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ここのところ、演劇作
品を何本か続けてやっ
ていますが、その中で
も自分の集大成になる
作品というか、最もや
りたいことができる座
組になりそうで、ずっ
と楽しみにしていた企
画でもあります。

赤堀さんの脚本は市井の
人々の拭えない感情とか飲
み込めない気持ちをとても
丁寧に表現されていて、い
つも惹きつけられます。こ
の４人（賀来、太賀、柄本、若
葉）で赤堀さんの作品がで
きるなんて、本当に楽しみ
で仕方ありません。

島根県民会館
島根県民会館からのお知らせです！

笑えない喜劇。笑うしかない喜劇。半径３キロ圏内の無間地獄。
若者たちは青い鳥を探すことすら忘れていた。

映画を観ている途中で地震が起きた
場合を想定して、客席から屋外への
避難体験を開催します。
（訓練の）地震は、映画鑑賞中のどの
タイミングで発生するかは分かりま
せん。いつ発生するか分からない本
当の地震と同じ緊張感を持った避難
訓練を体験してみませんか？

振付家・ダンサーの田畑真希によるダ
ンス公演。今ここでしか見られない研
ぎ澄まされた身体表現は必見。本作品
には松江市在住の視覚障がい者2名も
出演します。それぞれに身体条件の異
なる出演者から溢れる動きや表現は、
観る者の心を揺さぶり、さまざまなイ
メージを喚起させます。しなやかかつ
エネルギッシュなダンサーが身体で語
るダンスの世界を、ご期待ください。

野田あすかピアノ・リサイタル島根
公演が決定！
広汎性発達障害（自閉症スペクトラ
ム）、解離性障害が原因で、いじめ、
転校、退学、自傷、パニック、右下肢
不自由、左耳感音難聴など入退院を
繰り返し、沢山の苦しみを抱えてき
たピアニスト・野田あすか。22歳ま
で「発達障害」とわからず、悩み続け
てきた半生や音楽活動をテレビ番
組や新聞で紹介され注目を集める
とともに、2017年６月には「岩谷時
子賞・奨励賞」を受賞し更に話題に。
多くの苦しみや悲しみと向き合ってきた野田あすかの奏でる「や
さしいピアノ」をぜひお聴きください！

最新チケット情報

田畑真希ダンス公演
『色の話、余白の色』

野田あすかピアノ・リサイタル
〜全国ツアー2018〜

島根県民会館 名画劇場×
避難体験上映会

もし、映画を観ている時に
地震が起きたら…

国内外で活躍する振付家／ダンサー・田畑真希による
こころと身体を解き放つダンスの世界

多くの人の感動を呼ぶ、いま話題のピアニスト

【上映作品】
東京マグニチュード8.0

賀来賢人さん 太賀さん

出演者コメント

参加団体募集中！「流山ブルーバード」

♪ドビュッシー：月の光
♪作曲：野田あすか～『心がホッとするCDブック』より～哀しみの向こう ほか

曲目（予定）

※止むを得ない事情により曲目等が変更になる場合がございます。

問 島根県民会館　☎0852-22-5502

時 開場9：30／開演10：00（終演予定12：30）
￥ 全席自由　無料　定員 500名（先着順）

〜文化庁メディア芸術祭
　アニメーション部門 
　　　　　　優秀賞受賞作品〜
巨大地震に見舞われた 2012
年の東京を舞台に、主人公の姉
弟が体験を通して成長する様を
描いたテレビアニメ作品の総集
編です。（2009年/日本/95分）

島根県民会館 中ホール（松江市殿町）

2018.1.13 土

※整理券や事前予約等はございません。
※体験後は、引き続き映画をお楽しみいただけます。
※屋外への避難を想定しています。防寒対策等の上ご来場ください。
※映像収録・配信の予定あり。予めご了承下さい。

ご家族で
＊

お友達と
＊

おひとりでも

どなたでも
ご参加できます。

©東京マグニチュード8.0製作委員会

2015年に開催した島根県民会館避難体験コンサートの様子

人気劇作家・赤堀雅秋の新作舞台が島根に登場！
賀来賢人、太賀ほか実力派若手俳優が集結！

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

振付・演出／田畑真希

問 島根県民会館チケットコーナー　☎0852-22-5556

問 島根県民会館チケットコーナー　☎0852-22-5556

問 島根県民会館文化事業課　☎0852-22-5508

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

時 開場12：30／開演13：00
￥ 全席指定3,300円
 　グループ券（3枚以上同時購入の場合、1枚につき）3,000 円

時 開場14：30／開演15：00
￥ 〈前売〉一般1,000円、大学生以下700円
　 〈当日〉一般1,500円、大学生以下1,000円

視覚障がいの方（15名程度）とペアになったり、一人で踊ったり自由
なダンスを楽しみます。身体を動かしたい人、リフレッシュしたい人、
ダンスに興味がある人、経験者も未経験者も大歓迎です！
時 18：30〜20：30　￥ 無料　対象 小学生〜大人　定員 先着15名

島根県民会館 大ホール（松江市殿町）

島根県民会館 大ホール（松江市殿町）

島根県民会館 中ホール（松江市殿町）

※ A席は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）

※3歳未満入場不可

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可　
※グループ券は一部のPGのみの取り扱い

2018.1.11 木

2018.1.28 日

2018.3.21 水

託児あり
要予約
1/4 締切 「もしも」のときに備えて

みんなで防災について
考えてみませんか？

チケプレ

ペア 5 組様

ダンスワークショップ
〜田畑真希と一緒に踊ろう！〜

12.13 水

託児あり
要予約

1/21 締切

託児あり
要予約

3/14 締切

12/16 土
チケット
発売開始

友の会先行予約あり

野田あすか photo:Satoshi TOGE
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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！

￥ 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）

時 9：00〜17：00（会期中の土曜は20：00まで）　￥ 無料

場 グラントワ 小ホール 時 開場18：00／開演18：30 ￥ 全席自由 500円（高校生以下無料）

場 グラントワ 大ホール 時 開場9：30／開演10：00 
￥ 全席自由　大人1,500円（会員1,200円）、高校生以下500円

場 グラントワ 大ホール 時 開場9：30／開演10：00 
￥ 全席自由　大人1,500円（会員1,200円）、高校生以下500円

時 開場14：30／開演15：00 
￥ 全席自由　一般1,000円、高校生以下500円

￥ 〈夜の入園料（16：30〜）〉大人900円、小中高生は大人料金の半額
時 16：30〜20：30 休 火曜、12/7〜1/1 ※夜間休業、昼は年中無休

時 開演19：00 ￥ 一般3,000円、高校生以下1,500円

時 開演15：00 　　　　　　　      （当日各500円UP）
￥ 〈前売〉一般1,500円、高校生以下1,000円、未就学児無料 

問 浜田市立石正美術館　☎0855-32-4388

問 由志園　☎0852-76-2255

問 プラバチケットコーナー　☎0852-27-6400

問 山陰日本アイルランド協会　☎0852-20-0207

問 チェリヴァホール　☎0854-42-1155

光の魅力いっぱいの夜の美術館で写真を撮りましょう。 時 18：00〜20：00 定員 10名（要予約）
講師 写真家・安立誠氏  ￥ 1,500円

出演 picaso（ピカソ） 時 13：30〜14：30 ￥ 無料
ピアノ連弾の「クリスマスメドレー」など、子どもから大人までたくさんの方にお楽しみいただけます。

高校生たちが制作した輝くイルミネーション！

5 名様
企画展

【上映作品】
東京マグニチュード8.0

1.5 金

12.2 土〜25 月

1.6 土

1.7 日

「グラントワ・カンタート 2017」の様子

グラントワ・
カンタート2018大田ミュージカル

スクール 2018年の幕開け、国内外の合唱
団が島根県に集う！日本語と合
唱の魅力を探るレクチャー、美
しい日本語合唱を追究するコンクール、日本海沿岸の国の合唱団と
の交流コンサートを通して「日本語の歌」を深める3日間です。

歌って踊って舞台に立ってみたい
方、プロが振付、演技指導を行いま
す！みんなで一緒に楽しいミュー
ジカル「フレンズ」に挑戦してみませんか。三瓶町に伝わる「浮き
布の伝承」「五十猛町の伝承」を題材にしたショートストーリーで
す。たくさんのご参加をお待ちしています！

ミュージカル「フレンズ」
参加者募集中!!

問 グラントワ　☎0856-31-1860問 大田市民会館　☎0854-82-0938

対象 小学３年生以上50名程度 ￥ 3,000円（保険料ほか） 締切 12月9日（土）
大田市民会館（大田市大田町）

いわみの冬至祭・光の回廊2017由志園  黄金の島ジパング４-SEIMEI-

John John Festival Christmas Liveオルガンコンサート
クリスマスの贈りもの2017

石正美術館（浜田市三隅町）

由志園（松江市八束町）

プラバホール（松江市西津田）

清光院下のギャラリー
（松江市外中原町）

チェリヴァホール 3F大会議室（雲南市木次町）

一年で一番日の短い冬至の季節に、光の
持つぬくもりや魅力を感じてもらいた
い。そんな思いで開催してきた「いわみ
の冬至祭・光の回廊」。手作りの作品から
じんわりと伝わってくるやさしい光を、
ぜひお楽しみください。

最新のテクノロジーにより、「陰
陽師の世界 -SEIMEI-」をテーマ
にした世界観を表現。
園内を７つの演出、総計100万
球のイルミネーションで彩り、
妖しくも美しい日本庭園を作
り出します。12月６日からはクリスマスバージョン、１月２日からは
ニューイヤーバージョンの演出をお楽しみいただけます。

アイルランドの音楽を奏でる John John 
Festival のライブを松江市と雲南市で開
催します。フィドル（バイオリン）と歌、ギ
ター、アイルランドの太鼓バウロンの、心が
あたたかくなる音楽をお楽しみください。

光の回廊で感じる、ひかりのぬくもり陰陽師の世界をテーマに
県内最大100万球規模の
和のイルミネーション

アイルランド音楽のライブとクリスマスマーケットを開催！

Fantastic Christmas 笛吹きたちの饗演！

12.9 土  〜23 土12.6 水  〜2018.1.８ 月

12.16 土 〜2018.1.21 日

関連
イベント

同日
開催!

同日
開催!

12.16 土

キャッチ編集部が厳選！
クリスマスの時期にぴったりの

楽しいイベントをご紹介！

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

曲
目
・
出
演

【曲目】 J.S. バッハ：パストラーレ BWV590
　　　　メシアン：「主の降誕」より 神は私たちと共に
　　　 チャイコフスキー：「くるみ割り人形」より
　　　　　　　　　　　　 葦笛の踊り
　　　　クリスマスソング・メドレー　ほか

【出演】 オルガン・チェンバロ／米山麻美
　　　　フルート・アンサンブル／アンサンブル・フェール

【あゆむ】コンクール＆【つなぐ】コンサートセット券2,000円

加賀見山旧錦絵　奥庭の段

ナイトミュージアム写真教室

光の回廊コンサート

12.16 土

12.16 土

12.17 日

12.23 土

【まなぶ】

【あゆむ】

【つなぐ】

【稽古】12月16日〜2018年1月20日（週1、2回程度 延べ７日間）
【発表】2018年1月21日（日）

プラバ光の杜プロジェクト2017

レクチャー 「日本語と合唱〜その魅力をさぐる
　　　　　－作曲家、指揮者、声楽家からの発言をもとに－」

「美しき日本語のための日本語歌唱による合唱コンクール」

「フレンドシップ コーラスコンサート」

チケプレ

ペア 2 組様

楽器演奏ワークショップ
場 カラコロ工房 地下金庫室　
時 14：00〜16：30 

クリスマスマーケット
場 チェリヴァホール 1Fロビー
時 11：00〜14：30 
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Mue & Sai

チェリヴァホール 2 階ホール

島根県民会館 中ホール

松江テルサ ７階ドームシアター

グラントワ 小ホール

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

入〈前売〉一般1,000円、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

14：00/18：30

10：00/14：00

10：00/14：00/18：30

10：00/14：00

難 病 ALS（筋萎縮性側索硬化症）を 宣
告された元アメリカン・フットボー
ル選手が、これから生まれる息子のた
めに撮影した1500時間にも及ぶビデ
オダイアリーをもとに製作されたド
キュメンタリー。“子供が話せるよう
になる頃、僕はもう話せないかもしれな
い ”父親として残せるものは全て残した
いという想いから形になった誰もが共
感できる父と息子、そして家族の物語。
(2016年 /アメリカ /111分 /字幕上映 )

「陽はまた昇る」「半落ち」の佐々部清
監督が、山口県・萩市を舞台に描く、夫
婦の純愛と家族の愛情にあふれた12
年間の物語。胃がんを発病した夫・誠
吾を支え続ける妻の八重子に若年性
アルツハイマー病の疑いがあること
が明らかになった。誠吾は４度のがん
手術から生還することができたが、八
重子の病状は進行し、徐々に記憶を
なくしていく…。

(2016年 /日本 /112分 )

視覚障がい者のための「映画の音声
ガイド」の制作に従事している美佐子
は、弱視のカメラマン・雅哉と出会う。
雅哉の無愛想な態度に反感を覚える
美佐子だったが、彼が撮影した夕日の
写真に感動し、いつかその場所に連
れて行って欲しいと思うようになる。
そして、視力を失っていく雅哉の葛藤
を間近で見つめるうちに、美佐子の中
の何かが変わりはじめる。

（2017年 /日本 /102分）

「それいけ !アンパンマン」シリーズ劇
場版の最新作は、原作者やなせたか
しが残した名作絵本「やさしいライオ
ン」の主人公がモデル。宝探し一族の
男の子ブルブルは一人前になるため
にお父さんから渡された宝の地図を
持って冒険の旅に出かける。強がって
いても本当は怖がりなブルブルの一
歩踏み出す勇気を描く冒険物語。楽
しい歌や踊りなどもあり、初めての映
画体験におすすめです。

（2017年 /日本 /62分）

監督：クレイ ･ トゥイール
出演：スティーブ ･ グリーソン
　　　ミシェル ･ バリスコ
　　　ポール ･ バリスコ　ほか

監督：佐々部清 
出演：升毅、高橋洋子
　　　文音　ほか

監督：河瀨直美
出演：永瀬正敏、水崎綾女、神野三鈴 ほか

監督：矢野博之　原作：やなせたかし
声の出演：戸田恵子、多部未華子
　　　　天野ひろゆき、 ウド鈴木 ほか

©2016 Dear Rivers, LLC

©Team「八重子のハミング」

©2 017  “ R A D I A N C E ” F I L M PA R T N E R S ／
KINOSHITA、COMME DES CINEMAS、Kumie

© やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 
© やなせたかし／アンパンマン製作委員会２０１7

きれいごとなんかじゃない。
ケンカもする。絶望する日もある。
これは“父と息子”そして
“家族”という大きな旅の物語。

四度のガン手術から生還した夫と
若年性アルツハイマーを発症した
妻の絆を実話をもとに描く物語

河瀨直美監督が挑む
珠玉のラブストーリー

見つけに行こう！
キミのたからものを！

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

ギフト 僕がきみに残せるもの

八重子のハミング

光

それいけ！アンパンマン　
ブルブルの宝探し大冒険！

12.09
（土）

12.16
（土）

12.09
（土）

12.23
（土）

名画劇場 グラントワ
シアター

チェリヴァ
シアターさんびる

シアター

むー。

き時代を追想する形で描いている。

時代は 1936年、ヨーロッパが戦争に巻き込

まれる頃。主人公のスティーブンス（アンソ

ニー・ホプキンス）は戦争も主人が親ナチであ

ることにも関心がなかった。若いメイドのミス・

ケントンへの恋心も抑え、ひたすら職務に励む

毎日だった。

時は移り1957年。永年仕えた館主も亡くな

り米国人に変わった。そんな時、結婚もし孫も

生まれるというミス・ケントンを再びメイドに

招くためにスティーブンスは慣れぬ車を走らせ

る。決断の旅でこれまでの来しかたを想う時、

彼の胸に去来するものは…。

ラストシーンの切なさに「これは観る文学」

が鑑賞後の感想だった。作品に漂うどこか日本

的な感覚、物語の軸になる“運命の皮肉”は成

瀬巳喜男監督の「乱れ雲」を思い起こさせるもの

があった。

その謎が同氏の受賞記者会見（共同通信）か

ら解けた。「最初に小説を書き始めた際の動機

10月上旬、長崎県生まれの英国人作家、カズオ・

イシグロ氏のノーベル文学賞受賞のニュースが飛び

込んできた。自身は同氏が89年の英ブッカー賞に輝

いた同名小説を映画化した「日の名残り」を24年前の

公開時に松江市内の映画館で鑑賞しており、受賞の

ニュースに勝手な親近感を覚えた。

映画「日の名残り」（1993年）。監督は英国映画の

秀作「眺めのいい部屋」のジェームズ・アイヴォリー。

主演はアンソニー・ホプキンス。エマ・トンプソン、

ジェームズ・フォックス、ヒュー・グラントなどの

実力派が脇を固めている。

舞台は英オックスフォードの名門貴族の館。何

よりも品格と伝統を誇る館の執事長の半生を古き良

は、私の日本の記憶を保存することにありまし

た」。「目を閉じて思い出す日本は、小津安二郎

の『東京物語』の一場面のような風景。英国のテ

レビで放映されたのを11歳の時に母と一緒に観

ました。障子や畳の部屋など、自分が幼少時代

を過ごした記憶がよみがえってきて、感動的な

経験をしました」。

「自伝小説より自分が覚えている時代、薄ら

いでいく記憶を保存したい」。「小津や成瀬（作

品）を見ながら心の中にある作品を見る。私の

作品は人間がいつ過去を記憶したらいいのか、

いつ過去を忘れたらいいかという問いに葛藤する

物語です」。日本の記憶から英国の記憶へ。同氏

の作品のルーツが日本映画にもあったとは…。 

「現実を創っているのは過去の現実」「人生は

考えているより短い」の言葉に24年前の「日の

名残り」が重なった。「夕方こそ一日で一番いい

時間だ」。

～日の名残り～

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

12/2 締切

託児あり
要予約

12/18 締切

託児あり
要予約

12/2 締切
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地方では、増加する神楽面の需要に対して、
木彫に比べて大量生産が可能な張り子（和紙）
面が開発されました。一方、木彫面を使用す
る出雲市域では増加する需要に神楽道具の貸
出屋が成立することによって応えていったと
考えられます。
　ところで伝承によれば、勝部豊市氏は、口
を開くと目をつむり口を閉じると目を開ける
といった鬼面の仕掛けを考案したとされてい
ます。実際に、出雲市域の神楽の多くの鬼面
にはこのような仕掛けが施されています。伝
承が事実ならば、この点でも林木屋の神楽面
は出雲市域の神楽に影響を与えているといえ
るでしょう。
　林木屋の神楽面のうち２点は、専門の彫刻
家の作ではないにしろ、彫刻的に優れてお
り、保存状態も良いことなどから昭和34年
（1959）に出雲市有形民俗文化財に指定されて
います。また見々久神楽保持者会が昭和 40
年（1965）頃に林木屋から購入した豊市氏制作
の神楽面 31 点は、平成３年（1991）に国立歴
史民俗博物館（千葉県佐倉市）で開催された企
画展「変身する―仮面と異装の精神史―」に

　出雲市内には、見
み み く

々久神楽（島根県指定無
形民俗文化財）、神

じん

西
ざい

神
かみ

代
よ

神楽（出雲市指定無
形民俗文化財）など多くの神楽が伝えられて
います。これらの神楽では、かつて面や衣裳
などを専門の貸出屋から借りて神楽が舞われ
ていました。出雲市ではこの貸出屋が現在の
ところ６軒確認されていますが、その一つに
出雲市大津町の屋号「林木屋」があります。
林木屋には神楽面236点、神楽衣裳307点など
が伝わっています。
　林木屋は昭和 30 年代には、少なくとも出
雲市内の 11の神楽団体に神楽道具を貸し出
していました。いわば林木屋がなければ神楽
が舞えない状況だったのです。この意味で、
林木屋神楽資料は出雲市の神楽の伝承を側面
から支えていたといえるでしょう。
　林木屋の神楽面は、同家の勝部豊市氏（1832
頃～1897）の制作と考えられ、とりわけ明治
８年（1875）から明治15年（1882）に集中して
制作されています。一般的にいって、明治初
年のいわゆる神職演舞禁止令の後に神職など
から氏子が神楽を学び、その結果、多くの氏
子による神楽団体が成立していきます。石見 林木屋神楽面（個人蔵）

林
木
屋
神
楽
資
料

そ
の
１

おいて、いわば出雲神楽の代表的な神楽面と
して 31 点すべてのレプリカが制作され、展
示されています。
　この度、出雲市域の神楽の歴史を考える上
で重要な意味を持つ林木屋神楽資料のほとん
どが一括して古代出雲歴史博物館に寄託され
ました。これを記念して、12月22日から常設
展期間限定展示「出雲の神楽をささえる―林
木屋神楽資料―」を開催します。220点を超
える神楽面が一挙展示されます。お楽しみに。

　古代出雲歴史博物館　品川知彦

2018年３
島根県民会館 大ホール

月３0日（金）
①11：00開演 ②15：00開演

※未就学児入場不可

S席8,500円 A席7,500円 B席5,500円（税込）

島根県民会館チケットコーナー
0852-22-5556（9:00～18:00 第2・4月曜休館）

【松江】プラバホール・今井書店グループセンター店
【出雲】出雲市民会館・今井書店出雲店
【米子】アルテプラザ（米子天満屋4階）・米子市文化ホール ほか
TSK山陰中央テレビ 0852-20-8888（平日9：30～17：30）
山陰中央新報社  事業部 0852-32-3415（平日10：00～17：00）
http://shungyo2018.com

12/16（土）チケット発売開始！
チケット
発売所

お問合せ

［演 目］

芸 談
鶴 亀
浦 島

枕獅子

広 告

高村光太郎《手》
1918年

い
し
の
た

術
美
の

間
時

を

。

休 館 日／火曜日（ただし1月2日 は開館）、1月4日（木）
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〉500円 〈大学生〉300円

高校生
以下
無料 〒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

●新春！干支割引
戌年にちなみ犬グッズ（写真・液晶画像等も可）を
受付でご提示いただくと観覧料が
【期間】1月2日（火）、3日（水） 歌川国貞《絵手本》

部分より

半額に！

「かたちの冒険」「色のいろいろ」「光と影のふしぎ」などの
コーナーを巡りながら、美術の基本を楽しく学びましょう。

クイズパネル「アート7つのなぞ」や、持ち帰りできる
鑑賞ガイド「‘みんなの’美術資料集※」もあります。
子どもから大人まで美術がもっと好きになる展覧会
です。 ※部数には限りがあります

※コレクション展料金を含みます

※掲載作品はすべて島根県立美術館蔵
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Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday日 月 火 水 木 金 土

応募〆切

12 月11 日（月）
必着

尊敬する先生に「是非観た方
がいいですよ」とすすめられた

「この世界の片隅に」がとても良
かったです。ほのぼのとしていて
悲しくて、希望に向かうラストま
で、観終わったあと、夜の外へ
出て、どう行列の前夜祭のにぎ
わいがまた楽しかったです。こん
な時間の使い方を今後してい
こうと思いました。次は「ライオン」
を観ます。（松江市 H･Kさん）

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

私は、毎月1回島根県民会
館で上映される映画が好き
です。毎回、行っているわけ
ではないけれど、気になって
いた映画や島根までやって
こない映画を上映してくださ
るのでうれしいです。

（松江市 M･Fさん）

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

秋の赤や黄、茶色を感じなが
ら雑草を取り、生けてみました。
いいですねぇ。自然を感じるっ
て…。（松江市 T･Nさん）

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

しまね連れづれ草に出てきた
多陀寺は今住んでいるすぐ近
くにあるにもかかわらず、一度も
伺ったことがありませんでした。
これを機に、多陀寺と歴博の
特別展に行ってみようと思いま
す。（浜田市 T･Mさん）

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

お知らせや情報は充実して
いると思います。できれば、も
う少し大きな字になると嬉し
いのですが、紙面の都合
上、難しいのでしょうね。

（益田市 M･Eさん）

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

いつもほのぼのするイラストの
表紙でついつい手にとって
ながめてしまう力をもっていま
すよ。これからもステキなイラス
ト待っていまーす。メモカレン
ダーほしい ！ ！

（松江市　M･Nさん）

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

沢田研二さんのコンサートに
行きました。何十年か前の
私に戻って、はじけました。

（松江市 S･Sさん）

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

最近はブームなのか、落語
の公演がふえてうれしい限り
です。年末年始は落語でも
聴いて笑って過ごしたいもの
ですね。（広島市 H･Wさん）

○コ MINORIみのりん家（大社文化プレイスうらら館）
○コ ちどりミュージックフェスティバル（プラバホール）
○コ ラメールジャズオーケストラ 

7th持ち込みライブ（ラメール）
○コ ヤマハジュニアピアノコンクール益田大会（グラントワ）
○演 プリマヴェーラ13「鷺姫－さぎひめ－」（島根県民会館）
○演 歳末たすけあい石見神楽共演大会（グラントワ）
○演 石央ふれあい余芸大会（石央文化ホール）

○コ 島根大学声専合唱団 定期演奏会 （プラバホール）
○コ 国際ソロプチミスト松江

チャリティークリスマスコンサート （プラバホール）
○コ 箏曲演奏会 箏のしらべ （ビッグハート出雲）
○コ ハートフルコンサート in しまね2017（島根県民会館）
○コ John John Festival Christmas Live

（チェリヴァホール）
○演 岩佐久美子バレエスクール定期発表会（島根県民会館）
○演 年忘れ益田市民余芸大会（グラントワ）

○コ 島根大学吹奏楽団 定期演奏会（島根県民会館）
○コ 島根大学邦楽部定期演奏会（島根県民会館）

○コ 光の回廊コンサート（石正美術館）
○コ 松江プラバ音楽コンクール（プラバホール）
○映 チェリヴァシアター「それいけ！アンパンマン　

ブルブルの宝探し大冒険！」
（チェリヴァホール）

○コ 浜田市民合唱団45周年記念演奏会 （石央文化ホール）
○コ NHK のど自慢（アルテピア）
○コ 県民手づくり「第九」コンサートin島根

（島根県民会館）
○コ 歌子さんの歌ものがたり（スサノオホール）
○コ 歌いつぐ童謡の調べ（チェリヴァホール）
○コ 地球のステージ益田2017（グラントワ）
○コ みんなで歌うコーラスコンサート（ビッグハート出雲）
○演 松江井上松聲會　謡曲仕舞の会（松江スティックビル）

○演 島根県高体連ダンス発表会
（グラントワ）

○コ 毛利治郎クリスマスライブ
（グラントワ）

○コ KAISEI アカペラライブ！！
（プラバホール）

○コ 松江北・南・東高校吹奏楽部　
合同演奏会（プラバホール）

○コ 10-FEET（松江AZTiC canova）
○コ ニューオーリンズ・ジャズ・ナイト

inプラバ（プラバホール）
○演 浜田市創作ダンス発表会

（石央文化ホール）

○コ 島根大学軽音楽部定期演奏会
（島根県民会館）

○コ 松江農林高等学校吹奏楽部
定期演奏会（島根県民会館）

○演 ラウンドダンスクリスマスパーティ
（グラントワ）

○演 立川らく人落語会 in松江
（松江スティックビル）

○コ ワンダフル・クリスマスタイムin
プラバ光の杜 （プラバホール）

○コ ジュニアオリジナル店別コンサート
 （グラントワ）

○コ Maki Ohguro（グラントワ）

○コ オーボエの夕べ（グラントワ）
○コ プラバ光の杜プロジェクト2017

オープニングイベント（プラバホール）
○コ BugLug（松江AZTiC canova）
○映 チャリティー映画上映会「ちょき」

（島根県民会館）

○コ 美保関いん石25周年記念祭（メテオプラザ）
○コ Brass＆Chorus X'mas Concert vol.24

（大田市民会館）
○演 Museum×Theater:ミューシア（石見美術館）
○映 グラントワシアター 「光」（グラントワ）
○映 名画劇場「ギフト 僕がきみに残せるもの」

（島根県民会館）
○映 プリエール市民企画講座映画「母 小林多喜二

の母の物語」上映会（松江スティックビル）

○コ G.M.C.クインティナ　
クリスマスコンサート（プラバホール）

○コ 悠邑ふるさと吹奏楽団 定期演奏会
（悠邑ふるさと会館）

○コ オルガンコンサート クリスマスの贈りもの2017
（プラバホール）

○コ John John Festival Christmas Live
（清光院下のギャラリー）

○演 歳末たすけあい松江市民余芸大会（島根県民会館）
○映 さんびるシアター「八重子のハミング」

（松江テルサ）

キャッチ１月号
発 行 予 定 日

天皇誕生日

▲  P.3

▲  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 

Calendar 

益田市

松江市
営業時間／9：00～18：00　休業日／第2、第4月曜日
TEL.0852・22・5556　FAX.0852・26・2598

【島根県民会館 チケットコーナー】

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

【島根県芸術文化センター「グラントワ」】

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

主催事業のチケット割引、
先行予約など、特典いっぱい!!

年会費2，000円で

『キャッチ美術館』、『読者’ｓレター』など

ハガキをお寄せいただいた方の中から

毎月キャッチオリジナルグッズをプレゼント！

ご応募お待ちしております！！

※発表は発送をもってかえさせていただきます。  
　お届けに時間がかかる場合があります。
※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1２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

今年も終わりが近づいてきて、

あちこちでベートヴェンの『第

九』が聞こえる時期になってき

ましたね。僕たちの劇場でも今

日はソリスト（一人で歌う人た

ちのこと）たちが歌のリハーサ

ルを行っています。うしろでは

KOBITOたちが合唱団の代わり

にコーラスをしていますが、いつも一緒なだけあってハーモ

ニーも息もぴったり！大人数の合唱団にはかないませんが、こ

れはこれで素敵だなあと、うっとり聴き入ってしまいました。

…え？　僕はどこで聴いているのかって？

さてどこでしょう。ホッホッホ！

今月は年末の風物詩『第九』ことベートーヴェンの『交
響曲第九番』を、ちょっぴりクリスマス仕様の劇場でお
届けしました。12月になると『第九』が各地で演奏され
ていますが、どうやらそのような習慣があるのは日本
だけのようです。少しだけ師走の忙しさから離れて音
楽に耳を傾ける時間をみんなが持つ、というのは、い
つもせかせかしている日本人らしくなくて素敵な風習
だなぁと思います。ぜひみなさまもゆったりと、芸術と
共に素敵な年末をお過ごし下さい！

Catch ひろば

こんにちは、Hana です！ 
今回のキャッチはなんと１２月号。
あっという間に１２月！もうすぐ年末を迎える
のですね。１年が過ぎるのが早すぎて、
なんだか実感が湧きません。みなさんもこ
の時期はバタバタとお忙しい時期だと思
いますが、寒くなってきたので、どうぞお
体に気をつけてお過ごしくくださいね♬

キャッチ編集長

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

ご紹介するコーナーです。
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「りすたちの冬じたく」 
みーこさん

「こたつでうっとり」 
こたつさん

「やっぱりクリスマス」 
そーちゃん

「これでオッケー！！」 
あやぱんさん

 
匿名さん

「オレンヂ色のカーテン」
夏男さん

「柴浜」
匿名さん

「こたつを出したよ！！」
ぬくぬく！おぴっぴさん

「冬じたく」
きょうこさん

「お鍋でほかほか」
ちゃとらさん
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なおこさん
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みなさんにとって2017年はどんな年でし
たか？来年はどんな年にしたいですか？
続けていきたいこと、やめたいこと、やり
たいこと…新年の目標をしたためて
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Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday日 月 火 水 木 金 土

応募〆切

12 月11 日（月）
必着

尊敬する先生に「是非観た方
がいいですよ」とすすめられた

「この世界の片隅に」がとても良
かったです。ほのぼのとしていて
悲しくて、希望に向かうラストま
で、観終わったあと、夜の外へ
出て、どう行列の前夜祭のにぎ
わいがまた楽しかったです。こん
な時間の使い方を今後してい
こうと思いました。次は「ライオン」
を観ます。（松江市 H･Kさん）

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

私は、毎月1回島根県民会
館で上映される映画が好き
です。毎回、行っているわけ
ではないけれど、気になって
いた映画や島根までやって
こない映画を上映してくださ
るのでうれしいです。

（松江市 M･Fさん）

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

秋の赤や黄、茶色を感じなが
ら雑草を取り、生けてみました。
いいですねぇ。自然を感じるっ
て…。（松江市 T･Nさん）

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

しまね連れづれ草に出てきた
多陀寺は今住んでいるすぐ近
くにあるにもかかわらず、一度も
伺ったことがありませんでした。
これを機に、多陀寺と歴博の
特別展に行ってみようと思いま
す。（浜田市 T･Mさん）

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

お知らせや情報は充実して
いると思います。できれば、も
う少し大きな字になると嬉し
いのですが、紙面の都合
上、難しいのでしょうね。

（益田市 M･Eさん）

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

いつもほのぼのするイラストの
表紙でついつい手にとって
ながめてしまう力をもっていま
すよ。これからもステキなイラス
ト待っていまーす。メモカレン
ダーほしい ！ ！

（松江市　M･Nさん）

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

沢田研二さんのコンサートに
行きました。何十年か前の
私に戻って、はじけました。

（松江市 S･Sさん）

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

最近はブームなのか、落語
の公演がふえてうれしい限り
です。年末年始は落語でも
聴いて笑って過ごしたいもの
ですね。（広島市 H･Wさん）

○コ MINORIみのりん家（大社文化プレイスうらら館）
○コ ちどりミュージックフェスティバル（プラバホール）
○コ ラメールジャズオーケストラ 

7th持ち込みライブ（ラメール）
○コ ヤマハジュニアピアノコンクール益田大会（グラントワ）
○演 プリマヴェーラ13「鷺姫－さぎひめ－」（島根県民会館）
○演 歳末たすけあい石見神楽共演大会（グラントワ）
○演 石央ふれあい余芸大会（石央文化ホール）

○コ 島根大学声専合唱団 定期演奏会 （プラバホール）
○コ 国際ソロプチミスト松江

チャリティークリスマスコンサート （プラバホール）
○コ 箏曲演奏会 箏のしらべ （ビッグハート出雲）
○コ ハートフルコンサート in しまね2017（島根県民会館）
○コ John John Festival Christmas Live

（チェリヴァホール）
○演 岩佐久美子バレエスクール定期発表会（島根県民会館）
○演 年忘れ益田市民余芸大会（グラントワ）

○コ 島根大学吹奏楽団 定期演奏会（島根県民会館）
○コ 島根大学邦楽部定期演奏会（島根県民会館）

○コ 光の回廊コンサート（石正美術館）
○コ 松江プラバ音楽コンクール（プラバホール）
○映 チェリヴァシアター「それいけ！アンパンマン　

ブルブルの宝探し大冒険！」
（チェリヴァホール）

○コ 浜田市民合唱団45周年記念演奏会 （石央文化ホール）
○コ NHK のど自慢（アルテピア）
○コ 県民手づくり「第九」コンサートin島根

（島根県民会館）
○コ 歌子さんの歌ものがたり（スサノオホール）
○コ 歌いつぐ童謡の調べ（チェリヴァホール）
○コ 地球のステージ益田2017（グラントワ）
○コ みんなで歌うコーラスコンサート（ビッグハート出雲）
○演 松江井上松聲會　謡曲仕舞の会（松江スティックビル）

○演 島根県高体連ダンス発表会
（グラントワ）

○コ 毛利治郎クリスマスライブ
（グラントワ）

○コ KAISEI アカペラライブ！！
（プラバホール）

○コ 松江北・南・東高校吹奏楽部　
合同演奏会（プラバホール）

○コ 10-FEET（松江AZTiC canova）
○コ ニューオーリンズ・ジャズ・ナイト

inプラバ（プラバホール）
○演 浜田市創作ダンス発表会

（石央文化ホール）

○コ 島根大学軽音楽部定期演奏会
（島根県民会館）

○コ 松江農林高等学校吹奏楽部
定期演奏会（島根県民会館）

○演 ラウンドダンスクリスマスパーティ
（グラントワ）

○演 立川らく人落語会 in松江
（松江スティックビル）

○コ ワンダフル・クリスマスタイムin
プラバ光の杜 （プラバホール）

○コ ジュニアオリジナル店別コンサート
 （グラントワ）

○コ Maki Ohguro（グラントワ）

○コ オーボエの夕べ（グラントワ）
○コ プラバ光の杜プロジェクト2017

オープニングイベント（プラバホール）
○コ BugLug（松江AZTiC canova）
○映 チャリティー映画上映会「ちょき」

（島根県民会館）

○コ 美保関いん石25周年記念祭（メテオプラザ）
○コ Brass＆Chorus X'mas Concert vol.24

（大田市民会館）
○演 Museum×Theater:ミューシア（石見美術館）
○映 グラントワシアター 「光」（グラントワ）
○映 名画劇場「ギフト 僕がきみに残せるもの」

（島根県民会館）
○映 プリエール市民企画講座映画「母 小林多喜二

の母の物語」上映会（松江スティックビル）

○コ G.M.C.クインティナ　
クリスマスコンサート（プラバホール）

○コ 悠邑ふるさと吹奏楽団 定期演奏会
（悠邑ふるさと会館）

○コ オルガンコンサート クリスマスの贈りもの2017
（プラバホール）

○コ John John Festival Christmas Live
（清光院下のギャラリー）

○演 歳末たすけあい松江市民余芸大会（島根県民会館）
○映 さんびるシアター「八重子のハミング」

（松江テルサ）

キャッチ１月号
発 行 予 定 日

天皇誕生日

▲  P.3

▲  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。  
　お届けに時間がかかる場合があります。
※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1２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

今年も終わりが近づいてきて、

あちこちでベートヴェンの『第

九』が聞こえる時期になってき

ましたね。僕たちの劇場でも今

日はソリスト（一人で歌う人た

ちのこと）たちが歌のリハーサ

ルを行っています。うしろでは

KOBITOたちが合唱団の代わり

にコーラスをしていますが、いつも一緒なだけあってハーモ

ニーも息もぴったり！大人数の合唱団にはかないませんが、こ

れはこれで素敵だなあと、うっとり聴き入ってしまいました。

…え？　僕はどこで聴いているのかって？

さてどこでしょう。ホッホッホ！

今月は年末の風物詩『第九』ことベートーヴェンの『交
響曲第九番』を、ちょっぴりクリスマス仕様の劇場でお
届けしました。12月になると『第九』が各地で演奏され
ていますが、どうやらそのような習慣があるのは日本
だけのようです。少しだけ師走の忙しさから離れて音
楽に耳を傾ける時間をみんなが持つ、というのは、い
つもせかせかしている日本人らしくなくて素敵な風習
だなぁと思います。ぜひみなさまもゆったりと、芸術と
共に素敵な年末をお過ごし下さい！

Catch ひろば

こんにちは、Hana です！ 
今回のキャッチはなんと１２月号。
あっという間に１２月！もうすぐ年末を迎える
のですね。１年が過ぎるのが早すぎて、
なんだか実感が湧きません。みなさんもこ
の時期はバタバタとお忙しい時期だと思
いますが、寒くなってきたので、どうぞお
体に気をつけてお過ごしくくださいね♬

キャッチ編集長

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

ご紹介するコーナーです。
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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

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

2（土） プラバ光の杜プロジェクト2017
オープニングイベント

プラバホール 無料／17:30 松江市総合文化センター 
プラバホール

0852-27-6000

2（土） BugLug47都道府県 TOUR
「RESTART WITH A NEW LIFE」

松江 AZTiC 
canova

4,800 ／17：00 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

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

3（日） 第18回
ちどりミュージックフェスティバル

プラバホール 無料／13:30 ちどり合唱クラブ 090-1224-7820

3（日） ラメールジャズオーケストラ　
7th持ち込みライブ

ラメール 2,000、中学生以下無料／17:00 雲南市加茂文化
ホール ラメール

0854-49-8500

3（日） ヤマハジュニアピアノコンクール
益田大会

グラントワ 無料／13:00 宮内オリエント
商会

0856-22-5566

4（月） 10-FEET Fin“TOUR 2017-2018” 松江 AZTiC 
canova

SOLD OUT ／19：00 夢番地 086-231-3531

6（水） プラバ光の杜プロジェクト2017ニュー
オーリンズ・ジャズ・ナイト inプラバ

プラバホール 無料／18:30 松江市総合文化センター 
プラバホール

0852-27-6000

8（金） ☆ Maki Ohguro 2017 Live - Step!! ～Higher↗↗Higher↗↗ 
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

9（土） G.M.C.クインティナ　
クリスマスコンサート

プラバホール 無料／18：00 G.M.C.クインティナ 090-9062-6824

9（土） 美保関いん石25周年記念祭 メテオプラザ 無料／16：00 メテオプラザ 0852-72-3939

9（土） Brass＆ Chorus X'mas Concert vol.24 大田市民会館 〈前売〉一般1,000、高校生以下500
〈当日〉一般1,200、高校生以下600／18:30

大田市立
中央公民館

0854-82-6630

10（日） 浜田市民合唱団45周年記念演奏会 石央文化ホール〈前売〉一般1,000〈当日〉一般1,300、大学生以下無料／13:30 浜田市民合唱団 0855-22-2073

10（日） アルテピア開館記念　NHK のど自慢 アルテピア 無料［要事前申込］／11：45 安来市市民生活部 
文化スポーツ振興課

0854-23-3034

10（日） ★ 第26回県民手づくり
「第九」コンサート in島根

島根県民会館 〈前売〉一般2,200、小中高生1,000
〈当日〉一般2,500、小中高生1,200 ／14：00

菊池 090-3170-4180

10（日） スサノオの里 こどもフェスティバル in さだ 歌子
さんの歌ものがたり「ラブ・ユー・フォーエバー」

スサノオホール 小学生以上500 ／15：00 NPO法人
スサノオの風

0853-84-0833

10（日） ★ 第８回雲南市総合芸術文化祭
歌いつぐ童謡の調べ

チェリヴァ
ホール

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

木次経済文化会館
チェリヴァホール

0854-42-1155

10（日） ☆ 地球のステージ益田2017 グラントワ 〈前売〉一般・大学生1,000
〈当日〉一般・大学生1,500、高校生以下無料／13:00

地球のステージ
益田実行委員会

090-4898-5301

10（日） 第34回出雲市民合唱祭　
みんなで歌うコーラスコンサート

ビッグハート
出雲

500、高校生以下無料／13:30 小村 090-2299-7362

16（土） 悠邑ふるさと吹奏楽団　
第16回定期演奏会

悠邑ふるさと
会館

500、小学生以下無料／14：00 津田 090-7990-1854

16（土） ★ プラバ光の杜プロジェクト2017オルガン
コンサート クリスマスの贈りもの2017

プラバホール 一般1,000、高校生以下500 ／15：00 プラバチケット
コーナー

0852-27-6400

16（土） John John Festival Christmas Live 清光院下のギャ
ラリー(松江市)

一般3,000、高校生以下1,500 ／19:00 山陰日本
アイルランド協会

0852-20-0207

17（日） 島根大学声専合唱団　第62回定期演奏会 プラバホール 無料／15:00 島根大学
声専合唱団

080-1903-0583

17（日） 国際ソロプチミスト松江
チャリティークリスマスコンサート

プラバホール 一般3,000、子ども1,500 ／19:00 国際ソロプチミスト
松江

0852-25-8513

17（日） 箏研究グループ45周年記念　箏曲演奏会 
箏のしらべ　うた・歌曲・箏うた

ビッグハート
出雲

500／13：00 木次 0853-21-4789

17（日） ★ ハートフルコンサート in しまね2017 島根県民会館 無料［要整理券］／14:00 自衛隊島根地方
協力本部

0852-21-0015

17（日） ★ チェリヴァホール開館25周年記念
John John Festival Christmas Live

チェリヴァ
ホール

〈前売〉一般1,500、高校生以下1,000
〈当日〉一般2,000、高校生以下1,500 ／15:00

木次経済文化会館
チェリヴァホール

0854-42-1155

20（水） ☆ 毛利治郎クリスマスライブ グラントワ 〈前売〉一般1,000〈当日〉一般1,200 ／19：00 岡田 090-8993-9654

12

20（水） プラバ光の杜プロジェクト2017
KAISEI アカペラライブ！！

プラバホール 無料／18:30 松江市総合文化センター 
プラバホール

0852-27-6000

23（土） 光の回廊2017関連イベント
「光の回廊コンサート」

石正美術館 無料／13:30 浜田市立
石正美術館

0855-32-4388

23（土） 第15回松江プラバ音楽コンクール プラバホール 無料／9:30 松江市総合文化センター 
プラバホール

0852-27-6000

24（日） 島根大学吹奏楽団第58回定期演奏会 島根県民会館 無料／14：00 島根大学吹奏楽団 090-1015-6067

24（日） 第62回島根大学邦楽部定期演奏会 島根県民会館 無料／13：00 島根県民会館
施設利用課

0852-22-5506

25（月） プラバ光の杜プロジェクト2017ワンダフ
ル・クリスマスタイム inプラバ光の杜

プラバホール 無料／18:30 松江市総合文化センター 
プラバホール

0852-27-6000

25（月） ジュニアオリジナル店別コンサート グラントワ 無料／15:30 宮内オリエント
商会

0856-23-0722

26（火） 第9回松江農林高等学校吹奏楽部
定期演奏会

島根県民会館 無料／16:00 島根県立
松江農林高等学校

0852-21-6772

27（水） 島根大学軽音楽部定期演奏会 島根県民会館 無料／17:00 島根大学軽音楽部 080-1635-1073

28（木） 松江北・南・東高校吹奏楽部　合同演奏会松江ハイスクール
ブラスコンサート～北南東（き・み・と）奏でるハーモニー～

プラバホール 無料／15:00 島根県立
松江東高等学校

0852-27-3700

1

4（木） 熱田修二　新春 BIG SOUND FESTIVAL ビッグハート
出雲

〈前売〉2,500〈当日〉2,800 ／18:00 アツタ楽器 0853-22-7322

5
～7

（金）
（日）

☆ グラントワ・カンタート2018 グラントワ 〈5日〉一般500〈6日 or7日〉一般1,500、会員1,200、学生500
〈2日間セット券〉一般2,000 ／〈5日〉18:30〈6・7日〉10:00

グラントワ 0856-31-1860

7（日） ブラスアンサンブル “フレーリッヒェン
フロインデ ”コンサート　Vol.3

プラバホール 一般1,500、高校生以下500 ／14:00 山﨑 090-7378-4741

14（日） ★ 第30回プラバ・ニューイヤー
オペラコンサート

プラバホール 〈前売〉一般2,000、高校生以下1,000
〈当日〉一般2,500、高校生以下1,200 ／14:00

プラバチケット
コーナー

0852-27-6400

14（日） キュウソネコカミ「ヒッサツマエバ
～とぎなおし～ '17-18ツアー」

松江 AZTic 
canova

SOLD OUT ／19:00 夢番地 086-231-3531

14（日） ☆ 今福優　新春太鼓祈願2018 LOVE&PEACE 
ー舞わせる太鼓　踊らせる太鼓　祈り、打つ！ー

グラントワ 〈前売〉一般2,000、会員（当日同料金）1,000、高校生以下1,000、
〈当日〉一般2,500、高校生以下1,500、未就学児無料／13：30

グラントワ 0856-31-1860

20（土） 第36回島根大学吹奏楽部定期演奏会 プラバホール 無料［要整理券］／13:30 島根大学吹奏楽部 080-2537-2167

21（日） 第10回松江市合唱の祭典 プラバホール 無料／13:30 島根県合唱連盟
松江支部（松徳学院）

0852-21-5478

23（火） 摩天楼オペラ 10th Anniversary 
「PANTHEON TOUR -coda-」

松江 AZTic 
canova

4,500 ／19:00 夢番地 086-231-3531

25（木） Rayflower TOUR 2017-2018 
～ Brilliant Place ～

松江 AZTiC 
canova

5,000 ／18:30 夢番地 086-231-3531

27（土） 湖東かんなび学園音楽交流会 プラバホール 無料／14:00 竹矢小学校 0852-37-0535

28（日） 第29回松江プラバ室内合唱コンクール プラバホール 無料／10:00 松江市総合文化センター 
プラバホール

0852-27-6000

2

3（土） ぜんぶ君のせいだ。
「みんなごと TOUR 2017 ～2018」

松江 AZTic 
canova

3,500 ／17:30 コドモメンタル
INC.

050-5278-5087

4（日） かりゆし58ハイサイロード2017-18
～変わり良し、代わりなし～

松江 AZTic 
canova

4,000 ／17:00 夢番地 086-231-3531

4（日） 第17回ラメール小中学校管弦打独奏
コンクール

ラメール 無料／10:00 雲南市加茂文化
ホール ラメール

0854-49-8500

11（日） 島根県吹奏楽連盟益田支部 
第10回 スプリングコンサート

グラントワ 無料／13:00 島根県吹奏楽連盟
益田支部

0856-28-0510

12（月） 第16回管弦打アンサンブルコンサート グラントワ 〈前売〉一般500〈当日〉一般700 ／14:00 サウンド・パレット 0856-23-7379

18（日） ★ 高橋優全国 LIVE TOUR2017-2018
「ROAD MOVIE」

島根県民会館 6,500 ／17:00 HIGHERSELF 082-545-0082

24（土） ☆ CHEMISTRY LIVE TOUR 2017-18　
「Windy」

グラントワ 7,800 ／17：00 グラントワ 0856-31-1860

24（土） ★ 第32回松江プラバ音楽祭 
三浦文彰ヴァイオリン・リサイタル

プラバホール 〈Ｓ席〉一般3,900、学生2,000〈A席〉一般3,600、学生1,800
〈B席〉一般2,800、学生1,400〈C席〉一般1,500、学生800 ／14:00

プラバチケット
コーナー

0852-27-6400

3 21（水） ★ 野田あすかピアノ・リサイタル
～全国ツアー2018 ～

島根県民会館 一般3,300、グループ券（3枚以上、1枚につき）3,000 ／13:00
チ 12/16発売

島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556

ペア

2組様
ペア

2組様
ペア

2組様
ペア

2組様
ペア

2組様
ペア

2組様
ペア

5組様

【18：30】

ここからも応募できるよ♪ しまねキャッチナビ

12/22(金)必着
P.3

グラントワ･カンタート2018　
コンクール&コンサートセット券
1/6(土)･7(日)グラントワ

12/22(金)必着
P.2

田畑真希ダンス公演
「色の話、余白の色」

1/28(日)島根県民会館
※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。

12/1(金)必着
P.4

名画劇場
「ギフト 僕がきみに残せるもの」

12/9(土)島根県民会館

12/15(金)必着
P.4

チェリヴァシアター「それいけ！
アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険！」
12/23(土)チェリヴァホール

12/8(金)必着
P.10

企画展
「エドワード･ゴーリーの優雅な秘密」

12/2(土)～2018.2/5(月)石見美術館

12/8(金)必着
P.4

さんびるシアター
「八重子のハミング」

12/16(土)松江テルサ

12/1(金)必着
P.4グラントワシアター「光」

12/9(土)グラントワ
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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

12

3（日） ★ 島根県洋舞連盟　プリマヴェーラ13　
創作舞台「鷺姫－さぎひめ－」

島根県民会館 1,700 ／14：00 瞳エコール・
ドゥ・バレエ

0852-28-3980

3（日） ☆ 第41回 歳末たすけあい石見神楽共演大会 グラントワ 〈前売〉大人2,000、小学生1,000
〈当日〉大人2,500、小学生1,200 ／9：00

石見神楽共演大会
実行委員会

0856-22-7120

3（日） 第42回石央ふれあい余芸大会 石央文化ホール〈前売〉大人1,000
〈当日〉大人1,200、学生500、未就学児無料／13:00

浜田ライオンズ
クラブ

0855-22-3759

6（水） 第45回浜田市創作ダンス発表会 石央文化ホール 無料／14：00 県学校体育
研究連合会

0855-32-4043

9（土） ☆ Museum× Theater:ミューシア vol.4
「エドワード・ゴーリーの優雅ないたずら」

石見美術館
（グラントワ内）

無料［要整理券、要企画展観覧券またはミュージアムパスポー
ト、定員150名］／15:00　出演：田中美礼 他

グラントワ 0856-31-1860

10（日） 平成29年松江井上松聲會　謡曲仕舞の会 松江スティック
ビル

無料／11:00 松江井上松聲會 090-3638-2183

12（火） ★ 第２回立川らく人落語会 in松江 松江スティック
ビル

〈前売〉1,000〈当日〉1,500 ／19：00 立川らく人
松江後援会

090-3632-0635

13（水） 島根県高体連ダンス発表会 グラントワ 無料／13:00 島根県立
益田高等学校

0856-22-0044

16（土） ★ 第69回歳末たすけあい松江市民余芸大会 島根県民会館 〈前売〉1,800〈当日〉2,000、小学生以下無料／13:00 山陰中央新報社
事業部

0852-32-3415

17（日） 若佐久美子バレエスクール定期発表会
エスポワール20「不思議の国のアリス」

島根県民会館 無料／16:00 若佐久美子
バレエスクール

0852-31-3173

17（日） 第39回 年忘れ益田市民余芸大会 グラントワ 〈前売〉一般1,300〈当日〉一般1,500 ／12：00 山陰中央新報
益田総局

0856-22-1800

22（金） ラウンドダンスクリスマスパーティ グラントワ 無料／9:30 田中 0856-23-6698

情報内容：2017年 11/1 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

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

2（土） プラバ光の杜プロジェクト2017
オープニングイベント

プラバホール 無料／17:30 松江市総合文化センター 
プラバホール

0852-27-6000

2（土） BugLug47都道府県 TOUR
「RESTART WITH A NEW LIFE」

松江 AZTiC 
canova

4,800 ／17：00 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

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

3（日） 第18回
ちどりミュージックフェスティバル

プラバホール 無料／13:30 ちどり合唱クラブ 090-1224-7820

3（日） ラメールジャズオーケストラ　
7th持ち込みライブ

ラメール 2,000、中学生以下無料／17:00 雲南市加茂文化
ホール ラメール

0854-49-8500

3（日） ヤマハジュニアピアノコンクール
益田大会

グラントワ 無料／13:00 宮内オリエント
商会

0856-22-5566

4（月） 10-FEET Fin“TOUR 2017-2018” 松江 AZTiC 
canova

SOLD OUT ／19：00 夢番地 086-231-3531

6（水） プラバ光の杜プロジェクト2017ニュー
オーリンズ・ジャズ・ナイト inプラバ

プラバホール 無料／18:30 松江市総合文化センター 
プラバホール

0852-27-6000

8（金） ☆ Maki Ohguro 2017 Live - Step!! ～Higher↗↗Higher↗↗ 
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

9（土） G.M.C.クインティナ　
クリスマスコンサート

プラバホール 無料／18：00 G.M.C.クインティナ 090-9062-6824

9（土） 美保関いん石25周年記念祭 メテオプラザ 無料／16：00 メテオプラザ 0852-72-3939

9（土） Brass＆ Chorus X'mas Concert vol.24 大田市民会館 〈前売〉一般1,000、高校生以下500
〈当日〉一般1,200、高校生以下600／18:30

大田市立
中央公民館

0854-82-6630

10（日） 浜田市民合唱団45周年記念演奏会 石央文化ホール〈前売〉一般1,000〈当日〉一般1,300、大学生以下無料／13:30 浜田市民合唱団 0855-22-2073

10（日） アルテピア開館記念　NHK のど自慢 アルテピア 無料［要事前申込］／11：45 安来市市民生活部 
文化スポーツ振興課

0854-23-3034

10（日） ★ 第26回県民手づくり
「第九」コンサート in島根

島根県民会館 〈前売〉一般2,200、小中高生1,000
〈当日〉一般2,500、小中高生1,200 ／14：00

菊池 090-3170-4180

10（日） スサノオの里 こどもフェスティバル in さだ 歌子
さんの歌ものがたり「ラブ・ユー・フォーエバー」

スサノオホール 小学生以上500 ／15：00 NPO法人
スサノオの風

0853-84-0833

10（日） ★ 第８回雲南市総合芸術文化祭
歌いつぐ童謡の調べ

チェリヴァ
ホール

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

木次経済文化会館
チェリヴァホール

0854-42-1155

10（日） ☆ 地球のステージ益田2017 グラントワ 〈前売〉一般・大学生1,000
〈当日〉一般・大学生1,500、高校生以下無料／13:00

地球のステージ
益田実行委員会

090-4898-5301

10（日） 第34回出雲市民合唱祭　
みんなで歌うコーラスコンサート

ビッグハート
出雲

500、高校生以下無料／13:30 小村 090-2299-7362

16（土） 悠邑ふるさと吹奏楽団　
第16回定期演奏会

悠邑ふるさと
会館

500、小学生以下無料／14：00 津田 090-7990-1854

16（土） ★ プラバ光の杜プロジェクト2017オルガン
コンサート クリスマスの贈りもの2017

プラバホール 一般1,000、高校生以下500 ／15：00 プラバチケット
コーナー

0852-27-6400

16（土） John John Festival Christmas Live 清光院下のギャ
ラリー(松江市)

一般3,000、高校生以下1,500 ／19:00 山陰日本
アイルランド協会

0852-20-0207

17（日） 島根大学声専合唱団　第62回定期演奏会 プラバホール 無料／15:00 島根大学
声専合唱団

080-1903-0583

17（日） 国際ソロプチミスト松江
チャリティークリスマスコンサート

プラバホール 一般3,000、子ども1,500 ／19:00 国際ソロプチミスト
松江

0852-25-8513

17（日） 箏研究グループ45周年記念　箏曲演奏会 
箏のしらべ　うた・歌曲・箏うた

ビッグハート
出雲

500／13：00 木次 0853-21-4789

17（日） ★ ハートフルコンサート in しまね2017 島根県民会館 無料［要整理券］／14:00 自衛隊島根地方
協力本部

0852-21-0015

17（日） ★ チェリヴァホール開館25周年記念
John John Festival Christmas Live

チェリヴァ
ホール

〈前売〉一般1,500、高校生以下1,000
〈当日〉一般2,000、高校生以下1,500 ／15:00

木次経済文化会館
チェリヴァホール

0854-42-1155

20（水） ☆ 毛利治郎クリスマスライブ グラントワ 〈前売〉一般1,000〈当日〉一般1,200 ／19：00 岡田 090-8993-9654
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20（水） プラバ光の杜プロジェクト2017
KAISEI アカペラライブ！！

プラバホール 無料／18:30 松江市総合文化センター 
プラバホール

0852-27-6000

23（土） 光の回廊2017関連イベント
「光の回廊コンサート」

石正美術館 無料／13:30 浜田市立
石正美術館

0855-32-4388

23（土） 第15回松江プラバ音楽コンクール プラバホール 無料／9:30 松江市総合文化センター 
プラバホール

0852-27-6000

24（日） 島根大学吹奏楽団第58回定期演奏会 島根県民会館 無料／14：00 島根大学吹奏楽団 090-1015-6067

24（日） 第62回島根大学邦楽部定期演奏会 島根県民会館 無料／13：00 島根県民会館
施設利用課

0852-22-5506

25（月） プラバ光の杜プロジェクト2017ワンダフ
ル・クリスマスタイム inプラバ光の杜

プラバホール 無料／18:30 松江市総合文化センター 
プラバホール

0852-27-6000

25（月） ジュニアオリジナル店別コンサート グラントワ 無料／15:30 宮内オリエント
商会

0856-23-0722

26（火） 第9回松江農林高等学校吹奏楽部
定期演奏会

島根県民会館 無料／16:00 島根県立
松江農林高等学校

0852-21-6772

27（水） 島根大学軽音楽部定期演奏会 島根県民会館 無料／17:00 島根大学軽音楽部 080-1635-1073

28（木） 松江北・南・東高校吹奏楽部　合同演奏会松江ハイスクール
ブラスコンサート～北南東（き・み・と）奏でるハーモニー～

プラバホール 無料／15:00 島根県立
松江東高等学校

0852-27-3700
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4（木） 熱田修二　新春 BIG SOUND FESTIVAL ビッグハート
出雲

〈前売〉2,500〈当日〉2,800 ／18:00 アツタ楽器 0853-22-7322

5
～7

（金）
（日）

☆ グラントワ・カンタート2018 グラントワ 〈5日〉一般500〈6日 or7日〉一般1,500、会員1,200、学生500
〈2日間セット券〉一般2,000 ／〈5日〉18:30〈6・7日〉10:00

グラントワ 0856-31-1860

7（日） ブラスアンサンブル “フレーリッヒェン
フロインデ ”コンサート　Vol.3

プラバホール 一般1,500、高校生以下500 ／14:00 山﨑 090-7378-4741

14（日） ★ 第30回プラバ・ニューイヤー
オペラコンサート

プラバホール 〈前売〉一般2,000、高校生以下1,000
〈当日〉一般2,500、高校生以下1,200 ／14:00

プラバチケット
コーナー

0852-27-6400

14（日） キュウソネコカミ「ヒッサツマエバ
～とぎなおし～ '17-18ツアー」

松江 AZTic 
canova

SOLD OUT ／19:00 夢番地 086-231-3531

14（日） ☆ 今福優　新春太鼓祈願2018 LOVE&PEACE 
ー舞わせる太鼓　踊らせる太鼓　祈り、打つ！ー

グラントワ 〈前売〉一般2,000、会員（当日同料金）1,000、高校生以下1,000、
〈当日〉一般2,500、高校生以下1,500、未就学児無料／13：30

グラントワ 0856-31-1860

20（土） 第36回島根大学吹奏楽部定期演奏会 プラバホール 無料［要整理券］／13:30 島根大学吹奏楽部 080-2537-2167

21（日） 第10回松江市合唱の祭典 プラバホール 無料／13:30 島根県合唱連盟
松江支部（松徳学院）

0852-21-5478

23（火） 摩天楼オペラ 10th Anniversary 
「PANTHEON TOUR -coda-」

松江 AZTic 
canova

4,500 ／19:00 夢番地 086-231-3531

25（木） Rayflower TOUR 2017-2018 
～ Brilliant Place ～

松江 AZTiC 
canova

5,000 ／18:30 夢番地 086-231-3531

27（土） 湖東かんなび学園音楽交流会 プラバホール 無料／14:00 竹矢小学校 0852-37-0535

28（日） 第29回松江プラバ室内合唱コンクール プラバホール 無料／10:00 松江市総合文化センター 
プラバホール

0852-27-6000
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3（土） ぜんぶ君のせいだ。
「みんなごと TOUR 2017 ～2018」

松江 AZTic 
canova

3,500 ／17:30 コドモメンタル
INC.

050-5278-5087

4（日） かりゆし58ハイサイロード2017-18
～変わり良し、代わりなし～

松江 AZTic 
canova

4,000 ／17:00 夢番地 086-231-3531

4（日） 第17回ラメール小中学校管弦打独奏
コンクール

ラメール 無料／10:00 雲南市加茂文化
ホール ラメール

0854-49-8500

11（日） 島根県吹奏楽連盟益田支部 
第10回 スプリングコンサート

グラントワ 無料／13:00 島根県吹奏楽連盟
益田支部

0856-28-0510

12（月） 第16回管弦打アンサンブルコンサート グラントワ 〈前売〉一般500〈当日〉一般700 ／14:00 サウンド・パレット 0856-23-7379

18（日） ★ 高橋優全国 LIVE TOUR2017-2018
「ROAD MOVIE」

島根県民会館 6,500 ／17:00 HIGHERSELF 082-545-0082

24（土） ☆ CHEMISTRY LIVE TOUR 2017-18　
「Windy」

グラントワ 7,800 ／17：00 グラントワ 0856-31-1860

24（土） ★ 第32回松江プラバ音楽祭 
三浦文彰ヴァイオリン・リサイタル

プラバホール 〈Ｓ席〉一般3,900、学生2,000〈A席〉一般3,600、学生1,800
〈B席〉一般2,800、学生1,400〈C席〉一般1,500、学生800 ／14:00

プラバチケット
コーナー

0852-27-6400

3 21（水） ★ 野田あすかピアノ・リサイタル
～全国ツアー2018 ～

島根県民会館 一般3,300、グループ券（3枚以上、1枚につき）3,000 ／13:00
チ 12/16発売

島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556
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2組様
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2組様
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【18：30】

ここからも応募できるよ♪ しまねキャッチナビ

12/22(金)必着
P.3

グラントワ･カンタート2018　
コンクール&コンサートセット券
1/6(土)･7(日)グラントワ

12/22(金)必着
P.2

田畑真希ダンス公演
「色の話、余白の色」

1/28(日)島根県民会館
※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。

12/1(金)必着
P.4

名画劇場
「ギフト 僕がきみに残せるもの」

12/9(土)島根県民会館

12/15(金)必着
P.4

チェリヴァシアター「それいけ！
アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険！」
12/23(土)チェリヴァホール

12/8(金)必着
P.10

企画展
「エドワード･ゴーリーの優雅な秘密」

12/2(土)～2018.2/5(月)石見美術館

12/8(金)必着
P.4

さんびるシアター
「八重子のハミング」

12/16(土)松江テルサ

12/1(金)必着
P.4グラントワシアター「光」

12/9(土)グラントワ

　　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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3（日） ★ 島根県洋舞連盟　プリマヴェーラ13　
創作舞台「鷺姫－さぎひめ－」

島根県民会館 1,700 ／14：00 瞳エコール・
ドゥ・バレエ

0852-28-3980

3（日） ☆ 第41回 歳末たすけあい石見神楽共演大会 グラントワ 〈前売〉大人2,000、小学生1,000
〈当日〉大人2,500、小学生1,200 ／9：00

石見神楽共演大会
実行委員会

0856-22-7120

3（日） 第42回石央ふれあい余芸大会 石央文化ホール〈前売〉大人1,000
〈当日〉大人1,200、学生500、未就学児無料／13:00

浜田ライオンズ
クラブ

0855-22-3759

6（水） 第45回浜田市創作ダンス発表会 石央文化ホール 無料／14：00 県学校体育
研究連合会

0855-32-4043

9（土） ☆ Museum× Theater:ミューシア vol.4
「エドワード・ゴーリーの優雅ないたずら」

石見美術館
（グラントワ内）

無料［要整理券、要企画展観覧券またはミュージアムパスポー
ト、定員150名］／15:00　出演：田中美礼 他

グラントワ 0856-31-1860

10（日） 平成29年松江井上松聲會　謡曲仕舞の会 松江スティック
ビル

無料／11:00 松江井上松聲會 090-3638-2183

12（火） ★ 第２回立川らく人落語会 in松江 松江スティック
ビル

〈前売〉1,000〈当日〉1,500 ／19：00 立川らく人
松江後援会

090-3632-0635

13（水） 島根県高体連ダンス発表会 グラントワ 無料／13:00 島根県立
益田高等学校

0856-22-0044

16（土） ★ 第69回歳末たすけあい松江市民余芸大会 島根県民会館 〈前売〉1,800〈当日〉2,000、小学生以下無料／13:00 山陰中央新報社
事業部

0852-32-3415

17（日） 若佐久美子バレエスクール定期発表会
エスポワール20「不思議の国のアリス」

島根県民会館 無料／16:00 若佐久美子
バレエスクール

0852-31-3173

17（日） 第39回 年忘れ益田市民余芸大会 グラントワ 〈前売〉一般1,300〈当日〉一般1,500 ／12：00 山陰中央新報
益田総局

0856-22-1800

22（金） ラウンドダンスクリスマスパーティ グラントワ 無料／9:30 田中 0856-23-6698

★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。

9



文化イベント情報を募集しています
１月以降の情報は、11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」

展　　示

event

島根県民会館 大ホール（松江市殿町）

グラントワ 講義室（益田市有明町）

￥ 〈前売〉一般2,200円、小中高生1,000円 〈当日〉一般2,500円、小中高生1,200円
時 開場13：30／開演14：00

講師 井村 恵美（郵政博物館 主席学芸員） 
時 13：30～15：30 ￥ 参加無料（要申込） 定員 先着20名
対象 小学生以上（小学3年生以下は保護者同伴）
申込方法  電話、ファクス、E-mailにて、お名前、住所、
　　　　連絡のとりやすい電話番号をお知らせください。
　　　　☎︎ 0856-31-1860　FAX 0856-31-1884　
　　　　E-mail：zaidan@grandtoit.jp

問 島根第九をうたう会　☎090-3170-4180
問 グラントワ　☎0856-31-1860

年末恒例の県民参加型コンサート。公募で集まった
オーケストラと合唱に、地元ゆかりのソリストたち
を加え、総勢300人が奏でる迫力あるステージを
どうぞお楽しみください！

不思議な世界観と緻密な線描が特徴のエドワード・
ゴーリー。ゴーリーは母に宛てて絵封筒を送ってい
ました。実際に郵送できる絵封筒を作ります。

12.2 土 〜2018. 2.5 月

12.10 日 2018.1.13 土

『ギャシュリークラムのちびっ子たち 
または 遠出のあとで』 原画 1963

 ©2010 The Edward Gorey Charitable Trust/蔵

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1/2は開館）、12/28～1/1
￥ 一般1,000円、大学生600円、小中高生300円 ※企画展のみの料金※未就学児入場不可

※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

コンサート

event 「第九」コンサートin島根
第26回県民手づくり

「手紙を贈る。封筒で遊ぶ。」
（絵封筒教室）

ワークショップ
企画展関連イベント

　　映　画
月 日 催　物　名 会　場 料金／上映時間 問い合わせ先 電話番号
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2（土） ★ チャリティー映画上映会「ちょき」 島根県民会館 1,000［完全前売制］／14:00 島根ライトハウス
福祉事業後援会事務局

0852-66-7770

9（土） ☆ グラントワシアター 「光」 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

9（土） ★ 名画劇場
「ギフト　僕がきみに残せるもの」

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、中高大生（前売・当日とも）
500、小学生以下無料、一般5枚セット券（前売・当日とも）4,000 ／①14:00 ②18:30

島根県民会館
文化事業課

0852-22-5502

9（土） ★ プリエール市民企画講座映画
「母 小林多喜二の母の物語」上映会

松江スティック
ビル

〈前売〉一般1,300〈当日〉一般1,500、高校生以下無料／
①10:00 ②15:00 ③18:00

山本 090-7990-9490

16（土） さんびるシアター「八重子のハミング」 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

23（土） チェリヴァシアター「それいけ！アンパン
マン　ブルブルの宝探し大冒険！」

チェリヴァ
ホール

〈前売〉ファミリー (会員 ･前売のみ )1,500、一般1,300、会員1,000、シニア ･小中高生500
〈当日〉一般1,500、会員1,200、シニア ･小中高生700、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

1 13（土） 避難体験上映会×島根県民会館名画劇場 島根県民会館 無料／10:00 島根県民会館
文化事業課

0852-22-5502

　　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
～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、小中生無料／9：00 ～17：00 ／
月曜日

今岡美術館 0853-25-2239

開催中
～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 ～17：00 島根県立古代
出雲歴史博物館

0853-53-8600

開催中
～12/6（水）

2017 碧い石見の芸術祭 
「第４回 小さな世界展」

石正美術館 無料／9：00 ～17：00 ／月曜日（祝日の場合は翌平日） 浜田市立
石正美術館

0855-32-4388

開催中
～12/23（土）

石本正素描展「鶏頭・芥子・糺（ただす）の森」石正美術館 一般600、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
～12/23（土）

石本正作品選Ⅲ 石正美術館 一般600、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
～12/24（日）

石見銀山遺跡　世界遺産登録10周年記念事業
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）

石見銀山遺跡　世界遺産登録10周年記念事業
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 ／毎月最終火曜日 石見銀山世界遺産
センター

0854-89-0183

開催中
～12/24（日）

石見銀山遺跡　世界遺産登録10周年記念事業
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 ／9：30 ～17：00 ／
火曜日 (祝日の場合は開館、翌平日休館 )

三瓶自然館
サヒメル

0854-86-0500

開催中
～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

開催中
～12/24（日）

100年デザイン　出西窯70年の歩み 加納美術館 一般1,000、学生（高校生以上）500 ／9:00 ／
火曜日 (祝日の場合は翌日 )

安来市加納美術館 0854-36-0880

開催中
～2018/1/8（月）

没後20年 喜多村知の風景 島根県立美術館 一般300、大学生200、高校生以下無料／10:00 ～18:30 ／
火曜（但し12/12、19、1/2は開館）、12/28 ～1/1、1/4

島根県立美術館 0852-55-4700

開催中
～2018/1/8（月）

【特別展】コズミック・ワンダー　
充溢（じゅういつ）する光

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

グラントワ 0856-31-1860

開催中
～2018/1/14（日）

開館30周年記念特別展「古代の秋鹿郡と
島根郡―松江市北部の遺跡をさぐる」

鹿島歴史民俗
資料館

大人320、高大生210、小中生110［毎週土曜日は小中生無料］／9：00 ～17：00 ／月曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/28 ～12/31、1/2 ～1/4、但し1/1は新年特別開館）

松江市立鹿島
歴史民俗資料館

0852-82-2797

開催中
～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、11/24、12/28 ～1/1

浜田市
世界こども美術館

0855-23-8451

開催中
～2018/1/21（日）

錦織恭一展　―絵画にささげた生涯― 平田本陣記念館 一般600、高校生以下無料／9：00 ～17：00 ／
火曜日、12/29 ～1/3

平田本陣記念館 0853-62-5090

開催中
～2018/1/22（月）

【冬の企画展】どんぐりまつぼっくり
身近な木の実いろいろ

宍道湖グリーン
パーク

無料／9:30 ～17:00 ／
火曜日 (祝日の場合は翌平日休み）、12/28 ～12/31

宍道湖
グリーンパーク

0853-63-0787

開催中
～2018/1/22（月）

【特別展】
「幸せをお届け！シロイルカ写真展」

アクアス 大人1,240、小中高生410、幼児無料／9:00 ～17:00 ／
11/28、12/5、12/12、12/19

しまね海洋館　
アクアス

0855-28-3900

開催中
～2018/6/10（日）

【企画展】文学の宝庫 IRELAND ～ハーンと
同時代を生きたアイリッシュ・ライターズ

小泉八雲記念館
（松江市）

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

12/1（金）
～2018/1/31（水）

【企画展】
島根県書道教育連盟「開眼」師範会書展

松江歴史館 無料／8:30 ～17:00 ／第3木曜日 松江歴史館 0852-32-1607

12/1（金）
～2018/2/28（水）

【冬季特別展】発見！
隠れた名画知られざる日本画との出会い

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

足立美術館 0854-28-7111

　　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

12

2
・ 3

（土）
（日）

【創作活動】新聞紙のシュート棒 浜田市世界
こども美術館

100 ／13:00 ～16:00 浜田市
世界こども美術館

0855-23-8451

3（日） 【講演会】「エドワード・ゴーリーを見る /
読む /訳す楽しみ」

石見美術館
（グラントワ内）

無料［要整理券、当日先着80名］／14:00　
講師：柴田元幸（アメリカ文学研究者、翻訳家）

グラントワ 0856-31-1860

3（日） 大人のための理科学習
～科学館の理科学習って何しているの？～

出雲科学館 無料［定員各回40名、小学４年生以下は入室禁止］／
①11:00 ②15:00

出雲科学館 0853-25-1500

12/6（水）
～2018/1/8（月）

由志園　黄金の島ジパング4-SEIMEI- 由志園 〈夜の入園料（16:30 ～）〉一般900、小中高生450 ／
16:30 ～20:30 ／火曜日、12/27 ～1/1

由志園 0852-76-2255

9（土） 風土記の丘教室「鏡が語る古代史」 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

9
・ 10

（土）
（日）

【創作活動】新聞紙と自然のリース 浜田市世界
こども美術館

500 ／13:00 ～16:00 浜田市
世界こども美術館

0855-23-8451

10（日） 【企画展】「文学の宝庫アイルランド」
コラボ企画英語で聞く八雲作品

小泉八雲記念館 無料［要申込、定員45名］／13:00 ～15:00 小泉八雲記念館 0852-21-2147

10（日） 第15回 学校茶道合同茶会 出雲文化伝承館 一般・付添いの保護者500、大学生以下無料／
9:00 ～15:00

出雲文化伝承館 0853-21-2460

13（水） 田畑真希ダンスワークショップ
～田畑真希と一緒に踊ろう！～

島根県民会館 無料［定員先着15名］／18:30 島根県民会館
文化事業課

0852-22-5508

16（土） 第99回島根大学ミュージアム市民講座「隠岐産黒
曜石の化学分析－石器の原産地推定方法の確立－」

松江スティック
ビル

無料／13:00 ～14:30 島根大学
ミュージアム

0852-32-6496

16（土） John John Festival 
アイルランド伝統音楽ワークショップ

カラコロ工房 3,500 ／14:00 山陰日本
アイルランド協会

0852-20-0207

16（土） 【企画展】「エドワード・ゴーリーの優雅な
秘密」スペシャルギャラリートーク

石見美術館
（グラントワ内）

無料［企画展観覧券またはミュージアムパスポートが必要］／
14:00　講師：濱中 利信（本展出品者）

グラントワ 0856-31-1860

16（土） 光の回廊2017関連イベント
「ナイトミュージアム写真教室」

石正美術館 1,500 ／18:00 ～20:00 浜田市立
石正美術館

0855-32-4388

16（土） オーブン粘土で作る
クリスマスオーナメントづくり

八雲立つ
風土記の丘

300［要申込、定員先着15名］／10:00 ～12:00 島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

16
・ 17

（土）
（日）

アクアス出張教室出雲科学館
「お魚ビリビリ教室」

出雲科学館 無料［定員各回先着24名、当日分の整理券を9:30から配布］／
①10:00 ②13:30

出雲科学館 0853-25-1500

16
・ 17

（土）
（日）

アクアス出張教室出雲科学館
「調べてみよう サメのひみつ」

出雲科学館 無料［定員各回先着30名、当日分の整理券を9:30から配布］／
①11:30 ②14:30

出雲科学館 0853-25-1500

16
・ 17

（土）
（日）

【創作活動】木の実と新聞紙でアート 浜田市世界
こども美術館

300 ／13:00 ～16:00 浜田市
世界こども美術館

0855-23-8451

23（土） 第36回明治がおくる　
クリスマスこども大会

島根県民会館 無料／14:00 山陰中央新報社 0852-32-3380

1

3（水） ☆ コメディー・クラウン・サーカス グラントワ 〈前売〉大人2,000、子ども1,000
〈当日〉大人2,500、子ども1,500 ／①13:30 ②16:30

（株）ビジネスプラン 0856-23-6116

5（金） プレジャー B の
「コメディー・クラウン・サーカス」

江津市総合
市民センター

（前売）大人2,000、小学生以下1,000
〈当日〉大人2,500、小学生以下1,500 ／18:00

プレジャー企画 
Wテイク

052-483-5959

6（土） プレジャー B の
「コメディー・クラウン・サーカス」

チェリヴァ
ホール

（前売）大人2,000、小学生以下1,000
〈当日〉大人2,500、小学生以下1,500 ／18:00

プレジャー企画 
Wテイク

052-483-5959

7（日） ★『大土地神楽・深野神楽公演』
―継承する出雲神楽―

島根県民会館 〈前売〉一般1,000
〈当日〉一般1,500、高校生以下 (前売・当日とも）500 ／14：00

島根県民会館
文化事業課

0852-22-5502

7（日） ★ 劇団四季ファミリーミュージカル
「ガンバの大冒険」

アルテピア 〈S席〉一般4,000、小学生以下3,000
〈A席〉一般3,000、小学生以下2,000［当日各500増］／14：00

安来市総合文化
ホール アルテピア

0854-21-0101

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

島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556

21（日） 大田ミュージカルスクール「フレンズ」 大田市民会館 無料／①14:00 ②15:00 大田市民会館 0854-82-0938

24（水） 第50回益田市学校ダンス発表会 グラントワ 無料／13:50 益田市立
鎌手中学校

0856-27-0520

28（日） ★ 田畑真希ダンス公演『色の話、余白の色』 島根県民会館 〈前売〉一般1,000、大学生以下700
〈当日〉一般1,500、大学生以下1,000 ／15:00

島根県民会館
文化事業課

0852-22-5508

2
11（日） ★ 春風亭昇太独演会 平田文化館 〈前売〉一般3,500、高校生以下2,000

〈当日〉一般4,000、高校生以下2,500 ／14:00
出雲市芸術文化
振興財団

0853-21-7580

24
・ 25

（土）
（日）

★ 第1回しまね演劇コンクール 島根県民会館 〈2日間共通〉一般1,000、学生500 ／10:00 島根県民会館
文化事業課

0852-22-5502

3 30（金） ★ 中村勘九郎 中村七之助　
春暁特別公演2018

島根県民会館 S席8,500、A席7,500、B席5,500 ／①11:00②15:00
チ 12/16発売

TSK山陰中央テレビ
山陰中央新報社事業部

0852-20-8888
0852-32-3415

12/2（土）
～2018/2/5（月）

★
☆

【企画展】
エドワード・ゴーリーの優雅な秘密

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 ／
火曜日（但し1/2は開館）、12/28 ～1/1

グラントワ 0856-31-1860

12/6（水）
～12/24（日）

★
☆

第64回日本伝統工芸展 島根県立美術館〈前売〉一般500〈当日〉一般600、大学生400、高校生以下無料
／10:00 ～18:30

島根県立美術館 0852-55-4700

12/7（木）
～2018/1/28（日）

わが家の宝もの展2017 益田市立雪舟の
郷記念館

一般300、小中高100 ／9:00 ～17:00 ／12/29 ～1/3 益田市立
雪舟の郷記念館

0856-24-0500

12/7（木）
～2018/1/28（日）

【企画展】わが家の宝もの展2017 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、12/29 ～1/3

益田市立
歴史民俗資料館

0856-23-2635

12/8（金）
～12/10（日）

デクパージュグループ展 グラントワ 無料／10:00 ～17:00（最終日16:00まで） 金子 0856-27-2165

12/8（金）
～12/10（日）

第45回島根県高等学校写真展 グラントワ 無料／9:00 ～17:00（初日11:00から、最終日15:00まで） 島根県高文連写真
専門部（横田高校）

0854-52-1511

12/8（金）
～12/10（日）

第8回雲南市総合芸術文化祭
～第2回神話のふるさと写真展～

チェリヴァ
ホール

無料／10:00 ～17:00（最終日16：30まで） 木次経済文化会館
チェリヴァホール

0854-42-1155

12/9（土）
～12/23（土）

いわみの冬至祭・光の回廊2017 石正美術館 無料／9:00 ～17:00 ／月曜日
※12/9、16、23は20：00まで夜間開館（ライトアップ）します

浜田市立
石正美術館

0855-32-4388

12/9（土）
～2018/2/25（日）

今岡美術館コレクション　
洋画展　具象画にめぐりあう感動

今岡美術館 一般 ･高大生600、シニア500、小中生無料／
9:00 ～17:00

今岡美術館 0853-25-2239

12/13（水）
～12/17（日）

第8回 ハマグリ貝アート展 グラントワ 無料／9:30 ～18:00（最終日13:00まで） NPO法人　
アンダンテ21

0856-24-8661

12/22（金）
～2018/1/28（日）

出雲の神楽を支える－材木屋神楽資料－ 古代出雲
歴史博物館

一般610、大学生410、小中高生200 ／9:00 ～17:00 島根県立古代出雲
歴史博物館

0853-53-8600

12/23（土）
～2018/2/25（日）

【ミニ企画展】「古墳時代の大刀」 八雲立つ
風土記の丘

一般200、大学生100、小中高生無料／9:00 ～17:00 ／
火曜日（但し1/2は開館）、12/29 ～1/1

島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

12/27（水）
～2018/1/9（火）

★ 岩合光昭の世界ネコ歩き写真展 一畑百貨店 〈前売〉一般・大学生500、中高生300〈当日〉一般・大学生700、中高生500、小学
生以下無料／10:00 ～19:00(12/31は18:00まで、最終日17:00まで）／1/1

山陰中央新報社
事業部

0852-32-3415

企画展 「エドワード・ゴーリーの優雅な秘密」

チケプレ

ペア 2 組様

【第1部】 チェロ／門脇大樹[東京芸術大学卒業・
　　　　　　　　神奈川フィルハーモニー管弦楽団首席奏者]
　　　　ピアノ／伊藤翔

【第2部】 ベートーヴェン 交響曲第９番ニ短調 作品125「合唱付き」
　　　　♪指　　揮／伊藤翔
　　　　♪ソリスト／ソプラノ：狩野麻実　
　　　　　　　　　　ア ル ト：古家孝子
　　　　　　　　　　テノール：勝部俊一郎
　　　　　　　　　　バ　　ス：井上大祐
　　　　♪オーケストラ・合唱／島根第九をうたう会

プログラム・出演者

10



文化イベント情報を募集しています
１月以降の情報は、11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」

　　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

12

2（土） ★ チャリティー映画上映会「ちょき」 島根県民会館 1,000［完全前売制］／14:00 島根ライトハウス
福祉事業後援会事務局

0852-66-7770

9（土） ☆ グラントワシアター 「光」 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

9（土） ★ 名画劇場
「ギフト　僕がきみに残せるもの」

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、中高大生（前売・当日とも）
500、小学生以下無料、一般5枚セット券（前売・当日とも）4,000 ／①14:00 ②18:30

島根県民会館
文化事業課

0852-22-5502

9（土） ★ プリエール市民企画講座映画
「母 小林多喜二の母の物語」上映会

松江スティック
ビル

〈前売〉一般1,300〈当日〉一般1,500、高校生以下無料／
①10:00 ②15:00 ③18:00

山本 090-7990-9490

16（土） さんびるシアター「八重子のハミング」 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

23（土） チェリヴァシアター「それいけ！アンパン
マン　ブルブルの宝探し大冒険！」

チェリヴァ
ホール

〈前売〉ファミリー (会員 ･前売のみ )1,500、一般1,300、会員1,000、シニア ･小中高生500
〈当日〉一般1,500、会員1,200、シニア ･小中高生700、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

1 13（土） 避難体験上映会×島根県民会館名画劇場 島根県民会館 無料／10:00 島根県民会館
文化事業課

0852-22-5502

　　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
～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、小中生無料／9：00 ～17：00 ／
月曜日

今岡美術館 0853-25-2239

開催中
～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 ～17：00 島根県立古代
出雲歴史博物館

0853-53-8600

開催中
～12/6（水）

2017 碧い石見の芸術祭 
「第４回 小さな世界展」

石正美術館 無料／9：00 ～17：00 ／月曜日（祝日の場合は翌平日） 浜田市立
石正美術館

0855-32-4388

開催中
～12/23（土）

石本正素描展「鶏頭・芥子・糺（ただす）の森」石正美術館 一般600、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
～12/23（土）

石本正作品選Ⅲ 石正美術館 一般600、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
～12/24（日）

石見銀山遺跡　世界遺産登録10周年記念事業
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）

石見銀山遺跡　世界遺産登録10周年記念事業
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 ／毎月最終火曜日 石見銀山世界遺産
センター

0854-89-0183

開催中
～12/24（日）

石見銀山遺跡　世界遺産登録10周年記念事業
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 ／9：30 ～17：00 ／
火曜日 (祝日の場合は開館、翌平日休館 )

三瓶自然館
サヒメル

0854-86-0500

開催中
～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

開催中
～12/24（日）

100年デザイン　出西窯70年の歩み 加納美術館 一般1,000、学生（高校生以上）500 ／9:00 ／
火曜日 (祝日の場合は翌日 )

安来市加納美術館 0854-36-0880

開催中
～2018/1/8（月）

没後20年 喜多村知の風景 島根県立美術館 一般300、大学生200、高校生以下無料／10:00 ～18:30 ／
火曜（但し12/12、19、1/2は開館）、12/28 ～1/1、1/4

島根県立美術館 0852-55-4700

開催中
～2018/1/8（月）

【特別展】コズミック・ワンダー　
充溢（じゅういつ）する光

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

グラントワ 0856-31-1860

開催中
～2018/1/14（日）

開館30周年記念特別展「古代の秋鹿郡と
島根郡―松江市北部の遺跡をさぐる」

鹿島歴史民俗
資料館

大人320、高大生210、小中生110［毎週土曜日は小中生無料］／9：00 ～17：00 ／月曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/28 ～12/31、1/2 ～1/4、但し1/1は新年特別開館）

松江市立鹿島
歴史民俗資料館

0852-82-2797

開催中
～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、11/24、12/28 ～1/1

浜田市
世界こども美術館

0855-23-8451

開催中
～2018/1/21（日）

錦織恭一展　―絵画にささげた生涯― 平田本陣記念館 一般600、高校生以下無料／9：00 ～17：00 ／
火曜日、12/29 ～1/3

平田本陣記念館 0853-62-5090

開催中
～2018/1/22（月）

【冬の企画展】どんぐりまつぼっくり
身近な木の実いろいろ

宍道湖グリーン
パーク

無料／9:30 ～17:00 ／
火曜日 (祝日の場合は翌平日休み）、12/28 ～12/31

宍道湖
グリーンパーク

0853-63-0787

開催中
～2018/1/22（月）

【特別展】
「幸せをお届け！シロイルカ写真展」

アクアス 大人1,240、小中高生410、幼児無料／9:00 ～17:00 ／
11/28、12/5、12/12、12/19

しまね海洋館　
アクアス

0855-28-3900

開催中
～2018/6/10（日）

【企画展】文学の宝庫 IRELAND ～ハーンと
同時代を生きたアイリッシュ・ライターズ

小泉八雲記念館
（松江市）

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

12/1（金）
～2018/1/31（水）

【企画展】
島根県書道教育連盟「開眼」師範会書展

松江歴史館 無料／8:30 ～17:00 ／第3木曜日 松江歴史館 0852-32-1607

12/1（金）
～2018/2/28（水）

【冬季特別展】発見！
隠れた名画知られざる日本画との出会い

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

足立美術館 0854-28-7111

　　その他
月 日 催　物　名 会　場 料金／開催時間 問い合わせ先 電話番号
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2
・ 3

（土）
（日）

【創作活動】新聞紙のシュート棒 浜田市世界
こども美術館

100 ／13:00 ～16:00 浜田市
世界こども美術館

0855-23-8451

3（日） 【講演会】「エドワード・ゴーリーを見る /
読む /訳す楽しみ」

石見美術館
（グラントワ内）

無料［要整理券、当日先着80名］／14:00　
講師：柴田元幸（アメリカ文学研究者、翻訳家）

グラントワ 0856-31-1860

3（日） 大人のための理科学習
～科学館の理科学習って何しているの？～

出雲科学館 無料［定員各回40名、小学４年生以下は入室禁止］／
①11:00 ②15:00

出雲科学館 0853-25-1500

12/6（水）
～2018/1/8（月）

由志園　黄金の島ジパング4-SEIMEI- 由志園 〈夜の入園料（16:30 ～）〉一般900、小中高生450 ／
16:30 ～20:30 ／火曜日、12/27 ～1/1

由志園 0852-76-2255

9（土） 風土記の丘教室「鏡が語る古代史」 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

9
・ 10

（土）
（日）

【創作活動】新聞紙と自然のリース 浜田市世界
こども美術館

500 ／13:00 ～16:00 浜田市
世界こども美術館

0855-23-8451

10（日） 【企画展】「文学の宝庫アイルランド」
コラボ企画英語で聞く八雲作品

小泉八雲記念館 無料［要申込、定員45名］／13:00 ～15:00 小泉八雲記念館 0852-21-2147

10（日） 第15回 学校茶道合同茶会 出雲文化伝承館 一般・付添いの保護者500、大学生以下無料／
9:00 ～15:00

出雲文化伝承館 0853-21-2460

13（水） 田畑真希ダンスワークショップ
～田畑真希と一緒に踊ろう！～

島根県民会館 無料［定員先着15名］／18:30 島根県民会館
文化事業課

0852-22-5508

16（土） 第99回島根大学ミュージアム市民講座「隠岐産黒
曜石の化学分析－石器の原産地推定方法の確立－」

松江スティック
ビル

無料／13:00 ～14:30 島根大学
ミュージアム

0852-32-6496

16（土） John John Festival 
アイルランド伝統音楽ワークショップ

カラコロ工房 3,500 ／14:00 山陰日本
アイルランド協会

0852-20-0207

16（土） 【企画展】「エドワード・ゴーリーの優雅な
秘密」スペシャルギャラリートーク

石見美術館
（グラントワ内）

無料［企画展観覧券またはミュージアムパスポートが必要］／
14:00　講師：濱中 利信（本展出品者）

グラントワ 0856-31-1860

16（土） 光の回廊2017関連イベント
「ナイトミュージアム写真教室」

石正美術館 1,500 ／18:00 ～20:00 浜田市立
石正美術館

0855-32-4388

16（土） オーブン粘土で作る
クリスマスオーナメントづくり

八雲立つ
風土記の丘

300［要申込、定員先着15名］／10:00 ～12:00 島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

16
・ 17

（土）
（日）

アクアス出張教室出雲科学館
「お魚ビリビリ教室」

出雲科学館 無料［定員各回先着24名、当日分の整理券を9:30から配布］／
①10:00 ②13:30

出雲科学館 0853-25-1500

16
・ 17

（土）
（日）

アクアス出張教室出雲科学館
「調べてみよう サメのひみつ」

出雲科学館 無料［定員各回先着30名、当日分の整理券を9:30から配布］／
①11:30 ②14:30

出雲科学館 0853-25-1500

16
・ 17

（土）
（日）

【創作活動】木の実と新聞紙でアート 浜田市世界
こども美術館

300 ／13:00 ～16:00 浜田市
世界こども美術館

0855-23-8451

23（土） 第36回明治がおくる　
クリスマスこども大会

島根県民会館 無料／14:00 山陰中央新報社 0852-32-3380

1

3（水） ☆ コメディー・クラウン・サーカス グラントワ 〈前売〉大人2,000、子ども1,000
〈当日〉大人2,500、子ども1,500 ／①13:30 ②16:30

（株）ビジネスプラン 0856-23-6116

5（金） プレジャー B の
「コメディー・クラウン・サーカス」

江津市総合
市民センター

（前売）大人2,000、小学生以下1,000
〈当日〉大人2,500、小学生以下1,500 ／18:00

プレジャー企画 
Wテイク

052-483-5959

6（土） プレジャー B の
「コメディー・クラウン・サーカス」

チェリヴァ
ホール

（前売）大人2,000、小学生以下1,000
〈当日〉大人2,500、小学生以下1,500 ／18:00

プレジャー企画 
Wテイク

052-483-5959

7（日） ★『大土地神楽・深野神楽公演』
―継承する出雲神楽―

島根県民会館 〈前売〉一般1,000
〈当日〉一般1,500、高校生以下 (前売・当日とも）500 ／14：00

島根県民会館
文化事業課

0852-22-5502

7（日） ★ 劇団四季ファミリーミュージカル
「ガンバの大冒険」

アルテピア 〈S席〉一般4,000、小学生以下3,000
〈A席〉一般3,000、小学生以下2,000［当日各500増］／14：00

安来市総合文化
ホール アルテピア

0854-21-0101

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

島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556

21（日） 大田ミュージカルスクール「フレンズ」 大田市民会館 無料／①14:00 ②15:00 大田市民会館 0854-82-0938

24（水） 第50回益田市学校ダンス発表会 グラントワ 無料／13:50 益田市立
鎌手中学校

0856-27-0520

28（日） ★ 田畑真希ダンス公演『色の話、余白の色』 島根県民会館 〈前売〉一般1,000、大学生以下700
〈当日〉一般1,500、大学生以下1,000 ／15:00

島根県民会館
文化事業課

0852-22-5508

2
11（日） ★ 春風亭昇太独演会 平田文化館 〈前売〉一般3,500、高校生以下2,000

〈当日〉一般4,000、高校生以下2,500 ／14:00
出雲市芸術文化
振興財団

0853-21-7580

24
・ 25

（土）
（日）

★ 第1回しまね演劇コンクール 島根県民会館 〈2日間共通〉一般1,000、学生500 ／10:00 島根県民会館
文化事業課

0852-22-5502

3 30（金） ★ 中村勘九郎 中村七之助　
春暁特別公演2018

島根県民会館 S席8,500、A席7,500、B席5,500 ／①11:00②15:00
チ 12/16発売

TSK山陰中央テレビ
山陰中央新報社事業部

0852-20-8888
0852-32-3415

12/2（土）
～2018/2/5（月）

★
☆

【企画展】
エドワード・ゴーリーの優雅な秘密

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 ／
火曜日（但し1/2は開館）、12/28 ～1/1

グラントワ 0856-31-1860

12/6（水）
～12/24（日）

★
☆

第64回日本伝統工芸展 島根県立美術館〈前売〉一般500〈当日〉一般600、大学生400、高校生以下無料
／10:00 ～18:30

島根県立美術館 0852-55-4700

12/7（木）
～2018/1/28（日）

わが家の宝もの展2017 益田市立雪舟の
郷記念館

一般300、小中高100 ／9:00 ～17:00 ／12/29 ～1/3 益田市立
雪舟の郷記念館

0856-24-0500

12/7（木）
～2018/1/28（日）

【企画展】わが家の宝もの展2017 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、12/29 ～1/3

益田市立
歴史民俗資料館

0856-23-2635

12/8（金）
～12/10（日）

デクパージュグループ展 グラントワ 無料／10:00 ～17:00（最終日16:00まで） 金子 0856-27-2165

12/8（金）
～12/10（日）

第45回島根県高等学校写真展 グラントワ 無料／9:00 ～17:00（初日11:00から、最終日15:00まで） 島根県高文連写真
専門部（横田高校）

0854-52-1511

12/8（金）
～12/10（日）

第8回雲南市総合芸術文化祭
～第2回神話のふるさと写真展～

チェリヴァ
ホール

無料／10:00 ～17:00（最終日16：30まで） 木次経済文化会館
チェリヴァホール

0854-42-1155

12/9（土）
～12/23（土）

いわみの冬至祭・光の回廊2017 石正美術館 無料／9:00 ～17:00 ／月曜日
※12/9、16、23は20：00まで夜間開館（ライトアップ）します

浜田市立
石正美術館

0855-32-4388

12/9（土）
～2018/2/25（日）

今岡美術館コレクション　
洋画展　具象画にめぐりあう感動

今岡美術館 一般 ･高大生600、シニア500、小中生無料／
9:00 ～17:00

今岡美術館 0853-25-2239

12/13（水）
～12/17（日）

第8回 ハマグリ貝アート展 グラントワ 無料／9:30 ～18:00（最終日13:00まで） NPO法人　
アンダンテ21

0856-24-8661

12/22（金）
～2018/1/28（日）

出雲の神楽を支える－材木屋神楽資料－ 古代出雲
歴史博物館

一般610、大学生410、小中高生200 ／9:00 ～17:00 島根県立古代出雲
歴史博物館

0853-53-8600

12/23（土）
～2018/2/25（日）

【ミニ企画展】「古墳時代の大刀」 八雲立つ
風土記の丘

一般200、大学生100、小中高生無料／9:00 ～17:00 ／
火曜日（但し1/2は開館）、12/29 ～1/1

島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

12/27（水）
～2018/1/9（火）

★ 岩合光昭の世界ネコ歩き写真展 一畑百貨店 〈前売〉一般・大学生500、中高生300〈当日〉一般・大学生700、中高生500、小学
生以下無料／10:00 ～19:00(12/31は18:00まで、最終日17:00まで）／1/1

山陰中央新報社
事業部

0852-32-3415

企画展 「エドワード・ゴーリーの優雅な秘密」
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