殿町）

島根県民会館屋上（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）

10.21 土

10.15 日

マリコの本棚
コンサート会場ロビーの本棚には浜田真理子が選んだ

“お気に入り”の本が勢ぞろい！コンサート前のひととき
をロビーにて、お楽しみ下さい♪

※未就学児入場不可 託児あり
要予約

10/14 締切

コンサート会場ロビーに登場

島根県民会館駐車場

にて同日開催！

山陰
いいものマルシェ
in松江・とのまち

M&Oplaysプロデュース

映画『葛城事件』『その夜の侍』など近年活躍の場を拡げ、各方面か
ら熱い注目を浴びている作・演出の赤堀雅秋。人間の根底にある
無様さや滑稽さをあぶり出し、ありふれた日常から濃密な人間ド
ラマを描き出す「赤堀ワールド」最新作は、東京にほど近い地方都
市を舞台に、半径３キロ圏内の街でくすぶっている４人の “ダメ
な ”若者と、彼らを取り巻くろくでもない大人たちの青春群像劇。
出演は、舞台・映像にめざましい活躍を見せる賀来賢人を中心に、
太賀、柄本時生、若葉竜也の実力派若手俳優が集結。さらに、皆川
猿時や小野ゆ
り子、平田敦子
など個性的な
キャスト陣が
無骨で繊細な
赤堀ワールド
に挑みます。

島根県民会館では、松江の秋を彩る伝統行事「鼕行列」に合わせ、今
年も松江城を一望できる屋上を撮影スポットとして特別開放いた
します。いつもと違うアングルで鼕行列を楽しんでみませんか？
鼕宮が集合するベストポジションでの撮影にどうぞご活用くだ
さい♪

「流山ブルーバード」

独特の世界観で熱狂的なファンを持つ人気劇作家、
赤
あ か ほ り ま さ あ き

堀雅秋の新作舞台が島根に登場！

屋上から鼕行列を
撮影してみませんか？

作・演出：赤堀雅秋
出演：賀来賢人　太賀　柄本時生　若葉竜也
小野ゆり子　宮下今日子　駒木根隆介　赤堀雅秋　平田敦子　皆川猿時

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）

※当日先着30名ずつ撮影可。人数が空き次第、順番にご案内します。

※未就学児入場不可

2018年1.11 木

松江祭鼕
どう

行列協賛
島根県民会館屋上撮影スポット開放

託児あり
要予約
1/4 締切
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時 開場9：30／開演10：00　￥ 無料
時 10：00～　￥ 入場無料 ※飲食等、一部有料

時 ①10：00～ 
 　②14：00～
定員 各回先着1,000名

時 10：00～18：30
　 （展示室への入場は
               18：00まで）

時 演目によって異なります。 
￥ 演目によって異なります。 無料公演あり

時 開場13：30／開演14：00 
￥ 〈前売〉一般1,000円、高校生以下500円
　 〈当日〉一般1,200円、高校生以下600円

時 両日ともに14：00開演 
￥ 〈前売〉2,500円〈当日〉3,000円

時 両日ともに19：00開演
￥ 一般 2,000円、小学生以下 1,000円

￥ 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 平田文化館　☎0853-63-5030問 グラントワ　☎0856-31-1860

問 認定NPO法人あしぶえ　☎0852-54-2400
http://www.ashibue.jp/2017festival/
詳しくはホームページで！

問 角　☎090-8605-1615 問 チェリヴァホール　☎0854-42-1155

問 いなたひめ製作実行委員会
 　☎080-2890-3650

チェリヴァホール
開館25周年記念

３年に一度、世界の劇団が集まる「森の演
劇祭」。日本初！今年はスペインから3.5
メートルのきりんが来て、会場中を歩き
ます。言葉の無い作品と日本語作品だけ

で誰でも楽
しめます。
レストランや
マルシェも
賑やか！

「アルテピア」初の本格的フルオーケストラコンサート！ 「昭和の時代には夢があった。希
望があった。」それを今に伝えたい
との思いで結成した３兄弟ユニッ
ト。埃まみれのダイヤモンドソン
グ “流行歌 ”を昭和生まれの平成
育ちが唄います！ロイド眼鏡をか
けて直立不動で唄う髙島孝太郎、
レトロな情緒を漂わせ、スイング
しながら演奏するアコーディオン
の雄次郎とウッドベースの龍三郎
が一瞬にして皆様を古き良き昭和
初期の東京への時間旅行にいざな
います。

5 名様
企画展

第9回 出雲神在月市民芸術文化の祭典

松江・森の演劇祭

なかうみ交響楽団第14回演奏会 東京大衆歌謡楽団

「きんさいデー」
グラントワ開館12周年記念感謝祭

ミュージカル いなたひめ〜おろちの森〜

平田文化館（出雲市平田町）
グラントワ（益田市有明町）

しいの実シアターほか（松江市八雲町）

アルテピア（安来市飯島町）

チェリヴァホール
（雲南市木次町）
島根県民会館

（松江市殿町）

須佐神社 屋外公演（出雲市佐田町）

出雲市内の芸術文化団体がそれ
ぞれの地域の伝統芸能や創作芸
能を披露し、新たな出雲文化の創
造を目指す芸術文化の祭典をぜ
ひお楽しみください。

１年に１度開催されるグラン
トワ感謝祭「きんさいデー」。
今年は、美術館の無料開放に
加えて、劇場ホールの催しも鑑賞無料です。
大ホールでは、今春公開されたアニメーション
映画『SING ／シング』を上映。小ホールではミ
ニコンサートを行います。この他、グルメブー
ス、体験コーナー、お茶席、会員限定福引、クイズ
ラリーなど、全館まるごと会場にした大イベン
トを開催。ぜひ、秋の１日をお楽しみください。

新たな切り口で紡ぐ出雲神話『ヤ
マタノオロチ伝説』
龍神おろちと稲田姫の絆とは…
脚本・演出を一新し、待望の再演！

キャッチ編集部が厳選した
島根県内の秋のイベントをご紹介します。

※未就学児入場不可

（一般当日券500円UP）

出演者・曲目

演奏予定曲

指揮／水間満
ホルン独奏／穐山純果（米子市出身）

【曲目】
♪シベリウス 交響詩「フィンランディア」Op.26
♪フランツ・シュトラウス ホルン協奏曲 Op.8
♪ブラームス 交響曲第1番 ハ短調 Op.68

♪東京ラプソディー　♪青い山脈
♪旅の夜風　♪誰か故郷を想わざる ほか

〜昭和歌謡の名曲を唄う〜

人間を信じよう！
全てゆだねよう、この大地を！

ふるさとへの想い 
　　　つなごう  今ここに

安来市総合文化ホール「アルテピア」開館記念

美術館を終日無料開放！
劇場ではアニメ映画

「シング」を無料上映！

21 土

22 日

※未就学児入場不可

※須佐神社周辺駐車場はご利用になれません。臨
時駐車場からシャトルバスをご利用ください。

※駐車場から会場まで距離があるため、お時間に
余裕を持ってご来場ください。

※雨天時はスサノオホールにて

※3歳以下入場不可

11.2 木 〜5 日

10.1 日

10.8 日 10.15 日

10.21 土  ・22 日

10.21 土  ・22 日

きりん（スペイン）

かえるくん・かえるくん（日本）

ぷすぷす（スイス）
検索森の演劇祭 検索おろちの森

0歳から
楽しめる
演劇祭

独特の世界観で熱狂的なファンを持つ人気劇作家、
赤
あ か ほ り ま さ あ き

堀雅秋の新作舞台が島根に登場！

作・演出：赤堀雅秋
出演：賀来賢人　太賀　柄本時生　若葉竜也
小野ゆり子　宮下今日子　駒木根隆介　赤堀雅秋　平田敦子　皆川猿時

島根県民会館屋上撮影スポット開放

「シング」上映時間

美術館開館時間

出演団体

＊稲田姫＆心響（佐田）
＊スカット・コール＆ハナミズキの会（多伎）
＊大池神楽保存会（湖陵）
＊舞踊グループ出雲阿国（大社）
＊琴城流大正琴 香音（カノン）（斐川）
＊神戸川太鼓（出雲）
＊子ども神楽「塩津っ子クラブ」（平田）ほか
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10/29（日）チェリヴァホール

『コトリンゴの
すずさんとハナウタライブ
inしまね映画祭』開催！！

音楽を手がけたコトリンゴの
ライブと映画上映がセットになった

スペシャルイベント！

料金等の詳細は上映スケジュールを
ご覧ください

第26回
2017.
9

sat30 11
thu23

2017年
テーマ映画

監督／片渕須直　　出演（声）／のん 他
原作／こうの史代『この世界の片隅に』（双葉社刊）
音楽／コトリンゴ

2016年／日本／129分

『この世界の片隅に』

スマートフォンなどの端末を使って
音声ガイドを提供します。

★UDCast対応★

第二次世界大戦中の広島で前向きに
そして懸命に生きる女性“すず”。
日常生活のかけがえなさと
愛しさを描いた物語。

ジャンル、世代を超え―
2017年必ず見てほしい作品

10市町11会場で上映します！

（前売）一般1,000円、友の会会員800円
（当日）一般1,200円、友の会会員1,000円、
　　　　中高大生500円、小学生以下無料、
　　　  5枚セット券4,000円

（前売）会員ペア1,500円（前売のみ）、
　　　　一般1,300円、会員1,000円、
　　　　シニア（60歳以上）・小中高生500円、
　　　　小学生未満無料 ※当日券は各200円増

（前売）会員ペア2,500円（前売のみ）、
　　　　一般1,800円、会員1,500円、
　　　　シニア（60歳以上）・小中高生1,000円、
　　　　小学生未満無料 ※当日券は各500円増

この世界の片隅に
①14:00　②18:30 

島根県民会館 Tel.0852-22-5502

松 江 市 雲 南 市

江 津 市

大 田 市

川 本 町

10/14（土）

2日間フリーチケット1,000円、
または1作品500円の当日券あり

松江テルサ Tel.0852-31-5550

１作品：一般・大学生500円、小中高生300円、
　　　 幼児無料

〈1日券〉（前売）一般1,000円
　　　　（当日）一般1,200円、小学生以下無料

名もなく貧しく美しく
この広い空のどこかに
煙突の見える場所

この広い空のどこかに
名もなく貧しく美しく
裸の島

10:00
14:00
16:30

10:00
14:00
16:30

10:00
12:30
14:30

10/28（土）

10/29（日）

10/28（土）

2日間フリーチケット1,000円16:30

メテオプラザ Tel.0852-72-3939

木次経済文化会館 チェリヴァホール Tel.0854-42-1155

10/21（土）

10:00
10/29（日）

〈1日券〉（前売）一般1,000円、小中学生500円
  　　　（当日）一般1,300円、小中学生700円
　　　　　　　 小学生未満無料

10/1（日）

大田市民会館 Tel.0854-82-0938

悠邑ふるさと会館 Tel.0855-72-0001

江津市総合市民センター
Tel.0855-52-11322日間フリーチケット1,000円、または1作品500円の当日券あり10:00

2日間フリーチケット1,000円12:45
15:00

めぐりあい
八月の濡れた砂
約束

南極料理人

忍ぶ川

団地
この世界の片隅に

10/22（日）

10/21（土）

 9:30
13:20
15:40

この世界の片隅に
星を追う子ども
ゴールデンスランバー

10:00
13:00
16:00

13:30

聖の青春
この世界の片隅に
湯を沸かすほどの熱い愛

①14:00  ②18:30
湯を沸かすほどの熱い愛

安 来 市
安来市総合文化ホール アルテピア Tel.0854-21-0101

13:20

人生フルーツ

この世界の片隅に 
①11:00 ②15:10 

この世界の片隅に 19:00 

この世界の片隅に 
CINEMA&LIVE

14:00 

ゆずり葉の頃

問：島根県民会館文化事業課

（前売）一般1,000円、友の会会員800円
（当日）一般1,300円、シニア（60歳以上）1,000円、
　　　　文化協会会員900円、中高生500円、
　　　　小学生以下無料

（前売）一般1,400円
（当日）一般1,800円、大学生・高校生1,500円、
　　　中学生・小学生・幼児1,000円、シニア1,100円、
　　　障がい者1,000円（付添：1名まで同料金）
 ※11：00の回 錦織監督舞台挨拶あり

500円
1,000円

1,000円

たたら侍 ①11:00　②14:45

質実剛健～生きざま～ 入場無料　※錦織監督舞台挨拶あり

10/8（日）

10/9（月・祝）

問：しまね映画祭inごうつ実行委員会（労働組合事務所内）

浜 田 市
石央文化ホール Tel.0855-22-2100

（前売）一般1,200円、小中高大生600円
（当日）一般1,400円、小中高大生800円
 ※「たたら侍」13：00の回に錦織監督舞台挨拶あり
　　　　　　　　　　　　　　　　　（12：40〜）

この世界の片隅に

たたら侍10/29（日）

益 田 市
島根県芸術文化センター グラントワ Tel.0856-31-1860

〈1日券〉一般500円、会員400円、
　　　　子ども200円（3才～小学6年）

13:00
15:00

稲妻
にごりえ

13:00
15:00

伊豆の踊子
華岡青洲の妻

10/12（木）

10/13（金）

（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才～小学6年）

この世界の片隅に10/14（土）

10/9（月・祝） ①10:00 ②14:00

①10:00 ②13:00 
③16:00 ④19:00

①10:00  ②14:00　③18:30

し ま ね ま る ご と  映 画 祭！

※上映作品、上映時刻が変更になる場合があります。詳しいお問い合わせは各会場までお願いします。
※今月のコラム「シネマ恋恋」はお休みします。

チケプレ
全会場共通招待券

 5  名様

https://www.shimane-eigasai.com/

しまね映画祭実行委員会事務局（島根県民会館内）Tel.0852・22・5502お問い合わせ

『コトリンゴのすずさんと
  ハナウタライブinしまね映画祭』
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機会は多いとはいえません。今回、所蔵者のご厚意に
より、そうした「秘仏」の出

しゅっ

陳
ちん

も叶う予定です。
そして最後に、展覧会のための事前調査などにより

近年新たに平安時代の作だとわかった仏像を寺外初
公開すること。なかでも注目は、出雲市・高野寺の
聖
しょう

観
か ん

音
の ん

菩
ぼ

薩
さ つ

立
りゅう

像
ぞ う

です。造形の様式と寺院の歴史を照
合すると平安時代初期、９世紀前半の作と考えられ、
現在確認されている中では出雲地方最古級の木彫仏
像とみられます。

島根の仏像は、まだまだご紹介できないくらい色々
な魅力、個性、意味、そして謎を持っています。今回
の展覧会でそれらを感じて頂けたら幸いです。

古代出雲歴史博物館 　濱田恒志

古代出雲歴史博物館の秋の特別展、テーマは「仏像」
です。

「神々の国」という言葉で紹介されることが多い島
根ですが、実は、優れた仏像が数多く伝わっている土
地でもあります。この展覧会では、特に個性的な仏像
が多く造られた平安時代に着目し、島根の仏像の魅力
を改めてご紹介します。また、「人」が「ほとけ」に「祈り」
を捧げる、その営みの中で「仏像」が持っていた意味
にも迫りたいと考えています。

展示の主な見どころは次の３つです。まず、島根の
代表的な平安仏が歴博に集合すること。島根の仏像
の文化財的価値は早くも明治・大正時代から注目され、
これまでにたくさんの平安時代の仏像が国の重要文化
財に指定されています。本展ではその半数以上をご紹
介する予定です。特に、平安時代前期の代表的な薬
師如来像、出雲市・萬

まん

福
ぷく

寺
じ

（大寺薬師）と松江市・
佛
ぶっ

谷
こく

寺
じ

のふたつの像が一堂に会するのは滅多にない
機会でしょう。薬師如来は、当時特に信仰された「ほ
とけ」でした。

次に、限られた機会にしか拝観できない「秘
ひ

仏
ぶつ

」を
特別に公開すること。「秘仏」とは、信仰上の理由な
どにより普段は拝観が許されない仏像のことです。
１年や数年に１度、公開される場合もありますが、その

薬師如来坐像　
松江市・佛谷寺（重要文化財）

聖観音菩薩立像　
出雲市・高野寺（寺外初公開）

島
根
の
仏
像

―
平
安
時
代
の
ほ
と
け
・

　
　
　
　
　
　

人
・
祈
り
―

広 告

場 古代出雲歴史博物館 特別展示室　休 11/21（火）
時 9：00～18：00（11月から17：00閉館）
　 ※入館は閉館時刻の30分前まで
￥ 一般1,000円、大学生500円、小中高生300円
問 島根県立古代出雲歴史博物館
 　℡0853-53-8600

「島根の仏像
　―平安時代のほとけ・人・祈り―」

特別展

平成29年11月21日（火）～12月20日（水）まで

詳しくは、検索→ http://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/shinkou/jyosei_jigyo/bunkafund/

平成30年度【前期】助成事業募集

[公益財団法人　しまね文化振興財団]
〒690－8501 松江市殿町1番地
TEL 0852－22－5500　
FAX 0852－22－6412
E-mail:fund-shimane@kni.biglobe.ne.jp

公益信託しまね文化ファンド事務局　
担当：前島

県民の皆様が主体となって行う文化事業を応援します！

「地域文化振興」「芸術文化振興」「国際文化交流」「地域文化振興」「芸術文化振興」「国際文化交流」

当日消印有効募集期間

平成30年4月1日～平成31年3月31日に実施・終了するもの対象事業

お申込み・お問い合わせ

〈休 館 日〉火曜日（但し、12月12日、19日、1月2日は開館）
　　　　    年末年始（12月28日～1月1日）、1月4日

〈開館時間〉10：00～18：30（展示室への入場は18：00まで）
〈観 覧 料〉一般300円、大学生200円、高校生以下無料

記念講演会　聴講無料
　〈講師〉原田光氏（美術評論家）
　〈日時〉10/28（土）14：00～（13：30開場／約1時間半）
　〈会場〉美術館ホール（190席／当日先着順）
ギャラリートーク　要コレクション展観覧料
　担当学芸員による作品解説
　〈日時〉11/18（土）14：00～（約30分）
　〈会場〉展示室５

喜多村知《能生》1988年 油彩・カンヴァス 島根県立美術館蔵

〒690-0049 島根県松江市袖師町1-5　TEL.0852-55-4700　FAX.0852-55-4714
http://www.shimane-art-museum.jp　

今年2017年は、島根県ゆかりの画家・
喜多村知（1907-1997）の没後20年目にあ
たります。本展では1970年代以降の風景
画を中心とする約30点の作品を一堂に展
示し、単なる具象でも抽象でもない喜多村
の風景画がもつ汲みつくせぬ魅力を紹介
します。

き た むらさとる

10.20 金〜12.4 月
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Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday日 月 火 水 木 金 土

応募〆切

10 月11 日（水）
必着

アルテピアが出来て、私は市
内なので本当にうれしいで
す。期待しています！ ！

（安来市 K･Tさん）

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

ドラムロック疾風メチャクチャ
興味が沸いてきました。今ま
でにないエンターテイメント
ショーの香りがぷんぷんして
きます。すごくカッコよさそうで
す。まだまだ先になりますが、
是非行ってみたいと思いま
す。（出雲市 N･Tさん）

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

しまね映画祭益田会場の
上映作品が掲載されてい
て、観たい物が沢山あり楽し
みです。「聖の青春」も観に
行く予定にしています。

（浜田市 H･Sさん）

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

時々楽しみながら観ていた
「びじゅチューン」に紹介され
ていたと知り、がぜん興味が
湧いてきました。西部からは
少し遠いですが、行ってみた
い気持ちになりました。

（益田市 Y･Tさん）

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

5月に帰った孫（小5）に「こ
の世界の片隅に」観た？と言
われましたが、観のがしてしま
いましたのでチェリヴァホール
まで出掛るつもりです。「人生
フルーツ」もと欲ばっていま
す。（松江市 T･Kさん）

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

映画、ミュージカル、コンサー
ト…小さい頃から触れてほし
いと思い連れていっても「暗
い、怖い、音が大きい」と大
泣き。最後まで観られたもの
は1つもありませんでした。そん
な娘は10歳になり、いまだに
スタートはビクビクしています
が、出るときは笑顔も見られ
るように。「芸術」によって見ら
れる娘の成長の1つです。

（益田市 Y･Aさん）

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

今月の表紙も躍動感があ
り、楽しく動き回っている様子
が伺えて、元気をもらいまし
た。神様をお迎えするお祭り
の準備をしているんですね。
衣装も素敵だし、スタッフの
Ｔシャツ等もいいですね。来
月が楽しみ･･････ワクワクし
ますね。（松江市 M･Kさん）

○コ 大田ウインドオーケストラ定期演奏会（大田市民会館）
○演 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）
○演 坂本長利米寿記念公演独演劇 土佐源氏

（ビッグハート出雲）
○映 グラントワシアター特別上映アニメ映画「SING/シング」

（グラントワ）
○映 【しまね映画祭】

たたら侍、質実剛健～生きざま～（アルテピア）

○コ なかうみ交響楽団（アルテピア）
○コ プレミアム・コンサート・シリーズ（出雲国際交流プラザ）
○演 小泉八雲　朗読のしらべ（興雲閣）
○演 月の宴（八雲立つ風土記の丘）
○演 鑑賞例会人形劇「みてても、いい？」（島根県民会館）
○演 遊びでからだとこころを育てる遊育計画（チェリヴァホール）
○映 【しまね映画祭】聖の青春、この世界の片隅に、

湯を沸かすほどの熱い愛（悠邑ふるさと会館）

○コ 石央文化ホール合唱団“響”
第10回記念演奏会（石央文化ホール）

○コ 吉田山田（松江AZTiC canova）

○コ 松江邦楽連盟創立70周年記念演奏会（プラバホール）
○コ 松江　 ニューオーリンズ・フェスティバル2017

（松江カラコロ広場 他）

○演 落語 「林家たい平・三平」 兄弟会
（大田市民会館）

○映 【しまね映画祭】
稲妻、にごりえ（グラントワ）

○コ 松江プラバ少年少女合唱隊　定期演奏会2017
ミュージカル「メリーポピンズ」（プラバホール）

○コ 打首獄門同好会［戦獄絵巻 島根の陣］ 
（出雲APOLLO）

○コ 東京大衆歌謡楽団 （島根県民会館）
○演 特撰　東西落語競演会（島根県民会館）
○映 【しまね映画祭】

忍ぶ川、団地、この世界の片隅に（メテオプラザ）

○コ 島根邦楽集団第12回定期演奏会（グラントワ）
○コ 宝塚市・松江市姉妹都市提携50周年記念宝塚市響・

山陰フィル交流演奏会（プラバホール）
○コ コトリンゴのすずさんとハナウタライブ（チェリヴァホール）
○映 【しまね映画祭】

この広い空のどこかに、名もなく貧しく美しく、裸の島
（松江テルサ）この世界の片隅に、CINEMA&LIVE、
人生フルーツ、この世界の片隅に（チェリヴァホール）
たたら侍（石央文化ホール）

○コ 吹奏楽＆ジャズコンサート（アルテピア）

○コ Ritsukoうたカフェ・らいぶ（島根県民会館）
○コ 中山ゆき子ヴァイオリンリサイタル（グラントワ）
○コ 沢田研二（島根県民会館）
○演 出雲國大原神職神楽保存会出雲神楽

（松江歴史館）
○映 【しまね映画祭】

名もなく貧しく美しく、この広い空のどこかに
煙突の見える場所（松江テルサ）
湯を沸かすほどの熱い愛（大田市民会館）

○コ BENI （松江AZTiC canova）
○コ 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）
○演 浜田寄席 「桂米朝一門会」（石央文化ホール）
○演 出雲神在月 市民芸術文化の祭典（平田文化館）

○コ ラフカディオ・ハーンプロジェクト
“Ｍusic Documents” in Japan 
and Ireland

（松江北堀美術館芸術文化ホール）

○コ 正調関乃五本松節全国優勝大会
（プラバホール）

○コ BiSH LIVE in 島根大学 大学祭2017
（島根大学松江キャンパス）

○コ 益田中学校吹奏楽部定期演奏会（グラントワ）
○コ ザ・トランペットコンサート（隠岐島文化会館）
○映 【しまね映画祭】この世界の片隅に、

ゆずり葉の頃（アルテピア）
この世界の片隅に（石央文化ホール）

○コ UNISON SQUARE 
GARDEN TOUR（出雲APOLLO）

○コ 松江市小学校中学校連合音楽会
（島根県民会館、13日まで）

○演 韓国ノンバーバルパフォーマンス
「CHEF」松江公演（島根県民会館）

○コ 益田市小中学校連合音楽会
（グラントワ）

○コ The Birthday TOUR2017 
“NOMAD”（松江AZTiC canova）

○コ ザ・トランペットコンサート
（グラントワ）

○演 唄がたり　怪談　日本むかし話
（松江歴史館）

○コ プラバ出会いいっぱいプロジェクト
ほっとちょっことカフェ　ハロウィーン
コンサート♪（プラバホール）

○コ 舟木一夫（島根県民会館） ○映 映画「なぜ生きる」上映会　
（石央文化ホール、18日も）

○映 【しまね映画祭】
伊豆の踊子、華岡青洲の妻

（グラントワ）

○コ 琴修会 大正琴の集い（平田文化館）
○コ 浜田市立第二中学校吹奏楽部定期演奏会

（石央文化ホール）
○コ ザ・トランペットコンサート（ラメール）

○コ アイリッシュ・ミュージック・セッション
（小泉八雲記念館）

○コ yonige girls like girls tour（出雲APOLLO）
○演 ミューシア vol.3「よみがえる戦国の宴」

（グラントワ）
○演 劇団Yプロジェクト「ケータイ・クローン」

（鹿島文化ホール）
○映 【しまね映画祭】この世界の片隅に

（島根県民会館、グラントワ）

○コ 東京大衆歌謡楽団（チェリヴァホール）
○演 ミュージカル「いなたひめ～おろちの森」

（須佐神社、22日も）
○演 劇団Yプロジェクト「ケータイ・クローン」

（宍道高校体育館）
○映 映画「旅立ちの島唄～十五の春～」（あすてらす）
○映 【しまね映画祭】めぐりあい、八月の濡れた砂、約束、南極料

理人（メテオプラザ）この世界の片隅に、星を追う子ども、
ゴールデンスランバー（江津市総合市民センター）

○コ アイリッシュ・ハープの調べ
（小泉八雲記念館）

○コ 浜田真理子（島根県民会館）

キャッチ11月号
発 行 予 定 日

体育の日

▲  P.3

▲  P.3

▲  P.3

▲  P.3

▲  P.2

▲  P.3

▲  P.2

▲  P.4

▲  P.4

▲  P.4

▲  P.10

▲  P.10

▲  P.10

※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10月号プレゼント」係まで

for readers

キャッチオリジナル

キャッチの新キャラクターの
オリジナルグッズを

お届け！

メモ
カレンダー

5
 名様に

今月は秋の芸術祭！先月から

準備を進めていた神楽の『大

蛇』を上演しました。

みんなで頑張って作った大蛇

が本番では生き生きと動き

回ってくれて、僕は後ろでお囃
子をしながらじ～んと感動。練

習の甲斐あってみんなの動き

もピッタリで、お客さんたちにも大好評でした！芸術の神様

も喜んでくださっているといいなぁ。ちなみに、縮んだり伸び

たりする大蛇の体は明治時代に提灯からヒントを得て作られ

たそうですよ！昔の人が見たら、“ドー”みたいに怖がって腰

を抜かしてしまうかもしれませんね。ふふふ。

今月の表紙は神楽の『大蛇』でした。
先月の表紙で衣装を作っていたアオサギさんは多
分大蛇の中で舞を舞っているんだと思うのですが、
くちばしが和紙を破ってしまわないかと心配になり
ますね。ところでアオサギさん、よく松江では大橋川
を見つめてじっと佇んでいるところを見かけます
が、あなたはいつも何を考えているんでしょうか。
見かけるたびに気になっている今日この頃です。

Catch ひろば

こんにちは、Hana です！ 
9 月に入り、風が気持ちよく、公園日和の季節がやっ
てきましたね。いよいよ文化の秋・本番。島根県
民会館も一年で一番忙しい時期に突入しました。
疲れを次の日に持ち越さないために、最近寝る前
にストレッチをしています。ぐ～っと体を伸ばすと気
持ちが良くて、そのまますぐに眠ってしまうことも...。
お気に入りは、横になって体をぐっとひねり、脇を
伸ばすポーズと太ももの後ろ側をぐっと伸ばすポー
ズです。ふだんあまり意識しない体の部分にフォー
カスすると気持ちがいいです。
みなさんも、おすすめの【疲れ解消法】があれば、
ぜひ教えてください！

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。

「秋祭り」次号のテーマ
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▲  P.4
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「芸術の秋」
今月のテーマ
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いよいよ過ごしやすい季節がやってきまし
た。みなさんが住んでいるまちでも、前
に訪れたまち、いつかは旅してみたいとこ
ろでも秋祭りがはじまります。イチオシの
秋祭りをイラストにしてキャッチ美術館
に飾ってみませんか？

島根県民会館 ＆

友の会
会員募集

グラントワ

「秋の音楽隊」 
おななさん

「どの楽器ができるかなあ」 
Tokiさん

「さかななのかニャ？」
匿名さん

「本、読もう！！」
夏男さん

「秋だねぇ」
まるむさん

「おぴっぴを描こう！」
おかえり！おぴっぴさん

「たぬっこの夕べ」
ミネコトヨネコさん

「お月見」
そーちゃん

「いえ」
かみやまとしこさん
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Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday日 月 火 水 木 金 土

応募〆切

10 月11 日（水）
必着

アルテピアが出来て、私は市
内なので本当にうれしいで
す。期待しています！ ！

（安来市 K･Tさん）

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

ドラムロック疾風メチャクチャ
興味が沸いてきました。今ま
でにないエンターテイメント
ショーの香りがぷんぷんして
きます。すごくカッコよさそうで
す。まだまだ先になりますが、
是非行ってみたいと思いま
す。（出雲市 N･Tさん）

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

しまね映画祭益田会場の
上映作品が掲載されてい
て、観たい物が沢山あり楽し
みです。「聖の青春」も観に
行く予定にしています。

（浜田市 H･Sさん）

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

時々楽しみながら観ていた
「びじゅチューン」に紹介され
ていたと知り、がぜん興味が
湧いてきました。西部からは
少し遠いですが、行ってみた
い気持ちになりました。

（益田市 Y･Tさん）

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

5月に帰った孫（小5）に「こ
の世界の片隅に」観た？と言
われましたが、観のがしてしま
いましたのでチェリヴァホール
まで出掛るつもりです。「人生
フルーツ」もと欲ばっていま
す。（松江市 T･Kさん）

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

映画、ミュージカル、コンサー
ト…小さい頃から触れてほし
いと思い連れていっても「暗
い、怖い、音が大きい」と大
泣き。最後まで観られたもの
は1つもありませんでした。そん
な娘は10歳になり、いまだに
スタートはビクビクしています
が、出るときは笑顔も見られ
るように。「芸術」によって見ら
れる娘の成長の1つです。

（益田市 Y･Aさん）

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

今月の表紙も躍動感があ
り、楽しく動き回っている様子
が伺えて、元気をもらいまし
た。神様をお迎えするお祭り
の準備をしているんですね。
衣装も素敵だし、スタッフの
Ｔシャツ等もいいですね。来
月が楽しみ･･････ワクワクし
ますね。（松江市 M･Kさん）

○コ 大田ウインドオーケストラ定期演奏会（大田市民会館）
○演 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）
○演 坂本長利米寿記念公演独演劇 土佐源氏

（ビッグハート出雲）
○映 グラントワシアター特別上映アニメ映画「SING/シング」

（グラントワ）
○映 【しまね映画祭】

たたら侍、質実剛健～生きざま～（アルテピア）

○コ なかうみ交響楽団（アルテピア）
○コ プレミアム・コンサート・シリーズ（出雲国際交流プラザ）
○演 小泉八雲　朗読のしらべ（興雲閣）
○演 月の宴（八雲立つ風土記の丘）
○演 鑑賞例会人形劇「みてても、いい？」（島根県民会館）
○演 遊びでからだとこころを育てる遊育計画（チェリヴァホール）
○映 【しまね映画祭】聖の青春、この世界の片隅に、

湯を沸かすほどの熱い愛（悠邑ふるさと会館）

○コ 石央文化ホール合唱団“響”
第10回記念演奏会（石央文化ホール）

○コ 吉田山田（松江AZTiC canova）

○コ 松江邦楽連盟創立70周年記念演奏会（プラバホール）
○コ 松江　 ニューオーリンズ・フェスティバル2017

（松江カラコロ広場 他）

○演 落語 「林家たい平・三平」 兄弟会
（大田市民会館）

○映 【しまね映画祭】
稲妻、にごりえ（グラントワ）

○コ 松江プラバ少年少女合唱隊　定期演奏会2017
ミュージカル「メリーポピンズ」（プラバホール）

○コ 打首獄門同好会［戦獄絵巻 島根の陣］ 
（出雲APOLLO）

○コ 東京大衆歌謡楽団 （島根県民会館）
○演 特撰　東西落語競演会（島根県民会館）
○映 【しまね映画祭】

忍ぶ川、団地、この世界の片隅に（メテオプラザ）

○コ 島根邦楽集団第12回定期演奏会（グラントワ）
○コ 宝塚市・松江市姉妹都市提携50周年記念宝塚市響・

山陰フィル交流演奏会（プラバホール）
○コ コトリンゴのすずさんとハナウタライブ（チェリヴァホール）
○映 【しまね映画祭】

この広い空のどこかに、名もなく貧しく美しく、裸の島
（松江テルサ）この世界の片隅に、CINEMA&LIVE、
人生フルーツ、この世界の片隅に（チェリヴァホール）
たたら侍（石央文化ホール）

○コ 吹奏楽＆ジャズコンサート（アルテピア）

○コ Ritsukoうたカフェ・らいぶ（島根県民会館）
○コ 中山ゆき子ヴァイオリンリサイタル（グラントワ）
○コ 沢田研二（島根県民会館）
○演 出雲國大原神職神楽保存会出雲神楽

（松江歴史館）
○映 【しまね映画祭】

名もなく貧しく美しく、この広い空のどこかに
煙突の見える場所（松江テルサ）
湯を沸かすほどの熱い愛（大田市民会館）

○コ BENI （松江AZTiC canova）
○コ 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）
○演 浜田寄席 「桂米朝一門会」（石央文化ホール）
○演 出雲神在月 市民芸術文化の祭典（平田文化館）

○コ ラフカディオ・ハーンプロジェクト
“Ｍusic Documents” in Japan 
and Ireland

（松江北堀美術館芸術文化ホール）

○コ 正調関乃五本松節全国優勝大会
（プラバホール）

○コ BiSH LIVE in 島根大学 大学祭2017
（島根大学松江キャンパス）

○コ 益田中学校吹奏楽部定期演奏会（グラントワ）
○コ ザ・トランペットコンサート（隠岐島文化会館）
○映 【しまね映画祭】この世界の片隅に、

ゆずり葉の頃（アルテピア）
この世界の片隅に（石央文化ホール）

○コ UNISON SQUARE 
GARDEN TOUR（出雲APOLLO）

○コ 松江市小学校中学校連合音楽会
（島根県民会館、13日まで）

○演 韓国ノンバーバルパフォーマンス
「CHEF」松江公演（島根県民会館）

○コ 益田市小中学校連合音楽会
（グラントワ）

○コ The Birthday TOUR2017 
“NOMAD”（松江AZTiC canova）

○コ ザ・トランペットコンサート
（グラントワ）

○演 唄がたり　怪談　日本むかし話
（松江歴史館）

○コ プラバ出会いいっぱいプロジェクト
ほっとちょっことカフェ　ハロウィーン
コンサート♪（プラバホール）

○コ 舟木一夫（島根県民会館） ○映 映画「なぜ生きる」上映会　
（石央文化ホール、18日も）

○映 【しまね映画祭】
伊豆の踊子、華岡青洲の妻

（グラントワ）

○コ 琴修会 大正琴の集い（平田文化館）
○コ 浜田市立第二中学校吹奏楽部定期演奏会

（石央文化ホール）
○コ ザ・トランペットコンサート（ラメール）

○コ アイリッシュ・ミュージック・セッション
（小泉八雲記念館）

○コ yonige girls like girls tour（出雲APOLLO）
○演 ミューシア vol.3「よみがえる戦国の宴」

（グラントワ）
○演 劇団Yプロジェクト「ケータイ・クローン」

（鹿島文化ホール）
○映 【しまね映画祭】この世界の片隅に

（島根県民会館、グラントワ）

○コ 東京大衆歌謡楽団（チェリヴァホール）
○演 ミュージカル「いなたひめ～おろちの森」

（須佐神社、22日も）
○演 劇団Yプロジェクト「ケータイ・クローン」

（宍道高校体育館）
○映 映画「旅立ちの島唄～十五の春～」（あすてらす）
○映 【しまね映画祭】めぐりあい、八月の濡れた砂、約束、南極料

理人（メテオプラザ）この世界の片隅に、星を追う子ども、
ゴールデンスランバー（江津市総合市民センター）

○コ アイリッシュ・ハープの調べ
（小泉八雲記念館）

○コ 浜田真理子（島根県民会館）

キャッチ11月号
発 行 予 定 日

体育の日

▲  P.3

▲  P.3

▲  P.3

▲  P.3

▲  P.2

▲  P.3

▲  P.2

▲  P.4

▲  P.4

▲  P.4

▲  P.10

▲  P.10

▲  P.10

※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10月号プレゼント」係まで

for readers

キャッチオリジナル

キャッチの新キャラクターの
オリジナルグッズを

お届け！

メモ
カレンダー

5
 名様に

今月は秋の芸術祭！先月から

準備を進めていた神楽の『大

蛇』を上演しました。

みんなで頑張って作った大蛇

が本番では生き生きと動き

回ってくれて、僕は後ろでお囃
子をしながらじ～んと感動。練

習の甲斐あってみんなの動き

もピッタリで、お客さんたちにも大好評でした！芸術の神様

も喜んでくださっているといいなぁ。ちなみに、縮んだり伸び

たりする大蛇の体は明治時代に提灯からヒントを得て作られ

たそうですよ！昔の人が見たら、“ドー”みたいに怖がって腰

を抜かしてしまうかもしれませんね。ふふふ。

今月の表紙は神楽の『大蛇』でした。
先月の表紙で衣装を作っていたアオサギさんは多
分大蛇の中で舞を舞っているんだと思うのですが、
くちばしが和紙を破ってしまわないかと心配になり
ますね。ところでアオサギさん、よく松江では大橋川
を見つめてじっと佇んでいるところを見かけます
が、あなたはいつも何を考えているんでしょうか。
見かけるたびに気になっている今日この頃です。

Catch ひろば

こんにちは、Hana です！ 
9 月に入り、風が気持ちよく、公園日和の季節がやっ
てきましたね。いよいよ文化の秋・本番。島根県
民会館も一年で一番忙しい時期に突入しました。
疲れを次の日に持ち越さないために、最近寝る前
にストレッチをしています。ぐ～っと体を伸ばすと気
持ちが良くて、そのまますぐに眠ってしまうことも...。
お気に入りは、横になって体をぐっとひねり、脇を
伸ばすポーズと太ももの後ろ側をぐっと伸ばすポー
ズです。ふだんあまり意識しない体の部分にフォー
カスすると気持ちがいいです。
みなさんも、おすすめの【疲れ解消法】があれば、
ぜひ教えてください！

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。

「秋祭り」次号のテーマ
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「芸術の秋」
今月のテーマ
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いよいよ過ごしやすい季節がやってきまし
た。みなさんが住んでいるまちでも、前
に訪れたまち、いつかは旅してみたいとこ
ろでも秋祭りがはじまります。イチオシの
秋祭りをイラストにしてキャッチ美術館
に飾ってみませんか？

島根県民会館 ＆

友の会
会員募集

グラントワ

「秋の音楽隊」 
おななさん

「どの楽器ができるかなあ」 
Tokiさん

「さかななのかニャ？」
匿名さん

「本、読もう！！」
夏男さん

「秋だねぇ」
まるむさん

「おぴっぴを描こう！」
おかえり！おぴっぴさん

「たぬっこの夕べ」
ミネコトヨネコさん

「お月見」
そーちゃん

「いえ」
かみやまとしこさん
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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

10

1（日） 石央文化ホール合唱団 “響 ”
第10回記念演奏会

石央文化ホール〈前売〉大人1,000
〈当日〉大人1,200、大学生以下無料／13:30

石央文化ホール 0855-22-2100

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

1（日） ★ プレミアム・コンサート・シリーズ vol.8
室内楽シリーズ

出雲国際
交流プラザ

一般2,000、学生1,000 ／15:00 出雲楽友協会 090-2003-3227

3（火） ★ ラフカディオ・ハーンプロジェクト “Ｍ usic
Documents” in Japan and Ireland

松江北堀美術館
芸術文化ホール

〈前売〉一般2,500、学生1,500 ／19:00 nothing 
but music

04-2926-1039

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

5,000 ／19:00 夢番地 086-231-3531

6（金） ☆ ザ・トランペットコンサート 
島根ツアー益田公演

グラントワ 〈前売〉一般2,000、会員1,800、高校生以下800
〈当日〉一般2,500、会員2,300、高校生以下1,000 ／19:00

グラントワ 0856-31-1860

7（土） 第22回琴修会　大正琴の集い 平田文化館 無料／13:30 琴修会島根支部
（大島屋楽器店）

0853-63-3016

7（土） 浜田市立第二中学校吹奏楽部定期演奏会 石央文化ホール 無料／14:00 浜田市立
第二中学校

0855-22-1268

7（土） ★ ザ・トランペットコンサート 
島根ツアー雲南公演

ラメール 〈前売〉一般2,000、高校生以下1,000
〈当日〉一般2,500、高校生以下1,500 ／16:00

雲南市加茂文化
ホール ラメール

0854-49-8500

8（日） 松江邦楽連盟創立70周年記念演奏会 プラバホール 一般1,000、高校生以下無料／13:00 松江邦楽連盟 0852-23-9352

8（日） 松江 ニューオーリンズ・
フェスティバル2017

松江カラコロ
広場 他

無料［雨天時は島根県民会館大ホールにて開催］／10:15 松江ニューオーリンズ
フェスティバル実行委員会

0852-28-0040

8（日） 大田ウインドオーケストラ
第23回定期演奏会

大田市民会館 一般500、高校生以下無料／18:30 大田市民会館 0854-82-0938

9（月） 第34回 正調関乃五本松節全国優勝大会 プラバホール 無料／10:15 関乃五本松節保存会 0852-73-9001

9（月） BiSH LIVE in 島根大学 大学祭2017 島根大学松江
キャンパス

イス席・立見2,000 ／13:00 米子AZTiC laughs 0859-22-0727

9（月） 益田中学校吹奏楽部定期演奏会 グラントワ 無料［要整理券］／13:30 益田市立
益田中学校

0856-22-2390

9（月） ザ・トランペットコンサート
島根ツアー隠岐公演

隠岐島文化会館 一般500、高校生以下無料／15:30 隠岐島文化会館 08512-2-0237

11（水） UNISON SQUARE GARDEN TOUR 
2017-2018「One roll,One romance」

出雲 APOLLO 4,500 ／19:00 夢番地 086-231-3531

11
〜13

（水）
（金）

平成29年度
松江市小学校中学校連合音楽会

島根県民会館 無料／〈11日〉10:00 〈12･13日〉 9:45 松江市立津田小学校 0852-21-3620

14（土） 【企画展文学の宝庫アイルランド関連イベント】
アイリッシュ・ミュージック・セッション

小泉八雲記念館 無料／19:00 小泉八雲記念館 0852-21-2147

14（土） yonige girls like girls tour 出雲 APOLLO 2,500 ／18:30 夢番地 086-231-3531

15（日） BENI Live House Tour 2017 
“HOTEL BENI”

松江 AZTiC 
canova

5,000 ／16:00 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

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〈A席〉一般4,500、学生2,300〈B席〉
一般3,500、学生1,800〈C席〉一般1,900、学生1,000 ／14:00

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） 【企画展文学の宝庫アイルランド関連イベント】
アイリッシュ・ハープの調べ

小泉八雲記念館 2,000 ／19:00 小泉八雲記念館 0852-21-2147

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　 島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556

21（土） ★ チェリヴァホール開館25周年記念東京大
衆歌謡楽団〜昭和歌謡の名曲を唄う〜

チェリヴァ
ホール

〈前売〉2,500〈当日〉3,000 ／14:00 木次経済文化会館
チェリヴァホール

0854-42-1155

22（日） ★ 松江プラバ少年少女合唱隊　定期演奏会
2017ミュージカル「メリーポピンズ」

プラバホール 1,000 ／14:00 事務局 桑木 070-5671-8560

22（日） 打首獄門同好会［戦獄絵巻　島根の陣］ 出雲 APOLLO 3,240 ／18:00 夢番地 086-231-3531
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22（日） ★ 東京大衆歌謡楽団〜昭和の名曲を唄う〜 島根県民会館 〈前売〉2,500〈当日〉3,000 ／14:00 木次経済文化会館
チェリヴァホール

0854-42-1155

23（月） プラバ出会いいっぱいプロジェクトほっと
ちょっことカフェ　ハロウィーンコンサート♪

プラバホール 500 ／10:00 松江市総合文化センター
プラバホール

0852-27-6000

27（金） 益田市小中学校連合音楽会 グラントワ 無料／9:30 益田市教育研究会音
楽部会（戸田小学校）

0856-28-0009

28（土） ★ Ritsuko うたカフェ・らいぶ
〜音と灯りの癒しの空間〜

島根県民会館 〈前売〉3,000、カップルチケット（前売のみ）5,000
〈当日〉3,500 ／14:00

遠藤 090-8066-1756

28（土） ☆ 中山ゆき子ヴァイオリンリサイタル グラントワ 〈前売〉一般1,500、大学生以下800
〈当日〉一般1,800、大学生以下1,100 ／15:00

中山ゆき子ヴァイオリン
リサイタル実行委員会

0855-23-2174

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

29（日） 吹奏楽＆ジャズコンサート アルテピア 無料［要整理券］／14:00 安来市総合文化
ホールアルテピア

0854-21-0101

29（日） ☆ 島根邦楽集団第12回定期演奏会 グラントワ 〈前売〉一般1,000、会員800
〈当日〉一般1,300、会員1,100、高校生以下無料／14:00

グラントワ 0856-31-1860

29（日） ★ 宝塚市・松江市姉妹都市提携50周年記念
宝塚市響・山陰フィル交流演奏会

プラバホール 〈前売〉一般1,200、高校生以下700
〈当日〉一般1,500、高校生以下1,000 ／14:00

山陰フィルハーモ
ニー管弦楽団事務局

080-6343-6465
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3（金） CANTA秋 CANTA'17 夜の匂いに
目眩を覚えた、それは15の秋でした

松江 AZTiC 
canova

5,700 ／16:30 夢番地 086-231-3531

3（金） Official髭男 dism one-man tour 2017 
-winter-

島根県民会館 4,000 ／18:00 夢番地 086-231-3531

5（日） THEイナズマ戦隊20th anniversary! THE
イナズマ戦隊 JAPAN TOUR 2017-2018

松江 AZTiC 
canova

3,920 ／17:00 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

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

プラバチケット
コーナー

0852-27-6400

9（木） 浅井健一＆ THE INTERCHANGE KILLS
どこにもない景色 TOUR2017

松江 AZTiC 
canova

4,860 ／19:30 夢番地 086-231-3531

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

10（金） 宝くじまちの音楽会　
岩崎宏美 with 宗次郎

出雲市民会館 〈前売〉2,000〈当日〉2,500 ／18:30　 出雲市芸術文化
振興財団

0853-21-7580

12（日） 第46回松江市民音楽祭 プラバホール 500 ／12:00 松江市音楽団体
連絡協議会

0852-27-2792

12（日） ★ 出雲 Jr.フィル　
プロムナードコンサートⅤ

大社文化プレ
イスうらら館

〈前売〉800〈当日〉 1,000 ／14:00 出雲芸術
アカデミー事務局

0853-21-6371

19（日） ★ DRUM TAO　ドラムロック 疾風 アルテピア 〈前売〉S席6,500、A席5,500
〈当日〉S席7,000、A席6,000／17:30　

安来市総合文化
ホール アルテピア

0854-21-0101

19（日） ★ 第4回 浪曲口演会松江公演 松江テルサ 〈前売〉2,000〈当日〉2,500、高校生以下無料／13:30 家島 080-7042-7165

19（日） ★ 大田市音楽協会創立25周年記念事業
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

23（木） 創立45周年記念 まつえコールブルー
『心のうた45コンサート』

プラバホール 一般1,000、高校生以下無料／14:00 まつえ
コールブルー

090-4694-9389

25（土） ロバの音楽座　オンガッカイ プラバホール 会員無料［月会費あり］、一般2,600 ／18:30 NPO法人おやこ
劇場松江センター

0852-22-4937

25（土） Fear,and Loathing in Las Vegas5th 
Album Release Tour 2017-18

出雲 APOLLO 3,800 ／18:00 夢番地 086-231-3531

25（土） ★ 木次線全線開通80周年記念　
うんなん歌謡祭

チェリヴァ
ホール

2,500 ／①12:30 ②16:00 うんなん歌謡祭
実行委員会事務局

0854-42-1155

26（日） GLIM SPANKYBIZARRE CARNIVAL 
Tour 2017-2018

松江 B1 3,500 ／18:00 夢番地 086-231-3531

26（日） 金悠里ピアノリサイタル 大社文化プレ
イスうらら館

一般1,500、高校生以下500、大社町音楽協会会員500 ／
14:00

大社町音楽協会 0853-53-1822

26（日） ★ 第14回山陰の名手たちコンサート プラバホール 一般2,000、学生1,000 ／14:00 松江市総合文化センター
プラバホール

0852-27-6000

26（日） MERRY47都道府県 TOUR「システム エ
ムオロギー」〜 AGITATE #2「嗜好」

松江 AZTiC 
canova

4,800 ／17:30 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

29（水） ★ デビュー40周年記念
渡辺真知子コンサート2017

島根県民会館 A席6,000、B席5,000、学生席2,000［当日会場販売のみ］／
18:30

MIN-ON中国 082-567-0585

12

2（土） オーボエの夕べ グラントワ 2,000 ／〈展示〉13:00 ～18:00〈公演〉18:00 （株）ルボア 03-5989-1157

3（日） MINORI みのりん家 vol.33
ホールワンマンコンサート

大社文化プレ
イスうらら館

S席（プレミアム CD&記念タオル付）3,800、
A席（記念タオル付）3,300、B席3,000 ／15:00

出雲 APOLLO 0853-23-1531

8（金） ☆ Maki Ohguro 2017 Live - Step!! 〜 HigherHigher 
中年よ熱くなれ !! Greatest Hits + 〜

グラントワ 一般6,800、会員6,500 ／18:30　 グラントワ 0856-31-1860

【15：00の部】

【19：00の部】

ここからも応募できるよ♪ しまねキャッチナビ

10/13(金)必着
P.10

企画展
「石見の戦国武将
　　　－戦乱と交易の中世－」
9/30(土)～11/13(月)石見美術館　

10/6(金)必着
P.4

第26回しまね映画祭
全会場共通招待券
9/30(土)～11/23(木)

ペア 

2
組様

5
名様

5
名様

5
名様

※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。

10/6(金)必着
P.10

劇団Yプロジェクト
「ケータイ・クローン2017」
10/14(土)鹿島文化ホール

10/6(金)必着
P.10

劇団Yプロジェクト
「ケータイ・クローン2017」
10/14(土)鹿島文化ホール
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　　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
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1（日） 小泉八雲　朗読のしらべ 興雲閣
（松江城山公園内）

〈前売〉3,500〈当日〉4,000 ／17:30 松江市観光文化課 0852-55-5517

1（日） 第33回月の宴　
〜風土記の丘 能舞の夕べ〜

八雲立つ
風土記の丘

無料／15:00 島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

1（日） おやこ劇場松江センター鑑賞例会人形劇
「みてても、いい？」

島根県民会館 会員制［当日入会可、入会金＋月会費4,400］／11:00 NPO法人おやこ
劇場松江センター

0852-22-4937

1（日） ★ UNNANアートスタート2017
遊びでからだとこころを育てる遊育計画

チェリヴァ
ホール

〈前売〉大人2,000、子ども1,000〈当日〉大人2,500、子ども
1,500、3歳以下無料（但し座席を要する場合は有料）／14:00

木次経済文化会館
チェリヴァホール

0854-42-1155

4（水） 韓国ノンバーバルパフォーマンス
「CHEF」松江公演

島根県民会館 無料［事前申込〆切済］／18:30 島根県文化国際課 0852-22-5019

6（金） 唄がたり　怪談　日本むかし話 松江歴史館 会員無料、一般（小4以上）2,600 ／19:00 NPO法人おやこ
劇場松江センター

0852-22-4937

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） ★ 主演50周年坂本長利米寿記念公演独演劇
土佐源氏

ビッグハート
出雲

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

響和堂 080-4200-0808

12（木） 落語 「林家たい平・三平」 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

情報内容：2017年 ９/1 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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1（日） 石央文化ホール合唱団 “響 ”
第10回記念演奏会

石央文化ホール〈前売〉大人1,000
〈当日〉大人1,200、大学生以下無料／13:30

石央文化ホール 0855-22-2100

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

1（日） ★ プレミアム・コンサート・シリーズ vol.8
室内楽シリーズ

出雲国際
交流プラザ

一般2,000、学生1,000 ／15:00 出雲楽友協会 090-2003-3227

3（火） ★ ラフカディオ・ハーンプロジェクト “Ｍ usic
Documents” in Japan and Ireland

松江北堀美術館
芸術文化ホール

〈前売〉一般2,500、学生1,500 ／19:00 nothing 
but music

04-2926-1039

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

5,000 ／19:00 夢番地 086-231-3531

6（金） ☆ ザ・トランペットコンサート 
島根ツアー益田公演

グラントワ 〈前売〉一般2,000、会員1,800、高校生以下800
〈当日〉一般2,500、会員2,300、高校生以下1,000 ／19:00

グラントワ 0856-31-1860

7（土） 第22回琴修会　大正琴の集い 平田文化館 無料／13:30 琴修会島根支部
（大島屋楽器店）

0853-63-3016

7（土） 浜田市立第二中学校吹奏楽部定期演奏会 石央文化ホール 無料／14:00 浜田市立
第二中学校

0855-22-1268

7（土） ★ ザ・トランペットコンサート 
島根ツアー雲南公演

ラメール 〈前売〉一般2,000、高校生以下1,000
〈当日〉一般2,500、高校生以下1,500 ／16:00

雲南市加茂文化
ホール ラメール

0854-49-8500

8（日） 松江邦楽連盟創立70周年記念演奏会 プラバホール 一般1,000、高校生以下無料／13:00 松江邦楽連盟 0852-23-9352

8（日） 松江 ニューオーリンズ・
フェスティバル2017

松江カラコロ
広場 他

無料［雨天時は島根県民会館大ホールにて開催］／10:15 松江ニューオーリンズ
フェスティバル実行委員会

0852-28-0040

8（日） 大田ウインドオーケストラ
第23回定期演奏会

大田市民会館 一般500、高校生以下無料／18:30 大田市民会館 0854-82-0938

9（月） 第34回 正調関乃五本松節全国優勝大会 プラバホール 無料／10:15 関乃五本松節保存会 0852-73-9001

9（月） BiSH LIVE in 島根大学 大学祭2017 島根大学松江
キャンパス

イス席・立見2,000 ／13:00 米子AZTiC laughs 0859-22-0727

9（月） 益田中学校吹奏楽部定期演奏会 グラントワ 無料［要整理券］／13:30 益田市立
益田中学校

0856-22-2390

9（月） ザ・トランペットコンサート
島根ツアー隠岐公演

隠岐島文化会館 一般500、高校生以下無料／15:30 隠岐島文化会館 08512-2-0237

11（水） UNISON SQUARE GARDEN TOUR 
2017-2018「One roll,One romance」

出雲 APOLLO 4,500 ／19:00 夢番地 086-231-3531
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（水）
（金）

平成29年度
松江市小学校中学校連合音楽会

島根県民会館 無料／〈11日〉10:00 〈12･13日〉 9:45 松江市立津田小学校 0852-21-3620

14（土） 【企画展文学の宝庫アイルランド関連イベント】
アイリッシュ・ミュージック・セッション

小泉八雲記念館 無料／19:00 小泉八雲記念館 0852-21-2147

14（土） yonige girls like girls tour 出雲 APOLLO 2,500 ／18:30 夢番地 086-231-3531

15（日） BENI Live House Tour 2017 
“HOTEL BENI”

松江 AZTiC 
canova

5,000 ／16:00 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

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〈A席〉一般4,500、学生2,300〈B席〉
一般3,500、学生1,800〈C席〉一般1,900、学生1,000 ／14:00

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） 【企画展文学の宝庫アイルランド関連イベント】
アイリッシュ・ハープの調べ

小泉八雲記念館 2,000 ／19:00 小泉八雲記念館 0852-21-2147

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　 島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556

21（土） ★ チェリヴァホール開館25周年記念東京大
衆歌謡楽団〜昭和歌謡の名曲を唄う〜

チェリヴァ
ホール

〈前売〉2,500〈当日〉3,000 ／14:00 木次経済文化会館
チェリヴァホール

0854-42-1155

22（日） ★ 松江プラバ少年少女合唱隊　定期演奏会
2017ミュージカル「メリーポピンズ」

プラバホール 1,000 ／14:00 事務局 桑木 070-5671-8560

22（日） 打首獄門同好会［戦獄絵巻　島根の陣］ 出雲 APOLLO 3,240 ／18:00 夢番地 086-231-3531
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22（日） ★ 東京大衆歌謡楽団〜昭和の名曲を唄う〜 島根県民会館 〈前売〉2,500〈当日〉3,000 ／14:00 木次経済文化会館
チェリヴァホール

0854-42-1155

23（月） プラバ出会いいっぱいプロジェクトほっと
ちょっことカフェ　ハロウィーンコンサート♪

プラバホール 500 ／10:00 松江市総合文化センター
プラバホール

0852-27-6000

27（金） 益田市小中学校連合音楽会 グラントワ 無料／9:30 益田市教育研究会音
楽部会（戸田小学校）

0856-28-0009

28（土） ★ Ritsuko うたカフェ・らいぶ
〜音と灯りの癒しの空間〜

島根県民会館 〈前売〉3,000、カップルチケット（前売のみ）5,000
〈当日〉3,500 ／14:00

遠藤 090-8066-1756

28（土） ☆ 中山ゆき子ヴァイオリンリサイタル グラントワ 〈前売〉一般1,500、大学生以下800
〈当日〉一般1,800、大学生以下1,100 ／15:00

中山ゆき子ヴァイオリン
リサイタル実行委員会

0855-23-2174

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

29（日） 吹奏楽＆ジャズコンサート アルテピア 無料［要整理券］／14:00 安来市総合文化
ホールアルテピア

0854-21-0101

29（日） ☆ 島根邦楽集団第12回定期演奏会 グラントワ 〈前売〉一般1,000、会員800
〈当日〉一般1,300、会員1,100、高校生以下無料／14:00

グラントワ 0856-31-1860

29（日） ★ 宝塚市・松江市姉妹都市提携50周年記念
宝塚市響・山陰フィル交流演奏会

プラバホール 〈前売〉一般1,200、高校生以下700
〈当日〉一般1,500、高校生以下1,000 ／14:00

山陰フィルハーモ
ニー管弦楽団事務局

080-6343-6465
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3（金） CANTA秋 CANTA'17 夜の匂いに
目眩を覚えた、それは15の秋でした

松江 AZTiC 
canova

5,700 ／16:30 夢番地 086-231-3531

3（金） Official髭男 dism one-man tour 2017 
-winter-

島根県民会館 4,000 ／18:00 夢番地 086-231-3531

5（日） THEイナズマ戦隊20th anniversary! THE
イナズマ戦隊 JAPAN TOUR 2017-2018

松江 AZTiC 
canova

3,920 ／17:00 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

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

プラバチケット
コーナー

0852-27-6400

9（木） 浅井健一＆ THE INTERCHANGE KILLS
どこにもない景色 TOUR2017

松江 AZTiC 
canova

4,860 ／19:30 夢番地 086-231-3531

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

10（金） 宝くじまちの音楽会　
岩崎宏美 with 宗次郎

出雲市民会館 〈前売〉2,000〈当日〉2,500 ／18:30　 出雲市芸術文化
振興財団

0853-21-7580

12（日） 第46回松江市民音楽祭 プラバホール 500 ／12:00 松江市音楽団体
連絡協議会

0852-27-2792

12（日） ★ 出雲 Jr.フィル　
プロムナードコンサートⅤ

大社文化プレ
イスうらら館

〈前売〉800〈当日〉 1,000 ／14:00 出雲芸術
アカデミー事務局

0853-21-6371

19（日） ★ DRUM TAO　ドラムロック 疾風 アルテピア 〈前売〉S席6,500、A席5,500
〈当日〉S席7,000、A席6,000／17:30　

安来市総合文化
ホール アルテピア

0854-21-0101

19（日） ★ 第4回 浪曲口演会松江公演 松江テルサ 〈前売〉2,000〈当日〉2,500、高校生以下無料／13:30 家島 080-7042-7165

19（日） ★ 大田市音楽協会創立25周年記念事業
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

23（木） 創立45周年記念 まつえコールブルー
『心のうた45コンサート』

プラバホール 一般1,000、高校生以下無料／14:00 まつえ
コールブルー

090-4694-9389

25（土） ロバの音楽座　オンガッカイ プラバホール 会員無料［月会費あり］、一般2,600 ／18:30 NPO法人おやこ
劇場松江センター

0852-22-4937

25（土） Fear,and Loathing in Las Vegas5th 
Album Release Tour 2017-18

出雲 APOLLO 3,800 ／18:00 夢番地 086-231-3531

25（土） ★ 木次線全線開通80周年記念　
うんなん歌謡祭

チェリヴァ
ホール

2,500 ／①12:30 ②16:00 うんなん歌謡祭
実行委員会事務局

0854-42-1155

26（日） GLIM SPANKYBIZARRE CARNIVAL 
Tour 2017-2018

松江 B1 3,500 ／18:00 夢番地 086-231-3531

26（日） 金悠里ピアノリサイタル 大社文化プレ
イスうらら館

一般1,500、高校生以下500、大社町音楽協会会員500 ／
14:00

大社町音楽協会 0853-53-1822

26（日） ★ 第14回山陰の名手たちコンサート プラバホール 一般2,000、学生1,000 ／14:00 松江市総合文化センター
プラバホール

0852-27-6000

26（日） MERRY47都道府県 TOUR「システム エ
ムオロギー」〜 AGITATE #2「嗜好」

松江 AZTiC 
canova

4,800 ／17:30 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

29（水） ★ デビュー40周年記念
渡辺真知子コンサート2017

島根県民会館 A席6,000、B席5,000、学生席2,000［当日会場販売のみ］／
18:30

MIN-ON中国 082-567-0585
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2（土） オーボエの夕べ グラントワ 2,000 ／〈展示〉13:00 ～18:00〈公演〉18:00 （株）ルボア 03-5989-1157

3（日） MINORI みのりん家 vol.33
ホールワンマンコンサート

大社文化プレ
イスうらら館

S席（プレミアム CD&記念タオル付）3,800、
A席（記念タオル付）3,300、B席3,000 ／15:00

出雲 APOLLO 0853-23-1531

8（金） ☆ Maki Ohguro 2017 Live - Step!! 〜 HigherHigher 
中年よ熱くなれ !! Greatest Hits + 〜

グラントワ 一般6,800、会員6,500 ／18:30　 グラントワ 0856-31-1860

【15：00の部】

【19：00の部】

ここからも応募できるよ♪ しまねキャッチナビ

10/13(金)必着
P.10

企画展
「石見の戦国武将
　　　－戦乱と交易の中世－」
9/30(土)～11/13(月)石見美術館　

10/6(金)必着
P.4

第26回しまね映画祭
全会場共通招待券
9/30(土)～11/23(木)

ペア 

2
組様

5
名様

5
名様

5
名様

※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。

10/6(金)必着
P.10

劇団Yプロジェクト
「ケータイ・クローン2017」
10/14(土)鹿島文化ホール

10/6(金)必着
P.10

劇団Yプロジェクト
「ケータイ・クローン2017」
10/14(土)鹿島文化ホール

　　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
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1（日） 小泉八雲　朗読のしらべ 興雲閣
（松江城山公園内）

〈前売〉3,500〈当日〉4,000 ／17:30 松江市観光文化課 0852-55-5517

1（日） 第33回月の宴　
〜風土記の丘 能舞の夕べ〜

八雲立つ
風土記の丘

無料／15:00 島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

1（日） おやこ劇場松江センター鑑賞例会人形劇
「みてても、いい？」

島根県民会館 会員制［当日入会可、入会金＋月会費4,400］／11:00 NPO法人おやこ
劇場松江センター

0852-22-4937

1（日） ★ UNNANアートスタート2017
遊びでからだとこころを育てる遊育計画

チェリヴァ
ホール

〈前売〉大人2,000、子ども1,000〈当日〉大人2,500、子ども
1,500、3歳以下無料（但し座席を要する場合は有料）／14:00

木次経済文化会館
チェリヴァホール

0854-42-1155

4（水） 韓国ノンバーバルパフォーマンス
「CHEF」松江公演

島根県民会館 無料［事前申込〆切済］／18:30 島根県文化国際課 0852-22-5019

6（金） 唄がたり　怪談　日本むかし話 松江歴史館 会員無料、一般（小4以上）2,600 ／19:00 NPO法人おやこ
劇場松江センター

0852-22-4937

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） ★ 主演50周年坂本長利米寿記念公演独演劇
土佐源氏

ビッグハート
出雲

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

響和堂 080-4200-0808

12（木） 落語 「林家たい平・三平」 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

★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
１1月以降の情報は、９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 大ホール
ホワイエ（益田市有明町）
￥ 海之席 3,500円（第1・2部通
　 し、料理付、限定40席）
　 山之席 2,000円
 　（第2部のみ、飲物付）
※チケットはグラントワ総合案内
　カウンターのみで販売

【料理提供】中世の食再現プロジェクト
時 開場17：15／開宴17：30

時 開場18：15／開演18：30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10/3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

【出　演】
志人（語り）／チェ・ジェチョル（チャンゴ）／塩高和之（琵琶）
小泉なおみ（篠笛、能管）／鈴木広志（サックス、バスクラリネット）
大口俊輔（アコーディオン）／喜羽美帆（二十五絃箏）
福原千鶴（鼓、締太鼓）／東保 光（作、演出、舞）

問 グラントワ ☎0856-31-1871

戦国時代、益田藤兼・元祥父子が毛利元就をもてな
した「祝い膳」を「益田家文書」を元に再現した料理
と、石見の歴史や伝承を題材とした語りと音楽に
よる新作パフォーマンスを味わう催しです。

展　　示

event
10.14 土

9.30 土  〜11.13 月

Museum×Theater ミューシアvol.3
企画展関連イベント

「よみがえる戦国の宴」

企画展「石見の戦国武将
　　  －戦乱と交易の中世－」

　　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

10

1（日） 【企画展】「石見の戦国武将」開催記念講演会
「石見国衆連合と大名たちの室町戦国時代史」

石見美術館
（グラントワ内）

無料／10:00 ～12:00 グラントワ 0856-31-1860

4（水） 石正美術館「お月見の会」 石正美術館 お抹茶接待（浜松の会）300、お月見ライブ無料／
18:00 ～20:30

浜田市立
石正美術館

0855-32-4388

6
〜9

（金）
（月）

第21回 松江市民文化祭　 プラバホール 無料／9:00 ～18:00（最終日は17:00まで） 松江市文化協会 0852-26-1157

7（土） 【企画展文学の宝庫アイルランド関連イベ
ント】 英語 de怪談ナイト

小泉八雲記念館 無料／19:00 ～20:00 小泉八雲記念館 0852-21-2147

7
・ 8

（土）
（日）

★ 第34回不昧公200年祭記念　
松江城大茶会

松江城山公園　
他

〈前売〉一席券800、三席券2,200
〈当日〉一席券900 ／9:00 ～15:00

山陰中央新報社 0852-32-3415

8（日） 第12回 きんさいデー
劇場も！美術館も入場無料！！

グラントワ 無料［飲食等有料］、石見美術館入館無料／10:00 グラントワ 0856-31-1860

11（水） 手漉き和紙を未来へ繋ぐ
和紙シンポジウム

松江テルサ 無料／13:30 ～16:30 安部榮四郎記念館 0852-54-1745

14（土） 風土記の丘教室・友の会講演会
「古代人の姿〜古代日本の衣服の変遷〜」

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

14（土） 【ゲストワークショップ】
不思議な海の生き物をつくろう！

浜田市世界
こども美術館

200 ／13:00 ～16:00 浜田市
世界こども美術館

0855-23-8451

15（日） 中世益田を題材とした模擬授業 石見美術館
（グラントワ内）

無料／13:30 ～15:00 グラントワ 0856-31-1860

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 指定席2,800 ／①13:00 ②15:30 （株）清水芸能企画 082-292-0080

21（土） 公開講演会　
命の重さを見つめ続けた16年

島根県民会館 無料／14:00 島根被害者
サポートセンター

0852-32-5928

21（土） オオナムチノミコトの郷奥出雲　
〜『風土記』仁多郡の説話を読み解く〜

旧高田小学校
（奥出雲町高田）

無料［要事前申込］／13:30 奥出雲町文化協会 0854-52-2680

22（日） 第11回国府まつり 史跡出雲国府跡
（松江市）

無料／10:00 ～14:00 島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

28（土） グラントワ teaガーデン
「武士（もののふ）茶」

石見美術館
（グラントワ内）

無料［定員先着100名、但しミュージアムパスポートまたは企
画展観覧料が必要］／11:00

グラントワ 0856-31-1860

29（日） グラントワ秋まつり「神楽酒」 グラントワ 無料［飲食等有料］／10:00 ～16:00
※1日飲み比べパスポート有、1,500（前売のみ、１品料理付）

グラントワ 0856-31-1860

29（日） 国の名勝指定記念特別企画
松平不昧公が愛でた櫻井氏庭園の秋を楽しむ

可部屋集成館
駐車場（奥出雲町）

2,000［拝観料、お茶代込、定員30名］／13:30 奥出雲町文化協会 0854-52-2680

　　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
〜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、ジョイメイトしまね500、中学生以
下無料／9:00 ～17:00 ／月曜日（祝日の場合は翌日）

今岡美術館 0853-25-2239

開催中
〜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 (祝日の場合は開館、翌日休館 )

浜田市立
石正美術館

0855-32-4388

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）

浜田市立
石正美術館

0855-32-4388

開催中
〜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

開催中
〜10/16（月）

【ギャラリー展】「伝説の教科書を作った郷
土の偉人〜塩野直道物語〜」

出雲弥生の森
博物館

無料／9:00 ～17:00 ／火曜日 出雲弥生の森
博物館

0853-25-1841

開催中
〜10/22（日）

神化する切り絵の世界展 石州和紙会館 無料／9:00 ～17:00 ／月曜日（祝日の場合は翌日） 石州和紙会館 0855-32-4170

開催中
〜10/23（月）

★
☆

【企画展】夢の美術館　
めぐりあう名画たち

島根県立美術館 一般1,000、大学生600、小中高生300 ／
10:00 ～18:30（9月は日没後30分まで）／火曜日

島根県立美術館 0852-55-4700

開催中
〜11/5（日）

【企画展】大美保関－出雲国の玄関口－ 松江歴史館 一般500、小中高生250 ／8:30 ～18:00 ／第3木曜日 松江歴史館 0852-32-1607

開催中
〜11/19（日）

【企画展】「古代人の姿」 八雲立つ
風土記の丘

一般300、大学生200、小中高生無料／9:00 ～17:00 ／
火曜日（祝日の場合は翌日）

島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

開催中
〜12/24（日）

世界遺産写真展
〜写真で巡る世界遺産の旅〜

仁摩サンド
ミュージアム

一般700、小中生350 ／9:00 ～17:00 ／水曜日 仁摩サンド
ミュージアム

0854-88-3776

開催中
〜12/24（日）

世界遺産写真展
〜写真で巡る世界遺産の旅〜

石見銀山世界
遺産センター

一般300、小中生150 ／9:00 ～18:00 ／9/26、10/31 石見銀山世界遺産
センター

0854-89-0183

10

14（土） ☆ ミューシア vol.3「よみがえる戦国の宴」第1部
「戦国益田の祝い膳を味わう」第2部芸能公演

グラントワ 海之席〈第1・2部通し、料理付・40席〉3,500、山之席〈第2部のみ・
飲物付〉2,000 ／〈第1部〉17:30 〈第2部〉18:30

グラントワ 0856-31-1860

15（日） 第９回 出雲神在月 市民芸術文化の祭典 平田文化館 無料／10:00 平田文化館 0853-63-5030

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

21
・ 22

（土）
（日）

★ ミュージカル「いなたひめ〜おろちの森」 須佐神社
（出雲市佐田町）

〈前売〉一般2,000、子ども (4歳以上～小学生 )1,000
〈当日〉一般2,500、子ども1,000 ／19:00

いなたひめ製作
実行委員会

080-2890-3650

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

28（土） 出雲國大原神職神楽保存会出雲神楽
「国譲り」上演

松江歴史館 無料／15:00 松江歴史館 0852-32-1607

11

2
〜5

（木）
（日）

★ 松江・森の演劇祭2017 森の劇場しいの実シア
ターほか（松江市八雲町）

公演によって異なります。詳細はお問合せ下さい。 森の劇場　
しいの実シアター

0852-54-2400

3（金） ☆ 益田糸操り人形　グラントワ公演 グラントワ 一般500、会員400、高校生以下無料／13:30 グラントワ 0856-31-1860

15（水） ★ 落語協会 寄席普及公演
「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
－「人生を大逆転させるには」－

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

19（日） ★ 春雨や落雷真打昇進五周年
春雨や雷蔵・落雷二人会

サンラポーむら
くも（松江市）

〈前売〉2,000〈当日〉2,500 ／14:00 落雷事務所 0852-21-1757

23（木） ☆ 林家木久扇・木久蔵親子落語共演会 ふれあいホール
みと

〈前売〉一般2,500、高校生以下1,000
〈当日〉一般3,000、高校生以下1,500 ／13:30

ふれあいホールみと 0856-52-2295

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 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、高校生以下
4,000〈B席〉一般3,500、会員3,000、高校生以下2,000 ／17:00

グラントワ 0856-31-1860

28（火） ★ 茂山千五郎家 狂言「アイルランドと日本の邂逅〜
W.B.イェイツ、ラフカディオ・ハーンと狂言〜」

島根県民会館 〈前売〉4,000〈当日〉4,500 ／18:30　 島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556

1 11（木） ★ M&Oplaysプロデュース
「流山ブルーバード」

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 11/11発売

島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556 　　映　画
月 日 催　物　名 会　場 料金／上映時間 問い合わせ先 電話番号

10

8（日） グラントワシアター特別上映
アニメ映画「SING/シング」

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

17
・ 18

（火）
（水）

映画「なぜ生きる」上映会　 石央文化ホール 一般1,000、小学生500 ／
①10:00 ②13:30 ③18:30（17日のみ）

株式会社
チューリップ企画

0120-901-267

21（土） 映画「旅立ちの島唄〜十五の春〜」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

開催中
〜2018/6/10（日）

【企画展】文学の宝庫アイルランド〜ハーンと
同時代を生きたアイルランドの作家たち〜

小泉八雲記念館
（松江市奥谷町）

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

9/30（土）
〜11/13（月）

★
☆

【企画展】石見の戦国武将
―戦乱と交易の中世―

石見美術館
（グラントワ内）

一般1,000、大学生600、小中高生300 ／10:00 ～18:30（ギャ
ラリートーク9/30、10/8、21、11/3、12 ・14:00）／火曜日

グラントワ 0856-31-1860

10/1（日）
〜11/26（日）

水墨の輝き 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

10/1（日）
〜11/26（日）

【特別展】益田市指定文化財展／
石見の山城写真展

益田市立歴史
民俗資料館

一般300、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

10/1（日）
〜12/24（日）

世界遺産写真展
〜写真で巡る世界遺産の旅〜

サヒメル 一般700、小中生200（但し9/25 ～10/6は一般400) ／
9:30 ～17:00 ／火曜日

三瓶自然館
サヒメル

0854-86-0500

10/7（土）
〜12/24（日）

茶の湯の愉しみ 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

10/7（土）
〜11/5（日）

★
☆

ダウン症の天才書家「金澤翔子展」 今井美術館 〈前売〉一般1,000〈当日〉一般1,200、学生及び18歳以下無料無
料／10:00 ～16:00

今井美術館 0855-92-1839

10/8（日）
〜10/12（木）

手漉き和紙を未来へ繋ぐ手漉き和紙展 松江テルサ 無料／10:00 ～17:00 安部榮四郎記念館 0852-54-1745

10/8（日）
〜12/3（日）

かげやままき絵本原画展 今岡美術館 一般600、65歳以上500、小中学生無料／9:00 ～17:00 ／
月曜日（但し10/9は開館）、10/10、10/20

今岡美術館 0853-25-2239

10/14（土）
〜2018/1/14（日）

新聞紙の変身展 浜田市世界
こども美術館

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

0855-23-8451

10/20（金）
〜12/4（月）

【特別展】島根の仏像
―平安時代のほとけ・人・祈り―

古代出雲
歴史博物館

一般1,000、大学生500、小中高生300 ／9:00 ～18:00 島根県立古代
出雲歴史博物館

0853-53-8600

10/21（土）
・ 10/22（日）

ミニ生命のメッセージ展 in島根 島根県民会館 無料／10:00 ～17:00（22日は16:00まで） 島根被害者
サポートセンター

0852-32-5928

10/21（土）
〜10/27（金）

チェコの城と宮殿の写真展 興雲閣
（松江城山公園内）

無料／8:30 ～17:00（21日 ･22日は21:00まで） 松江市国際観光課 0852-55-5175

11/3（金）
〜11/26（日）

★ 本池秀夫　革の世界展
―人形 ･動物 ･革絵―

アルテピア 〈前売〉500〈当日〉600、高校生以下無料／火曜日／
9:30 ～17:00

安来市総合文化
ホールアルテピア

0854-21-0101

料金〈全席自由〉
一般1,500円（当日2,000円）
高校生以下500円（当日800円）℡090-8065-1325

詳しくはWEBで！ http://gekidanypro.wix.com/official

❶15：00開演　❷19：00開演
鹿島文化ホール松

江
公
演

※未就学児入場不可（託児あり）

※開場は開演の30分前
入場無料
9：20開演（前後する場合あり）
宍道高校体育館

宍
道
公
演

女子高生の絶叫と歓声が巻き起こる舞台！女子高生の絶叫と歓声が巻き起こる舞台！女子高生の絶叫と歓声が巻き起こる舞台！女子高生の絶叫と歓声が巻き起こる舞台！

きみはひとりじゃないきみはひとりじゃないきみはひとりじゃない
作・演出／坂井陽介　主催／劇団Ｙプロジェクト
幼なじみの少年の一途な想いが少女の闇に一筋の光をもたらした。
すれ違ってしまった家族がもう一度、手を取り、歩きだす物語。

チケプレ

ペア 2 組様

チケプレ松江公演15時/19時
各 5  名様

お知らせ

島根県民文化祭
今年も県内各地でさまざまな催しが開催されます。

問 島根県文化団体連合会事務局（島根県環境生活部文化国際課内） ☎0852-22-5877

■美術作品の公募、優秀作品の展示　
「日本画」「書」「洋画」「工芸」「写真」「デザイン」「彫刻」

■作品の公募、優秀作品の展示

11月  4日（土）島根県立美術館（松江市）

「戦国益田の祝い膳を味わう」

芸能公演「海山のあいだ～石見益田氏の祈り～」
11月  4日（土）
島根県民会館展示ホール（松江市）

11月19日（日）島根県立美術館

11月12日（日）島根県民会館展示ホール

【中央展】会期／11月11日（土）～19日（日）
　　　　会場／島根県立美術館（松江市）

会期／11月5日（日）～12日（日）　
会場／島根県民会館展示ホール

【移動展】会期／2月15日（木）～18日（日）
　　　　会場／島根県立石見美術館（グラントワ内）（益田市）

出品受付

第1部

第2部

出品受付

表 彰 式

表 彰 式

島根県総合美術展（県展）

特別参加展【硬筆アート展】

平成29年度
第15回 作品

募集

いずれも
入場無料

「第14回県民文化祭硬筆
アート展知事賞受賞作品」▶︎

第49回島根県総合美術展

※応募時に希望時間をご記入ください
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文化イベント情報を募集しています
１1月以降の情報は、９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」

　　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

10

1（日） 【企画展】「石見の戦国武将」開催記念講演会
「石見国衆連合と大名たちの室町戦国時代史」

石見美術館
（グラントワ内）

無料／10:00 ～12:00 グラントワ 0856-31-1860

4（水） 石正美術館「お月見の会」 石正美術館 お抹茶接待（浜松の会）300、お月見ライブ無料／
18:00 ～20:30

浜田市立
石正美術館

0855-32-4388

6
〜9

（金）
（月）

第21回 松江市民文化祭　 プラバホール 無料／9:00 ～18:00（最終日は17:00まで） 松江市文化協会 0852-26-1157

7（土） 【企画展文学の宝庫アイルランド関連イベ
ント】 英語 de怪談ナイト

小泉八雲記念館 無料／19:00 ～20:00 小泉八雲記念館 0852-21-2147

7
・ 8

（土）
（日）

★ 第34回不昧公200年祭記念　
松江城大茶会

松江城山公園　
他

〈前売〉一席券800、三席券2,200
〈当日〉一席券900 ／9:00 ～15:00

山陰中央新報社 0852-32-3415

8（日） 第12回 きんさいデー
劇場も！美術館も入場無料！！

グラントワ 無料［飲食等有料］、石見美術館入館無料／10:00 グラントワ 0856-31-1860

11（水） 手漉き和紙を未来へ繋ぐ
和紙シンポジウム

松江テルサ 無料／13:30 ～16:30 安部榮四郎記念館 0852-54-1745

14（土） 風土記の丘教室・友の会講演会
「古代人の姿〜古代日本の衣服の変遷〜」

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

14（土） 【ゲストワークショップ】
不思議な海の生き物をつくろう！

浜田市世界
こども美術館

200 ／13:00 ～16:00 浜田市
世界こども美術館

0855-23-8451

15（日） 中世益田を題材とした模擬授業 石見美術館
（グラントワ内）

無料／13:30 ～15:00 グラントワ 0856-31-1860

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 指定席2,800 ／①13:00 ②15:30 （株）清水芸能企画 082-292-0080

21（土） 公開講演会　
命の重さを見つめ続けた16年

島根県民会館 無料／14:00 島根被害者
サポートセンター

0852-32-5928

21（土） オオナムチノミコトの郷奥出雲　
〜『風土記』仁多郡の説話を読み解く〜

旧高田小学校
（奥出雲町高田）

無料［要事前申込］／13:30 奥出雲町文化協会 0854-52-2680

22（日） 第11回国府まつり 史跡出雲国府跡
（松江市）

無料／10:00 ～14:00 島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

28（土） グラントワ teaガーデン
「武士（もののふ）茶」

石見美術館
（グラントワ内）

無料［定員先着100名、但しミュージアムパスポートまたは企
画展観覧料が必要］／11:00

グラントワ 0856-31-1860

29（日） グラントワ秋まつり「神楽酒」 グラントワ 無料［飲食等有料］／10:00 ～16:00
※1日飲み比べパスポート有、1,500（前売のみ、１品料理付）

グラントワ 0856-31-1860

29（日） 国の名勝指定記念特別企画
松平不昧公が愛でた櫻井氏庭園の秋を楽しむ

可部屋集成館
駐車場（奥出雲町）

2,000［拝観料、お茶代込、定員30名］／13:30 奥出雲町文化協会 0854-52-2680

　　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
〜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、ジョイメイトしまね500、中学生以
下無料／9:00 ～17:00 ／月曜日（祝日の場合は翌日）

今岡美術館 0853-25-2239

開催中
〜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 (祝日の場合は開館、翌日休館 )

浜田市立
石正美術館

0855-32-4388

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）

浜田市立
石正美術館

0855-32-4388

開催中
〜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

開催中
〜10/16（月）

【ギャラリー展】「伝説の教科書を作った郷
土の偉人〜塩野直道物語〜」

出雲弥生の森
博物館

無料／9:00 ～17:00 ／火曜日 出雲弥生の森
博物館

0853-25-1841

開催中
〜10/22（日）

神化する切り絵の世界展 石州和紙会館 無料／9:00 ～17:00 ／月曜日（祝日の場合は翌日） 石州和紙会館 0855-32-4170

開催中
〜10/23（月）

★
☆

【企画展】夢の美術館　
めぐりあう名画たち

島根県立美術館 一般1,000、大学生600、小中高生300 ／
10:00 ～18:30（9月は日没後30分まで）／火曜日

島根県立美術館 0852-55-4700

開催中
〜11/5（日）

【企画展】大美保関－出雲国の玄関口－ 松江歴史館 一般500、小中高生250 ／8:30 ～18:00 ／第3木曜日 松江歴史館 0852-32-1607

開催中
〜11/19（日）

【企画展】「古代人の姿」 八雲立つ
風土記の丘

一般300、大学生200、小中高生無料／9:00 ～17:00 ／
火曜日（祝日の場合は翌日）

島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

開催中
〜12/24（日）

世界遺産写真展
〜写真で巡る世界遺産の旅〜

仁摩サンド
ミュージアム

一般700、小中生350 ／9:00 ～17:00 ／水曜日 仁摩サンド
ミュージアム

0854-88-3776

開催中
〜12/24（日）

世界遺産写真展
〜写真で巡る世界遺産の旅〜

石見銀山世界
遺産センター

一般300、小中生150 ／9:00 ～18:00 ／9/26、10/31 石見銀山世界遺産
センター

0854-89-0183

10

14（土） ☆ ミューシア vol.3「よみがえる戦国の宴」第1部
「戦国益田の祝い膳を味わう」第2部芸能公演

グラントワ 海之席〈第1・2部通し、料理付・40席〉3,500、山之席〈第2部のみ・
飲物付〉2,000 ／〈第1部〉17:30 〈第2部〉18:30

グラントワ 0856-31-1860

15（日） 第９回 出雲神在月 市民芸術文化の祭典 平田文化館 無料／10:00 平田文化館 0853-63-5030

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

21
・ 22

（土）
（日）

★ ミュージカル「いなたひめ〜おろちの森」 須佐神社
（出雲市佐田町）

〈前売〉一般2,000、子ども (4歳以上～小学生 )1,000
〈当日〉一般2,500、子ども1,000 ／19:00

いなたひめ製作
実行委員会

080-2890-3650

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

28（土） 出雲國大原神職神楽保存会出雲神楽
「国譲り」上演

松江歴史館 無料／15:00 松江歴史館 0852-32-1607
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2
〜5

（木）
（日）

★ 松江・森の演劇祭2017 森の劇場しいの実シア
ターほか（松江市八雲町）

公演によって異なります。詳細はお問合せ下さい。 森の劇場　
しいの実シアター

0852-54-2400

3（金） ☆ 益田糸操り人形　グラントワ公演 グラントワ 一般500、会員400、高校生以下無料／13:30 グラントワ 0856-31-1860

15（水） ★ 落語協会 寄席普及公演
「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
－「人生を大逆転させるには」－

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

19（日） ★ 春雨や落雷真打昇進五周年
春雨や雷蔵・落雷二人会

サンラポーむら
くも（松江市）

〈前売〉2,000〈当日〉2,500 ／14:00 落雷事務所 0852-21-1757

23（木） ☆ 林家木久扇・木久蔵親子落語共演会 ふれあいホール
みと

〈前売〉一般2,500、高校生以下1,000
〈当日〉一般3,000、高校生以下1,500 ／13:30

ふれあいホールみと 0856-52-2295

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 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、高校生以下
4,000〈B席〉一般3,500、会員3,000、高校生以下2,000 ／17:00

グラントワ 0856-31-1860

28（火） ★ 茂山千五郎家 狂言「アイルランドと日本の邂逅〜
W.B.イェイツ、ラフカディオ・ハーンと狂言〜」

島根県民会館 〈前売〉4,000〈当日〉4,500 ／18:30　 島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556

1 11（木） ★ M&Oplaysプロデュース
「流山ブルーバード」

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 11/11発売

島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556 　　映　画
月 日 催　物　名 会　場 料金／上映時間 問い合わせ先 電話番号

10

8（日） グラントワシアター特別上映
アニメ映画「SING/シング」

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

17
・ 18

（火）
（水）

映画「なぜ生きる」上映会　 石央文化ホール 一般1,000、小学生500 ／
①10:00 ②13:30 ③18:30（17日のみ）

株式会社
チューリップ企画

0120-901-267

21（土） 映画「旅立ちの島唄〜十五の春〜」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

開催中
〜2018/6/10（日）

【企画展】文学の宝庫アイルランド〜ハーンと
同時代を生きたアイルランドの作家たち〜

小泉八雲記念館
（松江市奥谷町）

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

9/30（土）
〜11/13（月）

★
☆

【企画展】石見の戦国武将
―戦乱と交易の中世―

石見美術館
（グラントワ内）

一般1,000、大学生600、小中高生300 ／10:00 ～18:30（ギャ
ラリートーク9/30、10/8、21、11/3、12 ・14:00）／火曜日

グラントワ 0856-31-1860

10/1（日）
〜11/26（日）

水墨の輝き 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

10/1（日）
〜11/26（日）

【特別展】益田市指定文化財展／
石見の山城写真展

益田市立歴史
民俗資料館

一般300、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

10/1（日）
〜12/24（日）

世界遺産写真展
〜写真で巡る世界遺産の旅〜

サヒメル 一般700、小中生200（但し9/25 ～10/6は一般400) ／
9:30 ～17:00 ／火曜日

三瓶自然館
サヒメル

0854-86-0500

10/7（土）
〜12/24（日）

茶の湯の愉しみ 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

10/7（土）
〜11/5（日）

★
☆

ダウン症の天才書家「金澤翔子展」 今井美術館 〈前売〉一般1,000〈当日〉一般1,200、学生及び18歳以下無料無
料／10:00 ～16:00

今井美術館 0855-92-1839

10/8（日）
〜10/12（木）

手漉き和紙を未来へ繋ぐ手漉き和紙展 松江テルサ 無料／10:00 ～17:00 安部榮四郎記念館 0852-54-1745

10/8（日）
〜12/3（日）

かげやままき絵本原画展 今岡美術館 一般600、65歳以上500、小中学生無料／9:00 ～17:00 ／
月曜日（但し10/9は開館）、10/10、10/20

今岡美術館 0853-25-2239

10/14（土）
〜2018/1/14（日）

新聞紙の変身展 浜田市世界
こども美術館

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

0855-23-8451

10/20（金）
〜12/4（月）

【特別展】島根の仏像
―平安時代のほとけ・人・祈り―

古代出雲
歴史博物館

一般1,000、大学生500、小中高生300 ／9:00 ～18:00 島根県立古代
出雲歴史博物館

0853-53-8600

10/21（土）
・ 10/22（日）

ミニ生命のメッセージ展 in島根 島根県民会館 無料／10:00 ～17:00（22日は16:00まで） 島根被害者
サポートセンター

0852-32-5928

10/21（土）
〜10/27（金）

チェコの城と宮殿の写真展 興雲閣
（松江城山公園内）

無料／8:30 ～17:00（21日 ･22日は21:00まで） 松江市国際観光課 0852-55-5175

11/3（金）
〜11/26（日）

★ 本池秀夫　革の世界展
―人形 ･動物 ･革絵―

アルテピア 〈前売〉500〈当日〉600、高校生以下無料／火曜日／
9:30 ～17:00

安来市総合文化
ホールアルテピア

0854-21-0101

第26回
2017.
9

sat30 11
thu23

し ま ね ま る ご と 映 画 祭！
テーマ／『環　境』
テーマ映画／『この世界の片隅に』 ※上映スケジュールは4ページをご覧下さい。

料金〈全席自由〉
一般1,500円（当日2,000円）
高校生以下500円（当日800円）℡090-8065-1325

詳しくはWEBで！ http://gekidanypro.wix.com/official

❶15：00開演　❷19：00開演
鹿島文化ホール松

江
公
演

※未就学児入場不可（託児あり）

※開場は開演の30分前
入場無料
9：20開演（前後する場合あり）
宍道高校体育館

宍
道
公
演

女子高生の絶叫と歓声が巻き起こる舞台！女子高生の絶叫と歓声が巻き起こる舞台！女子高生の絶叫と歓声が巻き起こる舞台！女子高生の絶叫と歓声が巻き起こる舞台！

きみはひとりじゃないきみはひとりじゃないきみはひとりじゃない
作・演出／坂井陽介　主催／劇団Ｙプロジェクト
幼なじみの少年の一途な想いが少女の闇に一筋の光をもたらした。
すれ違ってしまった家族がもう一度、手を取り、歩きだす物語。

■美術作品の公募、優秀作品の展示　
「日本画」「書」「洋画」「工芸」「写真」「デザイン」「彫刻」

■作品の公募、優秀作品の展示

作品
募集

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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