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【作・主演】 髙須賀千江子
【演出】 パフォーマンスカンパニー神結
【音楽監督・特別出演】 Aika ー橋本恵子ー
【出演】 神田剛志、 涌井良介、 角森行宏  ほか

島根県民会館
島根県民会館からのお知らせです！

県内アーティスト発掘公演事業

県内アーティスト発掘公演事業

ミュージカル
「いなたひめ〜おろちの森〜」

出雲市を拠点に活動するパフォーマン
スカンパニー「神結」が出雲神話『ヤマタ
ノオロチ伝説』を新たな切り口で描いた
ミュージカル「いなたひめ〜おろちの森
〜」をメテオプラザで上演。
歴史深い美保関町で、県内で活動する芸
術団体による出雲神話のミュージカル
をぜひお楽しみください！

飯南神楽団（飯石
郡飯南町）による
石見神楽公演を雲
南にて開催！
『土蜘蛛』『大蛇』と
人気の演目を上演
します。勇壮な舞
楽、華やかな衣装
と演出は見ごたえ
十分。石見神楽の
世界をたっぷりと
ご堪能下さい。

昨年大変好評だったファ
ミリー・シネマを今年も
開催！普段周りを気にし
てゆっくり映画館に行け
ないパパさん＆ママさん
も、お子さんと一緒に映
画をお楽しみいただけま
す♪今回はドイツ発の元
気溢れるキッズムービー
を上映します。

最新チケット情報

石見神楽「飯南神楽団」雲南公演

託児スペース・授乳スペース・
おむつ替えスペースあり！

ファミリー・シネマでは…
赤ちゃんが驚かないように照明は
明るく音量は小さめです。

ベビーカーのお預かりもします！

「途中退出OK」
「おはなしOK」

髙須賀千江子ヨガワークショップ

参加団体募集中！「流山ブルーバード」

問 島根県民会館文化事業課　☎0852-22-5502

時 開場10：00／開演10：30
￥ 小学生以下無料
　 〈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

島根県民会館 
中ホール（松江市殿町）

※各サービスは映画上映中でも利用可。近くのスタッフにお気軽にお声かけください。
※小学生以下のお客様のみでのご鑑賞はご遠慮ください。
　ご来場のお客様には、小さいお子様のご鑑賞へのご理解とご協力をお願い申し上げます。

5.26 土

6.16 土

2.10 土

人間を信じよう　全てゆだねよう　この大地を！

しまね文化振興財団は、
県内で活躍する地元のアーティストを応援します！

斉藤和義デビュー25周年を迎える
アニバーサリーイヤーの2018年全国ツアー
島根県民会館公演決定！

10代を中心に男女問わず共感＆胸キュンの
嵐を巻き起こしている３ピースロックバンド
SHISHAMOが島根県民会館にやって来る！

問 島根県民会館文化事業課
 　☎0852-22-5508

問 島根県民会館文化事業課　☎0852-22-5508

時 開場15：30／開演16：00
￥ 全席自由
　 〈前売〉一般1,300円、高校生以下500円
　 〈当日〉一般1,500円、高校生以下700円

時 開場13：30／開演14：00
￥ 全席自由　〈前売〉高校生以上1,000円、中学生以下500円
　　　　　　 〈当日〉高校生以上1,500円、中学生以下1,000円

メテオプラザ（松江市美保関町）

雲南市古代鐵
てつ

歌謡館（雲南市大東町）

※3歳以下入場不可

※未就学児の膝上鑑賞無料。但し、座席が必要な場合は有料

2.11 日

3.11 日

託児あり
要予約
2/4 締切

（公財）しまね文化振興財団が、島根県内で活動するアーティストや芸術団体の
文化活動を県民と地域に紹介する取り組み。県内の文化交流と芸術の地産地賞
をめざし、公共ホールや芸術団体と協力して開催しています。

14：00・18：30も上映あり！詳しくはP.4へ

KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2018
斉藤和義

SHISHAMO 
ワンマンツアー 2018春

名画劇場

『世界でいちばんのイチゴミルクの
つくり方』 ファミリー・シネマ

島根県民会館
開館50周年記念事業

©Veit Helmer Film-produktion

出演団体および演目

問 夢番地（岡山）
　 ☎086-231-3531
　 （平日11：00〜19：00）

問 夢番地（岡山）
　 ☎086-231-3531
　 （平日11：00〜19：00）

時 開場16：45
　 開演17：30　
￥ 全席指定　5,000円
　 ※3歳以上チケット必要

時 開場16：30
　 開演17：00　
￥ 指定席　6,800円

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）

※３歳未満入場不可

2/17 土
チケット
発売開始

友の会先行予約あり

2/25 日
チケット
発売開始

友の会先行予約あり

託児あり
要予約
2/4 締切

「県内アーティスト発掘公演事業」とは

2.4 日
場 メテオホール（メテオプラザ内）
時 10：00〜11：00　￥ 500円、小学生無料　講師 髙須賀千江子
本公演で主演のいなたひめ役を演じる髙須賀千江子によるヨガワークショップ。
セルフマッサージをメインにしたリラックスヨガです。詳しくは県民会館 HP で。

大蛇

【出演】飯南神楽団（島根県飯石郡飯南町）
【演目】土蜘蛛／大蛇

※演目は変更の可能性があります。
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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 開場13：30／開演14：00　
￥ 〈A席〉一般3,600円、学生1,800円
　 〈B席〉一般2,800円、学生1,400円

時 開場13：30／開演14：00　
￥ 〈前売〉一般1,500円、高校生以下1,000円 〈当日〉一般1,800円、高校生以下1,300円 

問 プラバチケットコーナー　☎0852-27-6400問 松江フルートソサイエティー事務局　☎090-4570-5447

FROGMAN　小野亮氏
CG クリエイター・声優・監督
2006年「秘密結社 鷹の爪」を地上波で発
表後テレビ・映画シリーズを次々と公開。
2012年4月、しまねコンテンツ産業振
興アドバイザー就任。
2013年11月、松江市観光大使就任。

飯南町文化協会設立10周年を記念し、
「秘密結社鷹の爪」の作者 FROGMAN
（小野亮）氏を迎えて、トークショーと初
監督作品上映を開催します。上映作品
は、旧頓原小学校の木造校舎と講堂を記
録した2003年の作品「最後の卒業式」。
映画が製作された当時の意気込みや情
熱を振り返り、今後の飯南町における文
化活動の発展を考えます。

昨年デビュー26年目を迎え、新
たな一歩となる一作 「心化粧」
をリリースした田川寿美と、

「松江恋しぐれ」などの島根県
のご当地ソングで知られ、松江
観光大使を務める永井裕子の
コンサートをメテオプラザで
開催！

繊細かつダイナミックな音楽を奏でるピ
アニスト、大

おお

井
い

健
たけし

。あらゆるジャンルの
音楽を自在に表現する作曲家、中

なかむらくにひろ

村匡宏。
新しい時代の到来を告げる新感覚ピア
ノデュオ『鍵盤男子』が、2017年冬にメ
ジャーデビューを飾ったアルバム『The 
future of piano』を引っさげ大田市民会館
にやってくる！どうぞお見逃しなく！

出　演

出　演

5 名様
企画展

ファミリー・シネマでは…

時 開場13：30／開演14：00
￥ 全席自由
　〈前売〉1,000円、会員800円
　〈当日〉1,200円、会員1,000円
　　　　高校生以下無料

時 開場14：30／開演15：00
￥ 全席自由
 　〈前売〉4,000円〈当日〉5,000円

時 開場18：30／開演19：00
￥ 一般3,500円、高校生以下1,500円

※未就学児入場不可 ※未就学児入場不可

※3歳以下入場不可

※S席、C席は完売しました　※残席わずか
※未就学児入場不可

【指　揮】加藤幹雄
　　　　（島根県オーケストラ連絡協議会長）

【ゲスト】東京アーティスツ合奏団
【演奏曲】♪コレルリ「クリスマス協奏曲」
　　　　♪シュトラウス2世「こうもり序曲」
　　　　♪エルガー「愛の挨拶」　ほか

田川寿美、 永井裕子、 京太郎

グラントワ弦楽合奏団　
第７回定期演奏会

FROGMANトーク＆初監督作品上映

田川寿美・永井裕子
コンサート 鍵盤男子コンサートツアー2018

The future of piano

飯南町文化協会設立10周年記念事業

７回目となる定期
演奏会。今年も「東
京アーティスツ合
奏団」をゲストに
迎え、弦楽が奏で
る豊かな響きをお
届けします。

新しいピアノ音楽の到来を告げる、
超絶技巧を駆使した高速ピアノ連弾！

問 グラントワ  ☎0856-31-1860

問 メテオプラザ　☎0852-72-3939 問 大田市民会館　☎0854-82-0938

グラントワ 小ホール
（益田市有明町）

メテオプラザ（松江市美保関町）
大田市民会館 大ホール（大田市大田町）

三浦文彰ヴァイオリン・リサイタル松江フルートソサイエティー
ヴァレンタイン コンサート

プラバホール（松江市西津田）

松江イングリッシュガーデン（松江市西浜佐陀町）

2009年世界最難関とも言われるハノーファー
国際コンクールにおいて、史上最年少の16歳で
優勝した三浦文彰。共演のイタマール・ゴランと
のコンビネーションと使用ヴァイオリン
ストラディヴァリウス1704年製作
“Viotti” に注目！

クラシック、ポップス、ジャ
ズと幅広いジャンルの音楽
を、ピッコロ、フルート、アル
ト、バスの、４種類のフルー
トのアンサンブルでお届け
します。
ヴァレンタインのひととき
を、フルートの音色とともに
お楽しみください。

NHK大河ドラマ「真田丸」のメインテーマを弾いた
三浦文彰が松江プラバホールに初登場！

3.11 日2.17 土

3.18 日 3.18 日

2.24 土2.12 月

お正月も終わり、いよいよ新しい2018年が始まりました。
新春にぴったりの楽しいイベントをご紹介します。

出　演

三浦文彰（ヴァイオリン）
共演：イタマール・ゴラン（ピアノ）

曲 目

♪ロッシーニ／歌劇 「ウイリアム・テル」 序曲
♪ビゼー／「カルメン組曲」より
♪ガーランド／「イン・ザ・ムード」　ほか

託児あり
要予約

2/24 締切

託児あり
要予約
3/4 締切

託児あり
要予約

2/17 締切

©Yuji Hori

チケプレ

ペア 2 組様

KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2018
斉藤和義

『世界でいちばんのイチゴミルクの
つくり方』 ファミリー・シネマ

時 12：00〜17：00（予定）　
￥ 無料
問 飯南町教育委員会
 　☎0854-76-3944

赤名農村環境改善
センター（飯石郡飯南町）

プロフィール

問 夢番地（岡山）
　 ☎086-231-3531
　 （平日11：00〜19：00）

問 夢番地（岡山）
　 ☎086-231-3531
　 （平日11：00〜19：00）

時 開場16：45
　 開演17：30　
￥ 全席指定　5,000円
　 ※3歳以上チケット必要
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Mue & Sai

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〉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

10：30/14：00/18：30 10：00/14：00/18：30 10：00/14：00

普通であることを美徳とする村に、消費者調
査会社 “ 銀色団 ” がモニター調査にやってき
た。新商品に夢中な大人たちは、奇想天外なこ
とをする老人たちをホームに入れてしまう。
おじいちゃんおばあちゃんを救い出すため、こ
どもたちは幼稚園を脱出して救出活動を開始
する。（2014年 /ドイツ/83分）

バツイチ子持ちの中年サラリーマン・信は、奈
苗と再婚。彼女の二人の連れ子にも父親として
誠心誠意を尽くし、ささやかな幸せを感じなが
ら暮らしていた。
二度目だからこそ新たな家庭を大事にしてき
た信だったが、奈苗が妊娠したことをきっかけ
に長女が本当の父親に会いたいと言い出す。

（2017年 /日本 /127分）

向井理の祖母である芦村朋子さんの半生記
を、向井自身が企画に携わり映画化。主演は
尾野真千子、向井が夫の吾郎役を務め、岸本
加世子・駿河太郎・イッセー尾形・野際陽子など
の名優が脇を固める。
突然倒れてしまった祖母にかわり手記をまとめ
ていくことになった孫の理は、祖父と祖母が歩
んできた戦中戦後の波乱に満ちた道のりと、深
い絆によって結ばれた50年におよぶ夫婦と家
族の歴史を知ることに…。

（2017年 /日本 /114分）

監督：ファイト ･ ヘルマー
出演：ノラ ･ ボーネル、ジャスティン ･ ウィルケ ほか

監督：三島有紀子
出演：浅野忠信、田中麗奈、南沙良　ほか

監督：深川栄洋 
出演：尾野真千子、向井理　ほか

10：30･14：00 日本語吹替上映
18：30 日本語字幕上映

©Veit Helmer Film-produktion

©2016「幼な子われらに生まれ」製作委員会 ©2017「いつまた、君と　何日君再来」製作委員会

世界中の子ども映画祭を席巻！
世界一フツーな町で、やんちゃな4歳児と
ハナグマが巻き起こす奇想天外な大騒動 血のつながらない家族、血のつながった他人

— つまずき、傷つきながらも
　　　幸せを紡いでいく大人たちの、
　　　　アンサンブルムービー

俳優・向井理の祖母の手記を映画化！
戦後を生きぬいたすべての家族の物語

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

世界でいちばんの
イチゴミルクの
つくり方

幼な子
われらに生まれ

いつまた、君と 
何
ホーリージュンザイライ

日君再来
2.10
（土）

2.10
（土）

2.25
（日）名画劇場 グラントワ

シアター
さんびる
シアター

シネマ・カフェOPEN！

10：30の回は「ファミリー･シネマ」

のつ農園×タパタパ
のつ農園のいちごを使った

スペシャルドリンク＆スイーツが登場！

小さなお子さんがいるご家族向けの上映会。
詳しくは２Pをご覧ください。

むー。

ショー館。近くの日比谷界隈にはみゆき座、ス

カラ座があるがこれらも全てシネコンに吸収さ

れるという。効率の悪い大劇場を整理しスク

リーン数を増やすということか。これに対し単

独の“映画館文化”が無くなるに等しいとの沈

痛な声も聞かれる。

かつて東京には“一流館”と呼ばれる劇場

が存在した。70ミリ館の「有楽座」、「丸の内ピ

カデリー」、「新宿プラザ」、シネラマ館の「テア

トル東京」など。これらの映画館を一番館とし、

二番、三番館で構成されたピラミッド形式の劇

場文化で育った世代には伝統ある劇場名が消え

ること自体が寂しい。

「落差」とは変化なのか進歩なのか。70ミリ、

シネラマスクリーンなどの単語さえ過去のもの

になった。我が青春のとき。食事代を惜しんで

も大劇場に向かった時のときめきは遊園地化し

たシネコンでは味わえない…。

昨年のキネマ旬報 12 月号に掲載されていたこん

な一文が気になった。「14 歳の生の記録と 86 歳の

受け取り方の違い。映画も同じなのか？落差を痛切

に考える暮」（映画評論家・秦早穂子）。

以前このコーナーでも採りあげたことがあるが、

秦さんは「太陽がいっぱい」を初めて日本に紹介し

た人。同時に「勝手にしやがれ」などフランス映画

の名作の輸入も数多く行った。溜息のような文章は

“映画は社会を映す窓”と重なる。

2018年から映画界は大きく変わるという。驚いた

のは東京・有楽町の日劇が無くなるというニュース。

日劇といえば有楽町のシンボルでもあるロード

2017年の大晦日。BS プレミアムが黒澤明監

督特集を組んだ。

放映作品は「七人の侍」「生きる」「用心棒」「椿

三十郎」「赤ひげ」の５本。一挙に鑑賞できるチャ

ンスはめったにない。数時間後には年が変わる

というのにテレビの前に座り込んでしまった。

完璧主義とされる黒澤作品。全放映作品を

観終わった感想はそれぞれが今は亡き優れた脇

役陣に支えられているということ、黒澤作品と

は集団劇だったのだ。白眉は志村喬主演の「生

きる」。もう一度劇場の大きなスクリーンで観

たい。

それにしても「作品には不適切な表現があり

ますが…」の字幕はどうしたものか。「鑑賞」よ

り「見方」。これも受け取り方の違いか。

～別れの大劇場～

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
2/3 締切

14：00/18：30
の回のみ

託児あり
要予約
2/3 締切
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出雲市域の「荒神」は特徴があるのです。
　ところで「荒神」が舞われた意味という視点
に立って、国譲り神話などの背景を除いて考え
ると、少なくとも台本に記されるようになった 18
世紀末以後においては、「荒神」は国土・大地
を守護する荒神の由来を語る演目であったと考
えられます。さらにいえば、とりわけ出雲地方を
中心に戸外で神木に藁

わらへび

蛇などを巻くなどして祭
られる荒神（祭神はスサノヲとされることが多い）
の由来を語るものであったと思われます。
　この推定の根拠として末社神の詞がありま
す。末社神は各演目の前などに登場し、演目の
内容や由来を語る役割を果たしていましたが、
18 世紀末の台本に見える「荒神」の末社神の
詞の中に以下の言い立てがあるのです。
　１　スサノヲの気により根の国が荒れたた

め、日神はタケミカヅチとフツヌシを平
定のために中ツ国に派遣する。スサノヲ
は日神の勅に応じ、地神としての荒神と
祀られるようになった。

　２　屋敷の戌亥に祀る神を荒神という。

　林木屋の神楽資料を展示する期間限定展示
は１月 28 日で終了しましたが、引き続きこの展
示からのこぼれ話を。
　神楽の演目「荒神」は、出雲市域において
は国譲り神話を背景としたものになっています。
すなわち、タケミカヅチとフツヌシが天の下を平
定するために登場し、やがて鬼面のタケミナカ
タが現れ戦いとなりますが、タケミナカタは降
参する、といった内容です。国譲り神話を背景
にしていますが、オオクヌヌシは登場しません。
　国譲り神話を背景にもつ演目は、県内には

「鹿
か

島
しま

」、「国
くにゆずり

譲」など多くありますが、これらで
はオオクニヌシが登場します。まずこの点で、「荒
神」は出雲市域に特徴的な演目といえます。
　一方、「荒神」という演目に注目すると、県
内には色々なバリエーションがありました。天
照大神が魔王を平定し、その後、魔王が荒神
となって国土を守護するという筋立てのもの、
日御碕の傍らに住む者が大和国笠山に詣で、
邪神を平らげた国家の守護神としての土祖神に
出会うという筋立てなどです。筋立てから見ても、

林
木
屋
神
楽
資
料

こ
ぼ
れ
話 

荒こ
う
じ
ん神

林
木
屋
神
楽
資
料

ご
ぼ
れ
話
　
荒
神

　実際、築地松地帯を中心に荒神は屋敷の
戌
いぬ

亥
い

に祀られていますので、「荒神」は荒神
の由来、さらにいえば、その神格がスサノヲ
であることを語る演目であったと考えられるの
です。
　このように見ると、出雲市域の「荒神」で
平定されるのは、かつてはタケミナカタでは
なく、スサノヲであったことがわかります。し
かし、スサノヲがタケミカヅチなどに平定され
るという筋立ては神話的に矛盾しますので、
これを解決するためにタケミナカタに変化し
たようです。しかしこのために、なぜこの演
目が「荒神」であるのかもわからなくなってし
まったようです。

古代出雲歴史博物館  品 川 知 彦

広 告

（当日券：S席6,500円税
込 /A席5,500円税

込）前売券

〒692-0014 安来市飯島町70
TEL  0854-21-0101

検索アルテピア http：//www.artepia.jp

安来市総合文化ホール アルテピア
ローソンチケット
フォト文具いちかわ広瀬本店 
フォト文具いちかわプラーナ店 
安来観光交流プラザ（JR安来駅内）
島根県民会館チケットコーナー
米子市文化ホール
アルテプラザ（米子天満屋4階）
アクティブ・プロ

℡0854-21-0101
℡0570-084-006（Lコード：62004）
℡0854-32-2416
℡0854-21-0201
℡0854-23-7667
℡0852-22-5556
℡0859-35-4171
℡0859-38-5127
℡0859-48-0700

プ
レ
イ
ガ
イ
ド

お
問
合
せ

©Ikko Narahara

　島根県立美術館ではこの度、日本を代表する写真家・奈良原一高（1931-）の《肖像

の風景》シリーズ全161点を、作家より一括してご寄贈いただきました。松江高校の

卒業生である奈良原がはじめて肖像写真に取り組んだこのシリーズは、時代を担う各

界のリーダーを、新鮮な感覚で捉えています。日本の頂点に立つ人々に対峙しながら、

肖像写真の枠を超えた、奈良原一高の鋭敏な感性あふれる作品群となっています。

ギャラリートーク（作品解説：蔦谷典子・主席学芸員）
◎日時／2月4日（日）、3月24日（土）、4月22日（日）各回14：00～
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Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday日 月 火 水 木 金 土

応募〆切

2 月12 日（月）
必着

1 2月に島根県民会館で
ハートフルコンサートを鑑賞し
ました。海上自衛隊呉音楽
隊と松江高専生との合同演
奏は特に心に残り、音楽とは
よいものだなと改めて思いまし
た！（出雲市 S･Kさん）

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

新春を飾る1月号の表紙。
戌年に因んでの犬登場かと
思いきや猿雅楽団！日本古
代の御寿芸能「猿楽座」に

“めでたさ”上上でした。
（浜田市 I･Kさん）

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

「人生フルーツ」を、遠方の
為見に行けずガッカリしてい
た所でした。今回は、ぜひぜ
ひ、観に行きたいです！！1月号
の表紙のブルーが、とても目
をひき、明るい1年をイメージ
できて、すぐ手に取りました!!!

（出雲市 A･Oさん）

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

東京に行かなくても、舞台も
歌舞伎も見る事ができて、な
んだかとっても幸福な気持ち
です。（松江市 T･Nさん）

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

シネマ恋恋を読んで、オゾン
監督やカウリスマキ作品が
観てみたくなりました。今年も
色んな文化とであえますよう
に。（広島市 H･Wさん）

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

新春イベントを参考に新春も
楽しくお出掛けできます。い
つもありがたく見ています。

（出雲市 F･Hさん）

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

鳥取県に引越してからも、
度々島根のイベント等に出
掛けて楽しんでいます！「シネ
マ恋恋」で紹介されるような
映画がもっと山陰でも上映さ
れることを希望しています。

（米子市 Y･Hさん）

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

カレンダーの挿絵がとても愛
らしくて好きです♥

（松江市 M･Kさん）

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

初めてキャッチを読みました。
シネマ恋恋も楽しいですね。チ
ケットが当たったら母と行きた
いです。（松江市 Y･Kさん）

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

2018年も良い年になりますよ
うに。（江津市 T･Kさん）

○コ かりゆし58（松江AZTic canova）
○コ ラメール小中学校管弦打独奏コンクール（ラメール）

○コ 安来ウインドオーケストラ定期演奏会 （アルテピア）
○コ サウンドライブしまね
　アマチュア・ミュージック・フェスティバル（グラントワ）
○コ 高橋優（島根県民会館）
○コ 中央キッズバンド　ウインターコンサート（プラバホール）

○コ やすぎ和太鼓まつり （アルテピア）
○コ 山陰フィルハーモニー管弦楽団　

定期演奏会 （プラバホール）
○演 雲南神楽フェスティバル（チェリヴァホール）
○映 さんびるシアター「いつまた、君と～何日君再来～」

（松江テルサ）

○コ CHEMISTRY（グラントワ）
○コ 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）
○演 【しまね演劇フェスティバル2017】

しまね演劇コンクール（島根県民会館、25日も）
○映 映画「加奈子のこと」「おひとりさまを生きるPart2

～最期の選択」（あすてらす）

○コ 島根県吹奏楽連盟益田支部  
スプリングコンサート（グラントワ）

○演 春風亭昇太独演会（平田文化館）
○演 いなたひめ～おろちの森～（メテオプラザ）

○コ NHK「新・BS日本のうた」公開収録
（グラントワ）

○コ 管弦打アンサンブルコンサート（グラントワ）
○コ Ensemble Colorato（松江スティックビル）
○コ 松江フルートソサイエティーヴァレンタイン

コンサート（松江イングリッシュガーデン）
○コ Rhythmix vol.8<音>の出会い

（ビッグハート出雲）
○コ 古志原金管バンドクラブ ドリーム

フェスティバル（プラバホール）
○演 桂吉弥落語会（大社文化プレイスうらら館）

○コ 島根大学室内合奏団との共演による
松江バッハ・カンタータ・フェライン 

（島根県民会館）

○コ ぜんぶ君のせいだ。（松江AZTic canova）
○コ 全日本アンサンブルコンテスト中国大会

（島根県民会館、4日も）
○演 UNNANアートスタート「Baby Space」

（チェリヴァホール）

○コ Survive Said The ProphetMAGIC 
HOUR 2018（出雲APOLLO）

○コ 島根大学教育学部音楽教育専攻卒業演奏会
（プラバホール、11日も）

○映 グラントワシアター「幼な子われらに生まれ」
（グラントワ）

○映 名画劇場「世界でいちばんのイチゴミルクの
つくり方」（島根県民会館）

キャッチ3月号
発 行 予 定 日

振替休日建国記念の日

※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（但し2/12は開館）
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2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

今月は有名な猫のミュージカル

劇団が『キャッツ』の公演をし

に来てくれました。

さすが皆さん猫なだけあって、

しなやかで素早いダンスで舞

台を縦横無尽に駆け回る姿は

とてもカッコいいです！しかし

個性豊かで気まぐれなところも

また猫らしく、KOBITOの女子たちをメロメロにしている猫さ

んや、ゴミ箱の陰からこびとを捕まえようとしている猫さん、

僕のお手伝いをしてくれる猫さんまで…って本番中までこの自

由さ！ちょっと憧れるけど、生真面目な僕にはなかなか真似が

できなさそうです…！

今月の表紙はミュージカル『キャッツ』でした。
同じく猫の物語のディズニー映画『おしゃれキャット』
の中に「みんな猫になりたいのさ」というカッコイイ曲
がありますが、今の時期もし猫になったら、歌って踊る
どころかきっとこたつの中から動けないでしょうね。暖
かいこたつの中で寝て過ごす…ほとんどの日本人
が、たまにはそんな一日過ごしてみたい！と憧れている
ことでしょう。ほら、想像しているだけでだんだん猫背
に、だんだん眠たくなってきましたよ…。

Catch ひろば

こんにちは、Hanaです！
お正月も終わり、いよいよ新しい 2018 年
が始まりましたね。みなさんはどのような
お正月を過ごされましたか？また今年はど
のような年にしたいですか？
私は今年、年齢とともに増加してきた体重
と戦うべくダイエットをして（ひとまず）
５kg 減を目指したいと思っています。
表紙のネコたちのように、歌って踊って、
楽しく体重を落とせたらいいのですが…！

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。

2

「ひなまつり」次号のテーマ

▲  P.4

▲  P.4

▲  P.3

▲  P.2 ▲  P.3

▲  P.4
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24
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25

5

12

19

26

6
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27

7
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21

28

島根県民会館 ＆

友の会
会員募集

グラントワ

「犬年女の好きな犬」 
益田の由美さんなおこさん

「プレゼント」 
Chaさん

「好きだよ」 
瑞生さん

「ハートがいちばん」 
夏男さん

「バレンタインデー」 
空ちゃん

「色々なチョコレート」 
しまねっと大好きさん

「みんなにバレンタイン」
Tokiさん

「チョコレート」
うちだゆかさん

匿名さん

「赤い糸」
匿名さん

「ハッピーバレンタイン」
ちゃとらさん かみやまとしこさん

「バレンタインに」
きょうこさん

「愛をあなたに」
ゆうバァちゃん

　　「バレンタイン」
今月のテーマ

3月といえば、ひなまつり！華やかなひな人形
に、甘酒、ひなあられ…かわいらしいものが目
を楽しませてくれます。自慢のひな人形や、
色鮮やかな春の風景などをイラストにしてキャッチ
美術館を彩ってみませんか？
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応募〆切

2 月12 日（月）
必着

1 2月に島根県民会館で
ハートフルコンサートを鑑賞し
ました。海上自衛隊呉音楽
隊と松江高専生との合同演
奏は特に心に残り、音楽とは
よいものだなと改めて思いまし
た！（出雲市 S･Kさん）

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

新春を飾る1月号の表紙。
戌年に因んでの犬登場かと
思いきや猿雅楽団！日本古
代の御寿芸能「猿楽座」に

“めでたさ”上上でした。
（浜田市 I･Kさん）

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

「人生フルーツ」を、遠方の
為見に行けずガッカリしてい
た所でした。今回は、ぜひぜ
ひ、観に行きたいです！！1月号
の表紙のブルーが、とても目
をひき、明るい1年をイメージ
できて、すぐ手に取りました!!!

（出雲市 A･Oさん）

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

東京に行かなくても、舞台も
歌舞伎も見る事ができて、な
んだかとっても幸福な気持ち
です。（松江市 T･Nさん）

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

シネマ恋恋を読んで、オゾン
監督やカウリスマキ作品が
観てみたくなりました。今年も
色んな文化とであえますよう
に。（広島市 H･Wさん）

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

新春イベントを参考に新春も
楽しくお出掛けできます。い
つもありがたく見ています。

（出雲市 F･Hさん）

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

鳥取県に引越してからも、
度々島根のイベント等に出
掛けて楽しんでいます！「シネ
マ恋恋」で紹介されるような
映画がもっと山陰でも上映さ
れることを希望しています。

（米子市 Y･Hさん）

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

カレンダーの挿絵がとても愛
らしくて好きです♥

（松江市 M･Kさん）

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

初めてキャッチを読みました。
シネマ恋恋も楽しいですね。チ
ケットが当たったら母と行きた
いです。（松江市 Y･Kさん）

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

2018年も良い年になりますよ
うに。（江津市 T･Kさん）

○コ かりゆし58（松江AZTic canova）
○コ ラメール小中学校管弦打独奏コンクール（ラメール）

○コ 安来ウインドオーケストラ定期演奏会 （アルテピア）
○コ サウンドライブしまね
　アマチュア・ミュージック・フェスティバル（グラントワ）
○コ 高橋優（島根県民会館）
○コ 中央キッズバンド　ウインターコンサート（プラバホール）

○コ やすぎ和太鼓まつり （アルテピア）
○コ 山陰フィルハーモニー管弦楽団　

定期演奏会 （プラバホール）
○演 雲南神楽フェスティバル（チェリヴァホール）
○映 さんびるシアター「いつまた、君と～何日君再来～」

（松江テルサ）

○コ CHEMISTRY（グラントワ）
○コ 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）
○演 【しまね演劇フェスティバル2017】

しまね演劇コンクール（島根県民会館、25日も）
○映 映画「加奈子のこと」「おひとりさまを生きるPart2

～最期の選択」（あすてらす）

○コ 島根県吹奏楽連盟益田支部  
スプリングコンサート（グラントワ）

○演 春風亭昇太独演会（平田文化館）
○演 いなたひめ～おろちの森～（メテオプラザ）

○コ NHK「新・BS日本のうた」公開収録
（グラントワ）

○コ 管弦打アンサンブルコンサート（グラントワ）
○コ Ensemble Colorato（松江スティックビル）
○コ 松江フルートソサイエティーヴァレンタイン

コンサート（松江イングリッシュガーデン）
○コ Rhythmix vol.8<音>の出会い

（ビッグハート出雲）
○コ 古志原金管バンドクラブ ドリーム

フェスティバル（プラバホール）
○演 桂吉弥落語会（大社文化プレイスうらら館）

○コ 島根大学室内合奏団との共演による
松江バッハ・カンタータ・フェライン 

（島根県民会館）

○コ ぜんぶ君のせいだ。（松江AZTic canova）
○コ 全日本アンサンブルコンテスト中国大会

（島根県民会館、4日も）
○演 UNNANアートスタート「Baby Space」

（チェリヴァホール）

○コ Survive Said The ProphetMAGIC 
HOUR 2018（出雲APOLLO）

○コ 島根大学教育学部音楽教育専攻卒業演奏会
（プラバホール、11日も）

○映 グラントワシアター「幼な子われらに生まれ」
（グラントワ）

○映 名画劇場「世界でいちばんのイチゴミルクの
つくり方」（島根県民会館）

キャッチ3月号
発 行 予 定 日

振替休日建国記念の日

※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（但し2/12は開館）
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2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

今月は有名な猫のミュージカル

劇団が『キャッツ』の公演をし

に来てくれました。

さすが皆さん猫なだけあって、

しなやかで素早いダンスで舞

台を縦横無尽に駆け回る姿は

とてもカッコいいです！しかし

個性豊かで気まぐれなところも

また猫らしく、KOBITOの女子たちをメロメロにしている猫さ

んや、ゴミ箱の陰からこびとを捕まえようとしている猫さん、

僕のお手伝いをしてくれる猫さんまで…って本番中までこの自

由さ！ちょっと憧れるけど、生真面目な僕にはなかなか真似が

できなさそうです…！

今月の表紙はミュージカル『キャッツ』でした。
同じく猫の物語のディズニー映画『おしゃれキャット』
の中に「みんな猫になりたいのさ」というカッコイイ曲
がありますが、今の時期もし猫になったら、歌って踊る
どころかきっとこたつの中から動けないでしょうね。暖
かいこたつの中で寝て過ごす…ほとんどの日本人
が、たまにはそんな一日過ごしてみたい！と憧れている
ことでしょう。ほら、想像しているだけでだんだん猫背
に、だんだん眠たくなってきましたよ…。

Catch ひろば

こんにちは、Hanaです！
お正月も終わり、いよいよ新しい 2018 年
が始まりましたね。みなさんはどのような
お正月を過ごされましたか？また今年はど
のような年にしたいですか？
私は今年、年齢とともに増加してきた体重
と戦うべくダイエットをして（ひとまず）
５kg 減を目指したいと思っています。
表紙のネコたちのように、歌って踊って、
楽しく体重を落とせたらいいのですが…！

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。

2

「ひなまつり」次号のテーマ
▲  P.4

▲  P.4

▲  P.3

▲  P.2 ▲  P.3

▲  P.4
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28

島根県民会館 ＆

友の会
会員募集

グラントワ

「犬年女の好きな犬」 
益田の由美さんなおこさん

「プレゼント」 
Chaさん

「好きだよ」 
瑞生さん

「ハートがいちばん」 
夏男さん

「バレンタインデー」 
空ちゃん

「色々なチョコレート」 
しまねっと大好きさん

「みんなにバレンタイン」
Tokiさん

「チョコレート」
うちだゆかさん

匿名さん

「赤い糸」
匿名さん

「ハッピーバレンタイン」
ちゃとらさん かみやまとしこさん

「バレンタインに」
きょうこさん

「愛をあなたに」
ゆうバァちゃん

　　「バレンタイン」
今月のテーマ

3月といえば、ひなまつり！華やかなひな人形
に、甘酒、ひなあられ…かわいらしいものが目
を楽しませてくれます。自慢のひな人形や、
色鮮やかな春の風景などをイラストにしてキャッチ
美術館を彩ってみませんか？
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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

2

1（木） NHK「新・BS日本のうた」公開収録 グラントワ 無料［要事前申込］／18:40 芸術文化と
ふれあう協議会

0856-31-1622

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

3
・ 4

（土）
（日）

全日本アンサンブルコンテスト中国大会 島根県民会館 一般1,500、高校生以下1,000 ／〈3日〉10:00 〈4日〉9:30 島根県吹奏楽連盟 0853-24-3102

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

10（土） Survive Said 
The ProphetMAGIC HOUR 2018

出雲 APOLLO 3,500 ／18:00 キャンディー・
プロモーション

086-221-8151

10
・ 11

（土）
（日）

島根大学教育学部音楽教育専攻　
卒業演奏会

プラバホール 無料／14:30 佐野 090-4803-1799

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

12（月） Ensemble Colorato（アンサンブル コロ
ラート）1st コンサート

松江
スティックビル

無料／14:00 竹下 080-1634-9247

12（月） ★ 松江フルートソサイエティー
ヴァレンタインコンサート

松江イングリッシュ
ガーデン

〈前売〉一般1,500、高校生以下1,000
〈当日〉一般1,800、高校生以下1,300 ／14:00

松江フルートソサ
イエティー事務局

090-4570-5447

12（月） Rhythmix vol.8<音 > の出会い 
つながるリズム

ビッグハート
出雲

〈前売〉一般1,500、小学生以下800
〈当日〉一般1,800、小学生以下1,000、3歳以下無料／14:30

ビッグハート出雲 0853-20-2888

12（月） 第16回古志原金管バンドクラブ　
ドリームフェスティバル

プラバホール 無料／14:00 古志原
金管バンドクラブ

090-6837-1390

18（日） 安来ウインドオーケストラ
第14回定期演奏会

アルテピア 無料／14:00 安来ウインド
オーケストラ

0852-34-1158

18（日） ☆ サ ウ ン ド ラ イ ブ し ま ね　 ア マ チ ュ ア・
ミュージック・フェスティバル2018 in益田

グラントワ 一般1,000、中高生500、小学生以下無料／14:00 グラントワ 0856-31-1860

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

18（日） 第15回中央キッズバンド　
ウインターコンサート

プラバホール 無料／15:00 中央キッズバンド
クラブ

090-9413-3711

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

25（日） やすぎ和太鼓まつり アルテピア 無料／13:30 伯太太鼓 0854-37-0978

25（日） ★ 山陰フィルハーモニー管弦楽団　
第44回定期演奏会

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

28（水） ★ 島根大学室内合奏団との共演による松江
バッハ・カンタータ・フェライン第7回演奏会

島根県民会館 一般1,500、大学生1,000、高校生以下無料／19:00 島根県民会館
文化事業課

0852-22-5502

3

3（土） 島根大学混声合唱団　第53回定期演奏会 プラバホール 無料／14:00 島根大学
混声合唱団

090-3798-6326

3（土） 島根大学ブラスアンサンブル演奏会 松江イングリッシュ
ガーデン

無料／14:30 森山 090-2001-5892

4（日） しまねシンフォネット高校オーケストラ
第18回定期演奏会

プラバホール 無料／14:00 島根県立
松江東高等学校

0852-27-3700

4（日） ★ しまじろうコンサート
しまじろうともりのきかんしゃ

島根県民会館 2,400 ／①11:30 ②14:30 日本海テレビ
事業部

0857-27-2136

4（日） 第7回大社高校合唱部定期演奏会 ビッグハート
出雲

無料／15:00 島根県立
大社高等学校

0853-53-2002

11（日） 第12回新春チャリティー演歌のつどい アルテピア 無料／10:30 新春チャリティー
演歌の集い実行委員会

090-7373-5235

11（日） 清吟堂吟友会安来ブロック創立30周年 
剣詩舞部25周年記念大会

アルテピア 無料／13:00 瀬尾 0859-26-0678

3

11（日） Dizzy Sunfist DREAMS NEVER END
" TOUR 2018"

松江 AZTic 
canova

2,800 ／18:00 夢番地 086-231-3531

11（日） ☆ グラントワ弦楽合奏団第7回定期演奏会 グラントワ 〈前売〉一般1,000、会員800
〈当日〉一般1,200、会員1,000、高校生以下無料／14:00

グラントワ 0856-31-1860

11（日） ☆ 清塚信也ピアノリサイタル 江津市総合
市民センター

〈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

江津市
総合市民センター

0855-52-2155

12（月） ☆ NHK交響楽団演奏会 益田公演
指揮：ステファン・ブルニエ、ピアノ：上原彩子

グラントワ S席6,000、A席5,000、B席4,000、C席3,000 ／18:30 ハローダイヤル 050-5542-8600

17（土） ★ 第７回 JCAユースクワイア・コンサート プラバホール 〈前売〉1,000〈当日〉1,200 ／14:00 全日本合唱連盟 03-5540-7813

18（日） 安来高校吹奏楽部　第34回定期演奏会 アルテピア 無料／18:30 島根県立
安来高等学校

0854-22-2840

18（日） 第15回パイプオルガン学園　
第14＆15期生発表会

プラバホール 無料／15:00 松江市総合文化センター 
プラバホール

0852-27-6000

18（日） ★ 田川寿美 ･永井裕子コンサート メテオプラザ 〈前売〉4,000〈当日〉5,000 ／15:00 メテオプラザ 0852-72-3939

18（日） ★ 出雲の春音楽祭2018　天才モーツァルト
と2人のコンポーザー vol.1

大社文化プレ
イスうらら館

両日通し券2,500〈前売〉一般1,500、学生800、ペア2,500
〈当日〉一般1,800、学生1,000 ／14:30

出雲市芸術文化
振興財団

0853-21-7580

18（日） ★ 鍵盤男子 CONCERT TOUR2018 大田市民会館 一般3,500、高校生以下1,500 ／19:00 大田市民会館 0854-82-0938

21（水） 松江商業高等学校吹奏楽部　
第19回定期演奏会

プラバホール 無料／18:30 島根県立
松江商業高等学校

0852-21-3261

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 島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556

24（土） アルテピア開館記念　
グルーヴィンラボ定期演奏会

アルテピア 無料／14:00 グルーヴィンラボ 0852-23-4623

24（土） 第15回松江南高校吹奏楽部定期演奏会 プラバホール 無料／14:00 島根県立
松江南高等学校

0852-21-6329

25（日） 松江市立湖東中学校吹奏楽部　
スプリングコンサート

プラバホール 無料／17:30 松江市立
湖東中学校

0852-25-9220

25（日） ★ 出雲の春音楽祭2018 天才モーツァルト
と2人のコンポーザー vol.2

大社文化プレ
イスうらら館

両日通し券2,500〈前売〉一般1,500、学生800、ペア2,500
〈当日〉一般1,800、学生1,000 ／14:30

出雲市芸術文化
振興財団

0853-21-7580

25（日） ★ サウンドライブしまね in雲南　
雲の音祭り2018

ラメール 〈前売〉一般1,000、高校生500〈当日〉一般1,500、高校生
1,000、中学生以下無料／13:00 ／チ 1/28発売

雲南市加茂文化
ホール ラメール

0854-49-8500

31（土） はるこん10（松江北高吹奏楽部　演奏会） プラバホール 無料／18:30 島根県立
松江北高等学校

0852-21-4888

4
6（金） ★ クラシック名曲コンサート

（演奏 :広島交響楽団）
島根県民会館 A席5,200、B席4,200 ／19:00 ／チ 1/26発売 MIN-ON中国 082-567-0585

22（日） ROTTENGRAFFTY PLAY 
ALL AROUND JAPAN TOUR 2018

出雲 APOLLO 3,610 ／18:00 夢番地 086-231-3531

5
26（土） ★ 斉藤和義 LIVE TOUR2018 島根県民会館 6,800 ／17:00 ／チ 2/17発売 夢番地 086-231-3531

31（木） ★ 水森かおりコンサート～歌謡紀行～ 島根県民会館 S席7,344、A席5,184、GLチケット2,000（当日各500増）／
①12:00 ②16:00

グッドラック・
プロモーション

0120-30-8181

6 16（土） ★ SHISHAMOワンマンツアー2018春 島根県民会館 5000 ／17:30 ／チ 2/25発売 夢番地 086-231-3531

7 4（水） ★〈島根県民会館開館50周年記念事業〉
プラハ放送交響楽団＆フジコ・ヘミング

島根県民会館 S席12,000、A席10,000、B席8,000、C席6,000 ／19:00
チ 1/27発売

島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556

【18：30】

ここからも応募できるよ♪ しまねキャッチナビ

2/23(金)必着
P.3

グラントワ弦楽合奏団　
第7回定期演奏会
3/11(日)グラントワ

2/16(金)必着
P.4

さんびるシアター「いつまた、君と
～何日君再来～」
2/25(日)松江テルサ

2/2(金)必着
P.4

名画劇場「世界でいちばんの
イチゴミルクのつくり方」
2/10(土)島根県民会館

2/2(金)必着
P.4

グラントワシアター
「幼子われらに生まれ」
2/10(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

2

3（土） UNNANアートスタート「Baby Space」 チェリヴァ
ホール

親子1組3,500、のぞき見席1,500 ／①10:30 ②14:00 木次経済文化会館
チェリヴァホール

0854-42-1155

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

11（日） ★ ミュージカル
「いなたひめ～おろちの森～」

メテオプラザ 〈前売〉一般1,300、高校生以下500
〈当日〉一般1,500、高校生以下700 ／16:00

島根県民会館
文化事業課

0852-22-5508

12（月） ★ 桂吉弥落語会 vol.10 大社文化プレ
イスうらら館

〈前売〉2,000〈当日〉2,500 ／14:00 演芸を楽しむ会 090-3170-0570

24
・ 25

（土）
（日）

★
☆

【しまね演劇フェスティバル2017】
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 ／
〈24日〉19:00〈25日〉10:00

島根県民会館
文化事業課

0852-22-5502

25（日） 第13回 雲南神楽フェスティバル チェリヴァ
ホール

〈前売〉一般1,000
〈当日〉一般1,300、高校生以下無料／10:00

雲南神楽フェスティバル
実行委員会事務局

0854-40-1054

3

3
・ 4

（土）
（日）

ラメールミュージカルスクール2018　
ありのままとウキウキ

ラメール 〈1階指定席〉一般1,000、高校生以下500
〈2回自由席〉前売500、当日800 ／〈3日〉16:00 〈4日〉14:00

雲南市加茂文化
ホール ラメール

0854-49-8500

11（日） 石見神楽「飯南神楽団」雲南公演 古代鐵歌謡館 〈前売〉高校生以上1,000、中学生以下500
〈当日〉高校生以上1,500、中学生以下1,000 ／14:00

島根県民会館
文化事業課

0852-22-5508

11（日） ケータイ・クローン2018 スサノオホール〈前売〉一般1,000、高校生以下500
〈当日〉一般1,500、高校生以下1,000 ／14:00

NPO法人
スサノオの風

0853-84-0833

18（日） 劇団はぐるま座「動けば雷電の如く」 アルテピア 3,500 ／13:00 劇団はぐるま座
山陰事務所

080-4553-8824

18（日） ☆ 益田糸操り人形　グラントワ定期公演 グラントワ 一般500、友の会400、高校生以下無料／13:30 グラントワ 0856-31-1860

24
・ 25

（土）
（日）

住民参加創作劇
「コーヒーと共に生きた男～三浦義武」

石央文化ホール 〈前売〉1,500
〈当日〉1,800、高校生以下無料／〈24日〉18:30〈25日〉13:30

石央文化ホール 0855-22-2100

25（日） NHK ワンワンとあそぼうショー アルテピア 無料［要事前申込］／①11:00 ②14:00 安来市総合文化
ホール アルテピア

0854-21-0101

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 ／①11:00 ②15:00 TSK山陰中央テレビ
山陰中央新報社事業部

0852-20-8888
0852-32-3415

31（土） ★ 三喬改メ 七代目 笑福亭松喬 
襲名披露公演

アルテピア 〈前売〉S席6,000、A席5,000
〈当日〉S席6,500、A席5,500 ／14:00

安来市総合文化
ホール アルテピア

0854-21-0101

31
・ 4/1

（土）
（日）

★ 雲南市創作市民演劇
「水底平家～みなそこへいけ～」

チェリヴァ
ホール

〈前売〉一般2,000、高大生1,000、小中生500〈当日〉一般2,500、高
大生1,500、小中生700 ／〈31日〉①14:00 ②19:00 〈1日〉14:00

木次経済文化会館
チェリヴァホール

0854-42-1155

4
1（日） ☆ 第14回 スーパー神楽選抜競演大会 グラントワ 〈前売〉大人2,000〈当日〉大人2,500、小学生1,000（前売当日

同料金）、未就学児無料／9:00
益田ライオンズ
クラブ

0856-23-4111

15（日） ★ 仮面ライダースーパーライブ2018 島根県民会館 3,000 ／①10:30 ②14:00
チ 1/27発売

山陰放送事業部 0859-33-2111

情報内容：2018年 1/1 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

2

1（木） NHK「新・BS日本のうた」公開収録 グラントワ 無料［要事前申込］／18:40 芸術文化と
ふれあう協議会

0856-31-1622

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

3
・ 4

（土）
（日）

全日本アンサンブルコンテスト中国大会 島根県民会館 一般1,500、高校生以下1,000 ／〈3日〉10:00 〈4日〉9:30 島根県吹奏楽連盟 0853-24-3102

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

10（土） Survive Said 
The ProphetMAGIC HOUR 2018

出雲 APOLLO 3,500 ／18:00 キャンディー・
プロモーション

086-221-8151

10
・ 11

（土）
（日）

島根大学教育学部音楽教育専攻　
卒業演奏会

プラバホール 無料／14:30 佐野 090-4803-1799

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

12（月） Ensemble Colorato（アンサンブル コロ
ラート）1st コンサート

松江
スティックビル

無料／14:00 竹下 080-1634-9247

12（月） ★ 松江フルートソサイエティー
ヴァレンタインコンサート

松江イングリッシュ
ガーデン

〈前売〉一般1,500、高校生以下1,000
〈当日〉一般1,800、高校生以下1,300 ／14:00

松江フルートソサ
イエティー事務局

090-4570-5447

12（月） Rhythmix vol.8<音 > の出会い 
つながるリズム

ビッグハート
出雲

〈前売〉一般1,500、小学生以下800
〈当日〉一般1,800、小学生以下1,000、3歳以下無料／14:30

ビッグハート出雲 0853-20-2888

12（月） 第16回古志原金管バンドクラブ　
ドリームフェスティバル

プラバホール 無料／14:00 古志原
金管バンドクラブ

090-6837-1390

18（日） 安来ウインドオーケストラ
第14回定期演奏会

アルテピア 無料／14:00 安来ウインド
オーケストラ

0852-34-1158

18（日） ☆ サ ウ ン ド ラ イ ブ し ま ね　 ア マ チ ュ ア・
ミュージック・フェスティバル2018 in益田

グラントワ 一般1,000、中高生500、小学生以下無料／14:00 グラントワ 0856-31-1860

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

18（日） 第15回中央キッズバンド　
ウインターコンサート

プラバホール 無料／15:00 中央キッズバンド
クラブ

090-9413-3711

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

25（日） やすぎ和太鼓まつり アルテピア 無料／13:30 伯太太鼓 0854-37-0978

25（日） ★ 山陰フィルハーモニー管弦楽団　
第44回定期演奏会

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

28（水） ★ 島根大学室内合奏団との共演による松江
バッハ・カンタータ・フェライン第7回演奏会

島根県民会館 一般1,500、大学生1,000、高校生以下無料／19:00 島根県民会館
文化事業課

0852-22-5502

3

3（土） 島根大学混声合唱団　第53回定期演奏会 プラバホール 無料／14:00 島根大学
混声合唱団

090-3798-6326

3（土） 島根大学ブラスアンサンブル演奏会 松江イングリッシュ
ガーデン

無料／14:30 森山 090-2001-5892

4（日） しまねシンフォネット高校オーケストラ
第18回定期演奏会

プラバホール 無料／14:00 島根県立
松江東高等学校

0852-27-3700

4（日） ★ しまじろうコンサート
しまじろうともりのきかんしゃ

島根県民会館 2,400 ／①11:30 ②14:30 日本海テレビ
事業部

0857-27-2136

4（日） 第7回大社高校合唱部定期演奏会 ビッグハート
出雲

無料／15:00 島根県立
大社高等学校

0853-53-2002

11（日） 第12回新春チャリティー演歌のつどい アルテピア 無料／10:30 新春チャリティー
演歌の集い実行委員会

090-7373-5235

11（日） 清吟堂吟友会安来ブロック創立30周年 
剣詩舞部25周年記念大会

アルテピア 無料／13:00 瀬尾 0859-26-0678

3

11（日） Dizzy Sunfist DREAMS NEVER END
" TOUR 2018"

松江 AZTic 
canova

2,800 ／18:00 夢番地 086-231-3531

11（日） ☆ グラントワ弦楽合奏団第7回定期演奏会 グラントワ 〈前売〉一般1,000、会員800
〈当日〉一般1,200、会員1,000、高校生以下無料／14:00

グラントワ 0856-31-1860

11（日） ☆ 清塚信也ピアノリサイタル 江津市総合
市民センター

〈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

江津市
総合市民センター

0855-52-2155

12（月） ☆ NHK交響楽団演奏会 益田公演
指揮：ステファン・ブルニエ、ピアノ：上原彩子

グラントワ S席6,000、A席5,000、B席4,000、C席3,000 ／18:30 ハローダイヤル 050-5542-8600

17（土） ★ 第７回 JCAユースクワイア・コンサート プラバホール 〈前売〉1,000〈当日〉1,200 ／14:00 全日本合唱連盟 03-5540-7813

18（日） 安来高校吹奏楽部　第34回定期演奏会 アルテピア 無料／18:30 島根県立
安来高等学校

0854-22-2840

18（日） 第15回パイプオルガン学園　
第14＆15期生発表会

プラバホール 無料／15:00 松江市総合文化センター 
プラバホール

0852-27-6000

18（日） ★ 田川寿美 ･永井裕子コンサート メテオプラザ 〈前売〉4,000〈当日〉5,000 ／15:00 メテオプラザ 0852-72-3939

18（日） ★ 出雲の春音楽祭2018　天才モーツァルト
と2人のコンポーザー vol.1

大社文化プレ
イスうらら館

両日通し券2,500〈前売〉一般1,500、学生800、ペア2,500
〈当日〉一般1,800、学生1,000 ／14:30

出雲市芸術文化
振興財団

0853-21-7580

18（日） ★ 鍵盤男子 CONCERT TOUR2018 大田市民会館 一般3,500、高校生以下1,500 ／19:00 大田市民会館 0854-82-0938

21（水） 松江商業高等学校吹奏楽部　
第19回定期演奏会

プラバホール 無料／18:30 島根県立
松江商業高等学校

0852-21-3261

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 島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556

24（土） アルテピア開館記念　
グルーヴィンラボ定期演奏会

アルテピア 無料／14:00 グルーヴィンラボ 0852-23-4623

24（土） 第15回松江南高校吹奏楽部定期演奏会 プラバホール 無料／14:00 島根県立
松江南高等学校

0852-21-6329

25（日） 松江市立湖東中学校吹奏楽部　
スプリングコンサート

プラバホール 無料／17:30 松江市立
湖東中学校

0852-25-9220

25（日） ★ 出雲の春音楽祭2018 天才モーツァルト
と2人のコンポーザー vol.2

大社文化プレ
イスうらら館

両日通し券2,500〈前売〉一般1,500、学生800、ペア2,500
〈当日〉一般1,800、学生1,000 ／14:30

出雲市芸術文化
振興財団

0853-21-7580

25（日） ★ サウンドライブしまね in雲南　
雲の音祭り2018

ラメール 〈前売〉一般1,000、高校生500〈当日〉一般1,500、高校生
1,000、中学生以下無料／13:00 ／チ 1/28発売

雲南市加茂文化
ホール ラメール

0854-49-8500

31（土） はるこん10（松江北高吹奏楽部　演奏会） プラバホール 無料／18:30 島根県立
松江北高等学校

0852-21-4888

4
6（金） ★ クラシック名曲コンサート

（演奏 :広島交響楽団）
島根県民会館 A席5,200、B席4,200 ／19:00 ／チ 1/26発売 MIN-ON中国 082-567-0585

22（日） ROTTENGRAFFTY PLAY 
ALL AROUND JAPAN TOUR 2018

出雲 APOLLO 3,610 ／18:00 夢番地 086-231-3531

5
26（土） ★ 斉藤和義 LIVE TOUR2018 島根県民会館 6,800 ／17:00 ／チ 2/17発売 夢番地 086-231-3531

31（木） ★ 水森かおりコンサート～歌謡紀行～ 島根県民会館 S席7,344、A席5,184、GLチケット2,000（当日各500増）／
①12:00 ②16:00

グッドラック・
プロモーション

0120-30-8181

6 16（土） ★ SHISHAMOワンマンツアー2018春 島根県民会館 5000 ／17:30 ／チ 2/25発売 夢番地 086-231-3531

7 4（水） ★〈島根県民会館開館50周年記念事業〉
プラハ放送交響楽団＆フジコ・ヘミング

島根県民会館 S席12,000、A席10,000、B席8,000、C席6,000 ／19:00
チ 1/27発売

島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556

【18：30】

ここからも応募できるよ♪ しまねキャッチナビ

2/23(金)必着
P.3

グラントワ弦楽合奏団　
第7回定期演奏会
3/11(日)グラントワ

2/16(金)必着
P.4

さんびるシアター「いつまた、君と
～何日君再来～」
2/25(日)松江テルサ

2/2(金)必着
P.4

名画劇場「世界でいちばんの
イチゴミルクのつくり方」
2/10(土)島根県民会館

2/2(金)必着
P.4

グラントワシアター
「幼子われらに生まれ」
2/10(土)グラントワ

ペア 

2
組様

ペア 

2
組様

ペア 

2
組様

ペア 

2
組様

※いただいた個人データは「キャッチ」プレゼント提供のみに利用します。

　　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

2

3（土） UNNANアートスタート「Baby Space」 チェリヴァ
ホール

親子1組3,500、のぞき見席1,500 ／①10:30 ②14:00 木次経済文化会館
チェリヴァホール

0854-42-1155

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

11（日） ★ ミュージカル
「いなたひめ～おろちの森～」

メテオプラザ 〈前売〉一般1,300、高校生以下500
〈当日〉一般1,500、高校生以下700 ／16:00

島根県民会館
文化事業課

0852-22-5508

12（月） ★ 桂吉弥落語会 vol.10 大社文化プレ
イスうらら館

〈前売〉2,000〈当日〉2,500 ／14:00 演芸を楽しむ会 090-3170-0570

24
・ 25

（土）
（日）

★
☆

【しまね演劇フェスティバル2017】
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 ／
〈24日〉19:00〈25日〉10:00

島根県民会館
文化事業課

0852-22-5502

25（日） 第13回 雲南神楽フェスティバル チェリヴァ
ホール

〈前売〉一般1,000
〈当日〉一般1,300、高校生以下無料／10:00

雲南神楽フェスティバル
実行委員会事務局

0854-40-1054

3

3
・ 4

（土）
（日）

ラメールミュージカルスクール2018　
ありのままとウキウキ

ラメール 〈1階指定席〉一般1,000、高校生以下500
〈2回自由席〉前売500、当日800 ／〈3日〉16:00 〈4日〉14:00

雲南市加茂文化
ホール ラメール

0854-49-8500

11（日） 石見神楽「飯南神楽団」雲南公演 古代鐵歌謡館 〈前売〉高校生以上1,000、中学生以下500
〈当日〉高校生以上1,500、中学生以下1,000 ／14:00

島根県民会館
文化事業課

0852-22-5508

11（日） ケータイ・クローン2018 スサノオホール〈前売〉一般1,000、高校生以下500
〈当日〉一般1,500、高校生以下1,000 ／14:00

NPO法人
スサノオの風

0853-84-0833

18（日） 劇団はぐるま座「動けば雷電の如く」 アルテピア 3,500 ／13:00 劇団はぐるま座
山陰事務所

080-4553-8824

18（日） ☆ 益田糸操り人形　グラントワ定期公演 グラントワ 一般500、友の会400、高校生以下無料／13:30 グラントワ 0856-31-1860

24
・ 25

（土）
（日）

住民参加創作劇
「コーヒーと共に生きた男～三浦義武」

石央文化ホール 〈前売〉1,500
〈当日〉1,800、高校生以下無料／〈24日〉18:30〈25日〉13:30

石央文化ホール 0855-22-2100

25（日） NHK ワンワンとあそぼうショー アルテピア 無料［要事前申込］／①11:00 ②14:00 安来市総合文化
ホール アルテピア

0854-21-0101

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 ／①11:00 ②15:00 TSK山陰中央テレビ
山陰中央新報社事業部

0852-20-8888
0852-32-3415

31（土） ★ 三喬改メ 七代目 笑福亭松喬 
襲名披露公演

アルテピア 〈前売〉S席6,000、A席5,000
〈当日〉S席6,500、A席5,500 ／14:00

安来市総合文化
ホール アルテピア

0854-21-0101

31
・ 4/1

（土）
（日）

★ 雲南市創作市民演劇
「水底平家～みなそこへいけ～」

チェリヴァ
ホール

〈前売〉一般2,000、高大生1,000、小中生500〈当日〉一般2,500、高
大生1,500、小中生700 ／〈31日〉①14:00 ②19:00 〈1日〉14:00

木次経済文化会館
チェリヴァホール

0854-42-1155

4
1（日） ☆ 第14回 スーパー神楽選抜競演大会 グラントワ 〈前売〉大人2,000〈当日〉大人2,500、小学生1,000（前売当日

同料金）、未就学児無料／9:00
益田ライオンズ
クラブ

0856-23-4111

15（日） ★ 仮面ライダースーパーライブ2018 島根県民会館 3,000 ／①10:30 ②14:00
チ 1/27発売

山陰放送事業部 0859-33-2111

★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
3月以降の情報は、1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

展　　示

event

石見美術館 展示室C（益田市有明町）

平田本陣記念館（出雲市平田町）

時 10：00～18：30　※展示室への入場は18：00まで　休 火曜日　
￥ 一般300円、大学生200円、高校生以下無料　※コレクション展・特別展のみの料金

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

問 グラントワ　☎0856-31-1860

問 平田本陣記念館　☎0853-62-5090

島根県ゆかりの洋画家・
喜 多 村 知（1907-1997）
は、具象でも抽象でもな
い独自の画風を築き、戦
後、美術評論家の洲之内
徹に才能を見出されまし
た。本展では1970年代以
降の約30点の風景画を
中心に、その魅力を紹介
します。

松江に生まれ、出雲にスタジオを構え、長年にわた
り郷土を撮影している古川誠氏の写真を取り扱っ
たポスターを展示し、写真と融合した郷土の魅力に
あふれるコマーシャルアートの世界を紹介します。

2.24 土

開催中〜3.12 月
2.17 土〜3.18 日

◀喜多村知 《北国海辺》 1973年 島根県立美術館蔵

撮った画像をA4サイズ以上で紙焼き・プリント
アウトしてお持ちください。古川誠氏があなた
の「写真」を読み解きます。
場 展示館　時 10：00～11：00
￥ 参加無料（要入場料） ※事前申込不要

「没後20年 喜多村知の風景」 写真家 古川誠×ポスター展

プロが教える「写真」とは何か！

写真と融合するデザイン、
コマーシャルアートの世界

特別展

　　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

2

10（土） ☆ グラントワシアター
「幼な子われらに生まれ」

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

10（土） ★ 名画劇場「世界でいちばんのイチゴミルク
のつくり方」

島根県民会館 〈前売〉一般1,000、会員800〈当日〉一般1,200、会員1,000、学生500、小学生以
下無料、一般5枚セット券（前売・当日とも）4,000 ／①10:30 ②14:00 ③18:30

島根県民会館
文化事業課

0852-22-5502

24（土） 映画「加奈子のこと」「おひとりさまを生き
る Part2 ～最期の選択」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

25（日） さんびるシアター
「いつまた、君と～何日君再来～」

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

　　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

2

開催中
～2/25（日）

みんなの知らないアクアスツアー アクアス 大人1,240、小中高生410、幼児無料／①11:00 ②14:00（②は
土日祝日のみ実施）／1/30、2/6、13、20

しまね海洋館　
アクアス

0855-28-3900

2（金） 平成29年度島根県立益田高等学校
SSH生徒研究発表会

グラントワ 無料／11:50 島根県立
益田高等学校

0856-22-0044

3（土） 第41回生活発表会 プラバホール 無料／9:15 みつき保育園 0852-31-2222

3（土） 企画展「エドワード・ゴーリーの優雅な秘
密」グラントワ teaガーデン「Q.R.Tea」

石見美術館
（グラントワ内）

無料［定員100名、但し企画展観覧券またはミュージアムパス
ポートが必要］／11:00

グラントワ 0856-31-1860

3
・ 4

（土）
（日）

出雲科学館人気教室メドレー第1弾
 「つくって知ろう！石鹸のひみつ」

出雲科学館 無料／①9:45 ②11:15 ③13:30 ④15:30 出雲科学館 0853-25-1500

4（日） 2017 57th ACC TOKYO 
CREATIVITY AWARDS入賞作品発表会

島根県民会館 無料／13:00 ～16:30 全日本シーエム
放送連盟

0852-21-4306

4（日） 【ワークショップ】
古布でまめびなを作ろう

石正美術館 材料費1,000 ／13:00 ～15:00 浜田市立
石正美術館

0855-32-4388

10（土） 第26回出雲養護学校高等部
作品展・即売会「is you(イズユウ )」

ゆめタウン出雲 無料／10:00 ～15:00 島根県立
出雲養護学校

0853-43-3570

10（土） コレクション展「あなたはどう見る？」関連
イベント「みるみるとじっくり見てみる？」

石見美術館
（グラントワ内）

無料［但しコレクション展観覧券またはミュージアムパスポー
トが必要］／14:00

グラントワ 0856-31-1860

10（土） 益田翔陽高等学校　課題研究発表会 グラントワ 無料／8:40 島根県立
益田翔陽高等学校

0856-22-0642

10（土） 平成29年度松農発表会 島根県民会館 無料／9:00 ～15:40 島根県立
松江農林高等学校

0852-21-6772

10（土） 風土記の丘教室「出雲東部の古墳」 【講師】池
淵俊一氏（島根県埋蔵文化財調査センター）

八雲立つ
風土記の丘

資料代200 ／14:00 ～16:00 島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

10
～12

（土）
（月）

出雲科学館人気教室メドレー第2弾 「ビー
玉コロコロ　クーゲルバーンをつくろう」

出雲科学館 無料／①10:30 ②13:30 ③15:30 出雲科学館 0853-25-1500

11（日） 柿本人麻呂「終焉地はここだ！」 グラントワ 無料／10:00 益田市文化協会 0856-22-0254

17（土） 生活発表会 島根県民会館 無料／9:15 みのり保育園 0852-36-5528

17（土） 講演会「神岡の地下から探る宇宙と素粒子
-ニュートリノと重力波 -」（講演者：梶田隆章氏）

くにびきメッセ 無料［要事前申込、定員510名］／14:30 島根大学戦略的
研究推進センター

0852-32-6050

17（土） 飯南町文化協会設立10周年記念事業
ＦＲＯＧＭＡＮトーク＆初監督作品上映

赤名農村環境
改善センター

無料／12:00 ～17:00 飯南町教育委員会 0854-76-3944

17（土） 歴博入門講座4「石見銀山の見方教えます」古代出雲
歴史博物館

無料／10:30 ～11:30 島根県立古代出雲
歴史博物館

0853-53-8600

17
・ 18

（土）
（日）

出雲科学館人気教室メドレー第3弾 
「回すと見える？！キラキラしゃぼん玉」

出雲科学館 無料／①9:30 ②13:30 出雲科学館 0853-25-1500

18（日） 協働の地域づくりフォーラム アルテピア 無料／9:30 ～15:30 安来市地域振興課 0854-23-3070

24（土） 史跡出雲国府跡　国庁域の実態を探る！ 埋蔵文化財
調査センター

無料［要事前申込、定員70名］／13:30 島根県埋蔵文化財
調査センター

0852-36-8608

24（土） 写真家古川誠×ポスター展関連事業
プロが教える「写真」とは何か！

平田本陣記念館 無料［但し入場料が必要］／10:00 平田本陣記念館 0853-62-5090

24（土） 第Ⅴ期 いづも財団公開講座（第5回）
吉兆神事を行うのはどうしてですか？

大社文化プレ
イスうらら館

無料／13:00 ～16:10 いづも財団 0853-31-4346

24（土） コレクション展「喜多村知の風景」スペシャルギャ
ラリートーク（ゲスト :喜多村良夫氏（作家長男））

石見美術館
（グラントワ内）

無料［但しコレクション展観覧券またはミュージアムパスポー
トが必要］／14:00

グラントワ 0856-31-1860

24
・ 25

（土）
（日）

出雲科学館人気教室メドレー第4弾 「プル
プル香る オリジナル芳香剤をつくろう」

出雲科学館 無料／①9:45 ②11:15 ③13:30 ④15:30 出雲科学館 0853-25-1500

　　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
～1/28（日）

第38回 SSP展「自然を楽しむ科学の眼」 サヒメル 大人600、小中高生200 ／9:30 ～17:00 ／火曜日 島根県立三瓶
自然館サヒメル

0854-86-0500

開催中
～1/28（日）

出雲の神楽をささえる
－林木屋神楽資料－

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

開催中
～2/5（月）

みんなの美術室 島根県立美術館 一般500、大学生300、高校生以下無料／10:00 ～18:30 ／
火曜日

島根県立美術館 0852-55-4700

開催中
～2/5（月）

【ギャラリー展】「日本遺産認定記念 日が
沈む聖地の考古学」

出雲弥生の森
博物館

無料／9:00 ～17:00 ／火曜日（祝日の場合は翌平日） 出雲弥生の森博物館 0853-25-1841

開催中
～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（ギャラリートーク2/4・14:00）／火曜日

グラントワ 0856-31-1860

開催中
～2/18（日）

四季の茶道具「新春の雪」 田部美術館 大人620、高大生410、中学生以下無料／9:00 ～17:00 ／
月曜日（但し2/12は開館）

田部美術館 0852-26-2211

開催中
～2/18（日）

新春　屏風と出雲の大国さま 出雲文化伝承館 一般600、高校生以下無料／9:00 ～17:00（ギャラリートーク
2/4・14:00）／月曜日（祝日の場合は開館）

出雲文化伝承館 0853-21-2460

開催中
～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

島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

開催中
～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 ／月曜日（祝日の場合は翌日）

今岡美術館 0853-25-2239

開催中
～2/26（月）

巡覧！出雲平野の遺跡シリーズⅢ　
山持遺跡－宍道湖西岸の交流地－

荒神谷博物館 一般420、高大生210、小中生110 ／9:00 ～17:00 荒神谷博物館 0853-72-9044

開催中
～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 ／2/7（新館のみ）

足立美術館 0854-28-7111

開催中
～3/4（日）

第21回浜田こどもアンデパンダン展 浜田市世界
こども美術館

一般200、高大生100、小中生50 ／9:30 ～17:00 ／
月曜日（祝日の場合は開館、翌日休館）

浜田市
世界こども美術館

0855-23-8451

開催中
～3/5（月）

速報展「出雲平野に眠る大集落　京田遺跡
発掘調査成果」

出雲弥生の森
博物館

無料／9:00 ～17:00 ／火曜日（祝日の場合は翌平日） 出雲弥生の森博物館 0853-25-1841

開催中
～3/11（日）

出雲今昔Ⅱ－萬日記から見る江戸時代― 手錢記念館 大人600、高校生以下400 ／9:00 ～16:30 ／
火曜日（祝日の場合は翌日）

手錢記念館 0853-53-2000

開催中
～3/12（月）

【特別展】没後20年　喜多村知の風景 石見美術館
（グラントワ内）

一般300、大学生200、小中高生無料／10:00 ～18:30 ／
火曜日

グラントワ 0856-31-1860

開催中
～3/18（日）

石本正作品選Ⅳ 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
～3/18（日）

石本正 ･心の眼1　
～私を感動させた日本画～

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
～3/19（月）

ガイダンス山代の郷ロビー展
「ふるさとの民具　竹との暮らし」

ガイダンス
山代の郷

無料／9:00 ～16:30 ／火曜日 島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

開催中
～4/3（火）

没後50年記念－安来が生んだ日本画家－
木村栖雲　画道一筋展

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

安来市加納美術館 0854-36-0880

開催中
～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、小中生200 ／8：30 ～17：00 小泉八雲記念館 0852-21-2147

1/25（木）
～2/4（日）

～絵手紙で広げよう笑顔の輪～
野波健治と絵手紙の仲間達

中電ふれあい
ホール

無料／9:30 ～17:00（最終日16：00まで）／月・火曜日 中国電力
ふれあいホール

0852-31-8388

1/25（木）
～5/7（月）

受贈記念　奈良原一高《肖像の風景》 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 ／
火曜日

島根県立美術館 0852-55-4700

2/2（金）
～2/4（日）

平成29年度島根県立盲学校作品展
～ふれる つながる～

イオン松江ショッ
ピングセンター

無料／9:00 ～22:00 島根県立盲学校 0852-36-8221

2/3（土）
・ 2/4（日）

第17回出雲北陵高等学校卒業制作展 出雲文化伝承館 無料／9:00 ～17:00（最終日16：00まで） 出雲北陵高等学校 0853-21-1871

2/3（土）
・ 2/4（日）

第47回松江市中学校技術・家庭科作品展 中電ふれあい
ホール

無料／10:00 ～17:00（最終日15：30まで） 中国電力
ふれあいホール

0852-31-8388

2/4（日）
・ 2/5（月）

エムフローラ・フラワーデザインスクール
講師・生徒作品展

グラントワ 無料／9:00 ～18:00（最終日16：00まで） エムフローラ・フラワー
デザインスクール

0856-22-2044

2/5（月）
～3/31（土）

【企画展】ふるさと写真展ⅩⅣ／ひな人形
展2018 ／平成29年度寄贈資料展

益田市立歴史
民俗資料館

一般200、高校生以下無料／9:00 ～17:00 ／火・水曜日 益田市立
歴史民俗資料館

0856-23-2635

2/5（月）
～4/15（日）

日本画優品展 IV 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 (祝日の場合は開館、翌日休館 )

益田市立
雪舟の郷記念館

0856-24-0500

2/7（水）
～2/11（日）

子供たちの田和山発見 
乃木小学校の地域学習支援

中電ふれあい
ホール

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

0852-31-8388

2/7（水）
～2/18（日）

私が愛でた花たち
「（故）林 亨先生を偲ぶ写真展」

中電ふれあい
ホール

無料／10:00 ～17:00（初日13:00から、最終日16:00まで）／
月・火曜日

中国電力
ふれあいホール

0852-31-8388

2/9（金）
～2/12（月）

第11回益田東高校美術部展　 グラントワ 無料／9:00 ～18:00（最終日17：00まで） 益田東高等学校 0856-23-3435

2/14（水）
～2/18（日）

岡敏文写真展 心の趣くままに３　 中電ふれあい
ホール

無料／10:00 ～17:00（最終日16：00まで） 中国電力
ふれあいホール

0852-31-8388

2/15（木）
～2/18（日）

第50回島根県総合美術展 石見美術館
（グラントワ内）

無料／10:00 ～18:30 グラントワ 0856-31-1860

2/17（土）
～3/18（日）

写真家 古川誠×ポスター展 ―写真と融合す
るデザイン、コマーシャルアートの世界―

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

2/21（水）
～2/25（日）

門脇正八風景写真展　美し楽し風景綴り 中電ふれあい
ホール

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

0852-31-8388

2/21（水）
～2/25（日）

自然賛歌の写真＆バードカービング 中電ふれあい
ホール

無料／10:00 ～17:00（初日12:00から、最終日16:00まで） 中国電力
ふれあいホール

0852-31-8388

2/22（木）
～2/25（日）

第36回益田市美術展 石見美術館
（グラントワ内）

無料／10:00 ～18:30 グラントワ 0856-31-1860

2/23（金）
～2/25（日）

第２回 不言塾書道作品展 グラントワ 無料／10:00 ～18:00（最終日16：00まで） 不言塾書道作品展
実行委員会

0856-22-3220

2/23（金）
～4/8（日）

【特別展】本能寺の変
－再考　何が明智光秀を決起させたか－

松江歴史館 大人500、小中生250 ／8:30 ～17:00 松江歴史館 0852-32-1607

2/24（土）
～4/22（日）

【写真展】「まちねこ美術館 in 松江 2018
春　私的猫 ～ワタシニトッテノネコ～」

島根大学旧奥谷宿舎
（島根大学サテライトミュージアム）

無料／10:00 ～17:00 ／月～金曜日 島根大学
ミュージアム

0852-32-6496

2/28（水）
～3/4（日）

全日写連島根県本部「秋の撮影会」
「島根朝日写真コンテスト」入賞作品展

中電ふれあい
ホール

無料／10:00 ～17:00（初日13:00から、最終日16:00まで） 中国電力
ふれあいホール

0852-31-8388

2/28（水）
～3/4（日）

第21回朝日写真サロン中国 中電ふれあい
ホール

無料／10:00 ～17:00（初日13:00から、最終日16:00まで） 中国電力
ふれあいホール

0852-31-8388

インスタ映え

する写真も

撮れるように

なるかも！
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文化イベント情報を募集しています
3月以降の情報は、1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」
問 平田本陣記念館　☎0853-62-5090

写真家 古川誠×ポスター展
写真と融合するデザイン、
コマーシャルアートの世界

　　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

2

10（土） ☆ グラントワシアター
「幼な子われらに生まれ」

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

10（土） ★ 名画劇場「世界でいちばんのイチゴミルク
のつくり方」

島根県民会館 〈前売〉一般1,000、会員800〈当日〉一般1,200、会員1,000、学生500、小学生以
下無料、一般5枚セット券（前売・当日とも）4,000 ／①10:30 ②14:00 ③18:30

島根県民会館
文化事業課

0852-22-5502

24（土） 映画「加奈子のこと」「おひとりさまを生き
る Part2 ～最期の選択」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

25（日） さんびるシアター
「いつまた、君と～何日君再来～」

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

　　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

2

開催中
～2/25（日）

みんなの知らないアクアスツアー アクアス 大人1,240、小中高生410、幼児無料／①11:00 ②14:00（②は
土日祝日のみ実施）／1/30、2/6、13、20

しまね海洋館　
アクアス

0855-28-3900

2（金） 平成29年度島根県立益田高等学校
SSH生徒研究発表会

グラントワ 無料／11:50 島根県立
益田高等学校

0856-22-0044

3（土） 第41回生活発表会 プラバホール 無料／9:15 みつき保育園 0852-31-2222

3（土） 企画展「エドワード・ゴーリーの優雅な秘
密」グラントワ teaガーデン「Q.R.Tea」

石見美術館
（グラントワ内）

無料［定員100名、但し企画展観覧券またはミュージアムパス
ポートが必要］／11:00

グラントワ 0856-31-1860

3
・ 4

（土）
（日）

出雲科学館人気教室メドレー第1弾
 「つくって知ろう！石鹸のひみつ」

出雲科学館 無料／①9:45 ②11:15 ③13:30 ④15:30 出雲科学館 0853-25-1500

4（日） 2017 57th ACC TOKYO 
CREATIVITY AWARDS入賞作品発表会

島根県民会館 無料／13:00 ～16:30 全日本シーエム
放送連盟

0852-21-4306

4（日） 【ワークショップ】
古布でまめびなを作ろう

石正美術館 材料費1,000 ／13:00 ～15:00 浜田市立
石正美術館

0855-32-4388

10（土） 第26回出雲養護学校高等部
作品展・即売会「is you(イズユウ )」

ゆめタウン出雲 無料／10:00 ～15:00 島根県立
出雲養護学校

0853-43-3570

10（土） コレクション展「あなたはどう見る？」関連
イベント「みるみるとじっくり見てみる？」

石見美術館
（グラントワ内）

無料［但しコレクション展観覧券またはミュージアムパスポー
トが必要］／14:00

グラントワ 0856-31-1860

10（土） 益田翔陽高等学校　課題研究発表会 グラントワ 無料／8:40 島根県立
益田翔陽高等学校

0856-22-0642

10（土） 平成29年度松農発表会 島根県民会館 無料／9:00 ～15:40 島根県立
松江農林高等学校

0852-21-6772

10（土） 風土記の丘教室「出雲東部の古墳」 【講師】池
淵俊一氏（島根県埋蔵文化財調査センター）

八雲立つ
風土記の丘

資料代200 ／14:00 ～16:00 島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

10
～12

（土）
（月）

出雲科学館人気教室メドレー第2弾 「ビー
玉コロコロ　クーゲルバーンをつくろう」

出雲科学館 無料／①10:30 ②13:30 ③15:30 出雲科学館 0853-25-1500

11（日） 柿本人麻呂「終焉地はここだ！」 グラントワ 無料／10:00 益田市文化協会 0856-22-0254

17（土） 生活発表会 島根県民会館 無料／9:15 みのり保育園 0852-36-5528

17（土） 講演会「神岡の地下から探る宇宙と素粒子
-ニュートリノと重力波 -」（講演者：梶田隆章氏）

くにびきメッセ 無料［要事前申込、定員510名］／14:30 島根大学戦略的
研究推進センター

0852-32-6050

17（土） 飯南町文化協会設立10周年記念事業
ＦＲＯＧＭＡＮトーク＆初監督作品上映

赤名農村環境
改善センター

無料／12:00 ～17:00 飯南町教育委員会 0854-76-3944

17（土） 歴博入門講座4「石見銀山の見方教えます」古代出雲
歴史博物館

無料／10:30 ～11:30 島根県立古代出雲
歴史博物館

0853-53-8600

17
・ 18

（土）
（日）

出雲科学館人気教室メドレー第3弾 
「回すと見える？！キラキラしゃぼん玉」

出雲科学館 無料／①9:30 ②13:30 出雲科学館 0853-25-1500

18（日） 協働の地域づくりフォーラム アルテピア 無料／9:30 ～15:30 安来市地域振興課 0854-23-3070

24（土） 史跡出雲国府跡　国庁域の実態を探る！ 埋蔵文化財
調査センター

無料［要事前申込、定員70名］／13:30 島根県埋蔵文化財
調査センター

0852-36-8608

24（土） 写真家古川誠×ポスター展関連事業
プロが教える「写真」とは何か！

平田本陣記念館 無料［但し入場料が必要］／10:00 平田本陣記念館 0853-62-5090

24（土） 第Ⅴ期 いづも財団公開講座（第5回）
吉兆神事を行うのはどうしてですか？

大社文化プレ
イスうらら館

無料／13:00 ～16:10 いづも財団 0853-31-4346

24（土） コレクション展「喜多村知の風景」スペシャルギャ
ラリートーク（ゲスト :喜多村良夫氏（作家長男））

石見美術館
（グラントワ内）

無料［但しコレクション展観覧券またはミュージアムパスポー
トが必要］／14:00

グラントワ 0856-31-1860

24
・ 25

（土）
（日）

出雲科学館人気教室メドレー第4弾 「プル
プル香る オリジナル芳香剤をつくろう」

出雲科学館 無料／①9:45 ②11:15 ③13:30 ④15:30 出雲科学館 0853-25-1500

　　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
～1/28（日）

第38回 SSP展「自然を楽しむ科学の眼」 サヒメル 大人600、小中高生200 ／9:30 ～17:00 ／火曜日 島根県立三瓶
自然館サヒメル

0854-86-0500

開催中
～1/28（日）

出雲の神楽をささえる
－林木屋神楽資料－

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

開催中
～2/5（月）

みんなの美術室 島根県立美術館 一般500、大学生300、高校生以下無料／10:00 ～18:30 ／
火曜日

島根県立美術館 0852-55-4700

開催中
～2/5（月）

【ギャラリー展】「日本遺産認定記念 日が
沈む聖地の考古学」

出雲弥生の森
博物館

無料／9:00 ～17:00 ／火曜日（祝日の場合は翌平日） 出雲弥生の森博物館 0853-25-1841

開催中
～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（ギャラリートーク2/4・14:00）／火曜日

グラントワ 0856-31-1860

開催中
～2/18（日）

四季の茶道具「新春の雪」 田部美術館 大人620、高大生410、中学生以下無料／9:00 ～17:00 ／
月曜日（但し2/12は開館）

田部美術館 0852-26-2211

開催中
～2/18（日）

新春　屏風と出雲の大国さま 出雲文化伝承館 一般600、高校生以下無料／9:00 ～17:00（ギャラリートーク
2/4・14:00）／月曜日（祝日の場合は開館）

出雲文化伝承館 0853-21-2460

開催中
～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

島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

開催中
～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 ／月曜日（祝日の場合は翌日）

今岡美術館 0853-25-2239

開催中
～2/26（月）

巡覧！出雲平野の遺跡シリーズⅢ　
山持遺跡－宍道湖西岸の交流地－

荒神谷博物館 一般420、高大生210、小中生110 ／9:00 ～17:00 荒神谷博物館 0853-72-9044

開催中
～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 ／2/7（新館のみ）

足立美術館 0854-28-7111

開催中
～3/4（日）

第21回浜田こどもアンデパンダン展 浜田市世界
こども美術館

一般200、高大生100、小中生50 ／9:30 ～17:00 ／
月曜日（祝日の場合は開館、翌日休館）

浜田市
世界こども美術館

0855-23-8451

開催中
～3/5（月）

速報展「出雲平野に眠る大集落　京田遺跡
発掘調査成果」

出雲弥生の森
博物館

無料／9:00 ～17:00 ／火曜日（祝日の場合は翌平日） 出雲弥生の森博物館 0853-25-1841

開催中
～3/11（日）

出雲今昔Ⅱ－萬日記から見る江戸時代― 手錢記念館 大人600、高校生以下400 ／9:00 ～16:30 ／
火曜日（祝日の場合は翌日）

手錢記念館 0853-53-2000

開催中
～3/12（月）

【特別展】没後20年　喜多村知の風景 石見美術館
（グラントワ内）

一般300、大学生200、小中高生無料／10:00 ～18:30 ／
火曜日

グラントワ 0856-31-1860

開催中
～3/18（日）

石本正作品選Ⅳ 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
～3/18（日）

石本正 ･心の眼1　
～私を感動させた日本画～

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
～3/19（月）

ガイダンス山代の郷ロビー展
「ふるさとの民具　竹との暮らし」

ガイダンス
山代の郷

無料／9:00 ～16:30 ／火曜日 島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

開催中
～4/3（火）

没後50年記念－安来が生んだ日本画家－
木村栖雲　画道一筋展

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

安来市加納美術館 0854-36-0880

開催中
～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、小中生200 ／8：30 ～17：00 小泉八雲記念館 0852-21-2147

1/25（木）
～2/4（日）

～絵手紙で広げよう笑顔の輪～
野波健治と絵手紙の仲間達

中電ふれあい
ホール

無料／9:30 ～17:00（最終日16：00まで）／月・火曜日 中国電力
ふれあいホール

0852-31-8388

1/25（木）
～5/7（月）

受贈記念　奈良原一高《肖像の風景》 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 ／
火曜日

島根県立美術館 0852-55-4700

2/2（金）
～2/4（日）

平成29年度島根県立盲学校作品展
～ふれる つながる～

イオン松江ショッ
ピングセンター

無料／9:00 ～22:00 島根県立盲学校 0852-36-8221

2/3（土）
・ 2/4（日）

第17回出雲北陵高等学校卒業制作展 出雲文化伝承館 無料／9:00 ～17:00（最終日16：00まで） 出雲北陵高等学校 0853-21-1871

2/3（土）
・ 2/4（日）

第47回松江市中学校技術・家庭科作品展 中電ふれあい
ホール

無料／10:00 ～17:00（最終日15：30まで） 中国電力
ふれあいホール

0852-31-8388

2/4（日）
・ 2/5（月）

エムフローラ・フラワーデザインスクール
講師・生徒作品展

グラントワ 無料／9:00 ～18:00（最終日16：00まで） エムフローラ・フラワー
デザインスクール

0856-22-2044

2/5（月）
～3/31（土）

【企画展】ふるさと写真展ⅩⅣ／ひな人形
展2018 ／平成29年度寄贈資料展

益田市立歴史
民俗資料館

一般200、高校生以下無料／9:00 ～17:00 ／火・水曜日 益田市立
歴史民俗資料館

0856-23-2635

2/5（月）
～4/15（日）

日本画優品展 IV 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 (祝日の場合は開館、翌日休館 )

益田市立
雪舟の郷記念館

0856-24-0500

2/7（水）
～2/11（日）

子供たちの田和山発見 
乃木小学校の地域学習支援

中電ふれあい
ホール

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

0852-31-8388

2/7（水）
～2/18（日）

私が愛でた花たち
「（故）林 亨先生を偲ぶ写真展」

中電ふれあい
ホール

無料／10:00 ～17:00（初日13:00から、最終日16:00まで）／
月・火曜日

中国電力
ふれあいホール

0852-31-8388

2/9（金）
～2/12（月）

第11回益田東高校美術部展　 グラントワ 無料／9:00 ～18:00（最終日17：00まで） 益田東高等学校 0856-23-3435

2/14（水）
～2/18（日）

岡敏文写真展 心の趣くままに３　 中電ふれあい
ホール

無料／10:00 ～17:00（最終日16：00まで） 中国電力
ふれあいホール

0852-31-8388

2/15（木）
～2/18（日）

第50回島根県総合美術展 石見美術館
（グラントワ内）

無料／10:00 ～18:30 グラントワ 0856-31-1860

2/17（土）
～3/18（日）

写真家 古川誠×ポスター展 ―写真と融合す
るデザイン、コマーシャルアートの世界―

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

2/21（水）
～2/25（日）

門脇正八風景写真展　美し楽し風景綴り 中電ふれあい
ホール

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

0852-31-8388

2/21（水）
～2/25（日）

自然賛歌の写真＆バードカービング 中電ふれあい
ホール

無料／10:00 ～17:00（初日12:00から、最終日16:00まで） 中国電力
ふれあいホール

0852-31-8388

2/22（木）
～2/25（日）

第36回益田市美術展 石見美術館
（グラントワ内）

無料／10:00 ～18:30 グラントワ 0856-31-1860

2/23（金）
～2/25（日）

第２回 不言塾書道作品展 グラントワ 無料／10:00 ～18:00（最終日16：00まで） 不言塾書道作品展
実行委員会

0856-22-3220

2/23（金）
～4/8（日）

【特別展】本能寺の変
－再考　何が明智光秀を決起させたか－

松江歴史館 大人500、小中生250 ／8:30 ～17:00 松江歴史館 0852-32-1607

2/24（土）
～4/22（日）

【写真展】「まちねこ美術館 in 松江 2018
春　私的猫 ～ワタシニトッテノネコ～」

島根大学旧奥谷宿舎
（島根大学サテライトミュージアム）

無料／10:00 ～17:00 ／月～金曜日 島根大学
ミュージアム

0852-32-6496

2/28（水）
～3/4（日）

全日写連島根県本部「秋の撮影会」
「島根朝日写真コンテスト」入賞作品展

中電ふれあい
ホール

無料／10:00 ～17:00（初日13:00から、最終日16:00まで） 中国電力
ふれあいホール

0852-31-8388

2/28（水）
～3/4（日）

第21回朝日写真サロン中国 中電ふれあい
ホール

無料／10:00 ～17:00（初日13:00から、最終日16:00まで） 中国電力
ふれあいホール

0852-31-8388

インスタ映え

する写真も

撮れるように

なるかも！
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5,060,000

 4,400,000 5,040,000

4,400,000

3,770,000
237,600 43,200

124,200

コ
ン
サ
ー
ト・演

劇・舞
踊・

ギ
ャ
ラ
リ
ー・シ

ネ
マ
情
報
満
載

島
根
文
化
情
報
誌

古
紙
パ
ル
プ
配
合
率
100％

再
生
紙
を
使
用

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
し
ま
ね「

キ
ャ
ッ
チ
」２

月
号

島
根
文
化
情
報
誌
  平

成
30年

1月
25日

発
行

発
行・編

集
／
島
根
県
民
会
館
 〒
690-0887 島

根
県
松
江
市
殿
町
158 TEL.0852-22-5505 FAX.0852-24-0109

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

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


