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島根県民会館
島根県民会館からのお知らせです！

２年間で通算15万人を動員したリアルな恐竜パペットショー「恐竜
どうぶつ園」が島根県民会館にやってくる！子供たちに大人気の肉
食恐竜ティラノサウルスと草食恐竜
トリケラトプスも登場！今年の夏休
みは、ご家族で楽しめる恐竜ショー
へ出かけてみませんか？

数々のピアノコンクールに入
賞し、第８回「岩谷時子賞奨励
賞」を受賞した彼女のピアノの
音色は、たくさんの観客の心を
打ち、涙を誘います。その時の
感情であったり、物に触れたと
きの感覚、そのとき抱いている
感情をそのままピアノで表現。
こうしたことができるように
なったのは、彼女が「広汎性発
達障害」（自閉症スペクトラム
障害）という先天的な発達障害
を抱えて、壮絶な少女・青春時
代を送ってきたからとも言え
ます。いま話題の “こころのお
と”を体感しに、ぜひ会場へお
越しください。

地域の文化芸術を支える舞台技術者の育成を目指して開催するステー
ジテクニカルアカデミー。本年度第２回は、島根県内では導入事例の少
ないムービングライト等の照明機材を導入し、町の文化発展に励む悠
邑ふるさと会館を会場として、これからの文化施設について考えます。

今年で５回目を迎える島
根大学教員によるピアノ
コンサート。今回は、作
曲家でありピアニストで
あったショパンとスク
リャービンの作品を取り
上げます。ドイツ・ハン
ブルグのセミコンサート
グランドピアノ（スタイ
ンウェイ社）の響きをお
楽しみください！

最新チケット情報

ステージテクニカルアカデミー2017

野田あすかピアノ・リサイタル

ベル ソノリテ ピアノコンサート2018

〜舞台芸術を支えていくために〜
第2回「活かされる文化施設」

〜全国ツアー2018〜

島根県民会館・島根大学教育学部連携事業
〜アカデミックシリーズ〜

グランドピアノの響きに触れるピアノコンサート

TBS系テレビ番組「金スマ」やNHK朝のニュース
「おはよう日本」などで紹介され注目を集めている
天才ピアニスト野田あすか　ピアノ・リサイタル開催

研　　修①：活かされる文化施設〜文化施設を活かす人々〜
実践研修①：人手不足を機材で補う〜ムービングライト〜

実践研修②：人手不足を機材で補う〜ムービングライト〜

参加団体募集中！

使用ピアノ：
スタインウェイC-227

問 島根大学教育学部島畑研究室
 　☎0852-32-6315

時 開場15：00／開演15：30　
￥ 無料（要入場整理券）

時 10：00〜18：00

時 10：00〜13：00　◆実演協力：江川太鼓

※未就学児入場不可

島根大学教育学部
合唱合奏室（157室）

※舞台に上がれるのは一部の方に限られます。予めご了承ください。

8.25 土

3.4 日

問 島根県民会館施設利用課 舞台振興グループ
 　☎0852-22-5510

申し込みは、専用フォームから。県民会館HPまたは右の
QRコードからアクセスできます。（締切3/2）
http://www.cul-shimane.jp/hall/

悠邑ふるさと会館 大ホール(邑智郡川本町）

3.6 火・7 水

世界各地で上演されている、家族みんなで楽しめる恐竜ショー。
大昔にタイムスリップしたような空間で、恐竜たちを客席で見るだけでなく舞台に
上がったり、客席で触れたり、楽しく学べるパフォーマンスショーです。

島根県民会館における「チケットぴあ」カウンター業務は、2018年3月31日
（土）をもちまして終了いたします。1995年（平成7）5月に「チケットぴあ」を
導入し、これまで約23年間の長きにわたりご愛顧いただきまして、誠にあり
がとうございました。

島根県民会館
開館50周年記念

問 島根県民会館チケットコーナー
 　☎0852-22-5556

時 1回目 13：00／2回目 15：30　
￥ 全席指定　3,000円 
　 ※3歳以上有料、2歳以下膝上鑑賞無料

島根県民会館 大ホール（松江市殿町）

恐竜どうぶつ園とは？

6日 火

7日 水

4/1 日
チケット
発売開始

友の会先行予約あり

終演後、
ロビーで恐竜たちと
触れ合えます！

出演・プログラム

【演奏】
島畑斉（島根大学教育学部教授）
古川浩美（島根大学教育学部特任准教授）

【プログラム】
♪ショパン ノクターン集より（演奏 : 島畑）
♪ショパン ピアノ･ソナタ第 2 番 
　変ロ短調作品 35（演奏 : 島畑）
♪スクリャービン 12 の練習曲 
　作品 8 より（演奏 : 古川）
♪スクリャービン 幻想曲 ロ短調 
　作品 28（演奏 : 古川）

問 島根県民会館チケットコーナー　☎0852-22-5556

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

島根県民会館 大ホール（松江市殿町）※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

託児あり
要予約

3/14 締切

3.21 水

島根県民会館「チケットぴあ」取扱い終了（3/31）のお知らせ

なお、ぴあ以外のチケット販売業務は引き続き行います。
今後ともよろしくおねがいいたします。

販売サービスに関する問い合わせ
チケットぴあインフォメーション　☎0570-02-9111

©︎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）

￥ 無料

時 12：30〜13：30　￥ 無料

問 川本町観光協会　☎0855-74-2345

問 アイリッシュ・フェスティバル in Matsue 実行委員会
　 事務局（松江市国際交流会館） ☎0852-31-8345

時 9：30〜

時 11：00〜パレード・パフォーマンス参加者
イベントボランティア大募集！
詳しくはWebで！ 
http://www.city.matsue.shimane.jp/micc/

時 〈24日〉開演18：30〈25日〉開演13：30
￥ 全席自由
 　〈前売〉1,500円
　 〈当日〉1,800円、高校生以下無料

「コーヒーと共に生きた男
　　　　　　　　　　〜三浦義武」

2018年は、児童雑誌『赤い鳥』で“童謡”という言葉が発表されてか
ら、ちょうど100年。グラントワフランチャイズ芸術団体のグラン
トワ・ユース・コールを中心に、県内外からジュニア合唱団が集結

し、「童謡」をテー
マに元気な歌声を
響かせます。全出
演者による合同演
奏にもご期待くだ
さい。

日本のコーヒー文化の基礎を築いた
浜田市三隅町井野出身の三浦義武氏。
ヨシタケコーヒーができるまでの歴
史と彼をめぐる人々との交流を、戦前
の東京と戦後の浜田を背景に、地域の
文化力を結集して上演します。

5 名様
企画展

ベル ソノリテ ピアノコンサート2018

チケプレ

 1 組様
各日
ペア

※集合場所など詳しくはお問い合わせください

※開花状況によって
　変更の場合あり

四季を楽しむかわもとウォーキング春
（片道3km／6km）

イズモコバイモ学習会＆観察会

3.18 日

3.21 水・24 土

時 開場13：00／開演13：30
￥ 全席自由　〈前売〉500円、会員400円
 　　　　　　〈当日〉700円、会員600円
　 ※大人・子ども同料金　※未就学児無料

グラントワ・ジュニアコーラス・
フェスティバル2018

住民参加創作劇

フレンドシップコンサート〜つなぐ〜

問 グラントワ  ☎0856-31-1860 問 石央文化ホール　☎0855-22-2100

グラントワ 大ホール（益田市有明町） 石央文化ホール（浜田市黒川町）

春の妖精イズモコバイモ祭り2018アイリッシュ・フェスティバル in Matsue 2018
セント・パトリックス・デイ・パレード

イズモコバイモ群生地
（邑智郡川本町谷戸2948-1）

松江城大手前〜カラコロエリア

三瓶記念館サヒメル（大田市三瓶町）

ふれあいホールみと
（益田市美都町）

環境省のレッドデータブックでも絶滅
危惧種に設定されている希少植物・イ
ズモコバイモ。小さな釣鐘のような花
びらを付けた姿は、春の訪れを伝える
白い妖精のよう。川本町の谷

た ん

戸
ど

地区に
は全国的にもまれな群生地が存在しま
す。最寄駅は JR三江線・石見川本駅。
3/31に廃線となる三江線に乗って春
の一日を心に刻んでみては。

火山噴火のメカニズ
ム、火山の作用で生
じた宝石類、三瓶山
の大噴火によって形
成された小豆原埋没
林をはじめ、火山に
ともなう自然現象や
災害など様々な事象
を自然科学と社会科
学の切り口で紹介す
る企画展。
火山の謎に迫ってみ
よう！

ガイドボランティアによる案内や
特産品販売など地元の方とのふれ
あいも楽しみ♪

音楽やパフォーマンス、マルシェなどが催
され、アイルランド一色の一日が過ごせま
す。パレードでは、松江城大手前からカラ
コロ広場まで行進！アイルランドのシンボ
ルカラー「緑」を身に着けて、アイリッシュ
の気分で行進してみませんか？

美都町と益田市の神楽社中が舞い
交わします。早春の山里で石見神
楽をお楽しみください！

3.25 日 3.24 土・25 日

3.1 木〜31 土

3.17 土〜5.27
日

3.11 日

3.25 日

春一番！ひと足早く、春の陽気を感じながら
お出かけしてみませんか？

演  目

神祇太鼓（じんぎだいこ）

八幡（はちまん）

小沙夜（おさよ）

〜中入り〜
橋辨慶（はしべんけい）

天神（てんじん）

頼政（よりまさ）

／丸茂神楽社中
／三谷神楽社中
／道川神楽社中

／大尾谷社中
／丸茂神楽社中
／三谷神楽社中

宮崎県総合博物館撮影

チケプレ

ペア 2 組様

出演団体

ゲスト：むさし野ジュニア合唱団「風」

＊グラントワ・ユース・コール
＊益田市立安田小学校・吉田小学校・
　高津小学校合唱部合同ユニット
　「リトル☆スターズ」
＊石央文化ホール浜田少年少女合唱団
＊みすゞ少年少女合唱団
＊みよし KIRIRI 児童合唱団
＊ IJC 岩国市ジュニア合唱団

申込締切3/5（月）

春期企画展 火山のチカラ〜火と水のダイナミズム〜

時 9：30〜17：00（4月〜土曜18：00まで）　
￥ 大人600円、小中高生200円、幼児無料　休 火曜日 ※5/1（火）はGWのため開館

時 開場9：30／開演10：00　
￥ 〈前売〉高校生以上1,000円
 　〈当日〉1,200円、中学生以下500円
    ※未就学児無料

問 三瓶自然館サヒメル　☎0854-86-0500問 ふれあいホールみと　☎0856-52-2295

文化伝承事業 里の神楽

チケプレ

ペア 2 組様
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Mue & Sai

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

大田市民会館 中ホール
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〈当日のみ〉高校生以上500円
問 大田名画シアター事務局
　☎0854・82・6630

入〈前売〉一般1,000円、会員800円
　〈当日〉一般1,200円、会員1,000円
　　　　学生500円、小学生以下無料
問 島根県民会館文化事業課 ☎0852・22・5502

入〈前売〉一般・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

14：00〜15：00

14：00/18：30

10：00/14：00
10：00/14：00/18：30

飯南町に生まれ、昭和初期～20年代
を中心に活躍した活動写真弁士・吉
岡長太郎氏が残したフィルムコレク
ションを活用して地元を中心に活動
される、現代の活弁士の皆さんによる

「活弁公演」です。
映像に合わせて語る弁士達の話芸を
お楽しみください。

ロンドンでプロのミュージシャンを
目指すジェームズは、夢を果たせず
家族にも見放されどん底の生活を
送っていたが、足にケガをした一匹
の野良猫（ボブと命名）が迷い込んで
くる。ジェームズが有り金全てをは
たいてボブを助けて以来、ふたりは
どこへ行くにも一緒で、次第にその
動向が世間の注目を集めるようにな
る。やがて大きなチャンスが訪れる
ことになり……。

（2016年 /イギリス /103分）

養護施設出身の敦也は、幼なじみの
翔太や幸平と悪事を働いて、かつて
町の人々から悩み相談を受けてい
た「ナミヤ雑貨店」に逃げ込む。廃業
しているはずの店内で一夜を過ご
すことに決めた3人だったが、深夜、
シャッターの郵便受けに何かが投げ
込まれたことに気づく。
過去と現在が繋がる不思議な雑貨店
を舞台に描く、東野圭吾作品史上最
も泣ける感動作。

（2017年 /日本 /129分）

わかりやすく日常的な言葉の連なり
で現代人の憂鬱と希望を浮き彫りに
し、女性としては最年少の21歳で第
13回中原中也賞を受賞するなど、「い
ま最も新しい表現者」として注目され
ている詩人・最

さ い は て

果タヒの現代詩集を映
画化。監督は 「舟を編む」の石井裕也。
都会の片隅で孤独を抱えて生きる現
代の若い男女の繊細な恋愛模様を描
き出す。（2017年 /日本 /108分）

監督：ロジャー・スポティスウッド
出演：ルーク・トレッダウェイ
　　　ルタ ･ ゲドミンタス
　　　ジョアンヌ ･ フロガット 
　　　ほか

監督：廣木隆一
出演：山田涼介、西田敏行
　　　村上虹郎　ほか

監督：石井裕也
出演：石橋静河
　　　池松壮亮
　　　松田龍平　ほか

©2016 STREET CAT FILM DISTRIBUTION 
LIMITED ALL RIGHTS RESERVED.

©2017「ナミヤ雑貨店の奇蹟」製作委員会 
2017年9月23日（土）全国ロードショー

©2017「映画　夜空はいつでも最高密度の青色
だ」製作委員会

飯南町の長太郎活動写真弁士保存会の
弁士による無声映画上映会

世界的ベストセラー書籍が映画化！
人生に行き詰まった男と
野良猫ボブの心温まる奇跡の実話

それは手紙がつなぐ、
たった一枚の優しい奇蹟 渋谷、新宿。二人は出会う。

優しくてぶっきらぼうな
最高密度の恋愛映画、誕生。

ナミヤ雑貨店の奇蹟

ボブという名の猫
幸せのハイタッチ

映画　夜空はいつでも
最高密度の青色だ

活弁公演
「血煙高田馬場」「実録忠臣蔵」
「無理矢理ロッキー破り」

3.3
（土）

3.10
（土）

3.24
（土）

3.3
（土）

名画劇場

グラントワ
シアター

大田名画
シアター

さんびる
シアター

チケプレ

ペア 2 組様

チケプレ

ペア 2 組様

託児あり
要予約
3/3 締切

日本映画 第１位

2017年 第91回
キネマ旬報ベスト・テン

を送っている。そこへ強盗の罪で服役していた

兄・卓司（新井浩文）が、刑期を終え家に転が

り込んでくるのだった。弟とは対照的に金遣い

が荒く、凶暴なトラブルメーカーの兄。和成の

日常が揺れはじめる。

病に倒れた父親にかわって印刷所を継ぐ、

しっかり者の姉・由利亜（江上敬子）は勤勉で

賢いが、太っていて見た目も良くはない。顔と

スタイルが良く、印刷所の手伝いはするものの、

芸能活動もはずせない妹の真子（筧美和子）の

チャラついた存在が面白くない毎日だ。一方、

真子もルックスには優越感を持ちながらも、姉

の頭の良さにはコンプレックスを感じている、

ただでさえ微妙な二人。そんな中、和成に恋心

を寄せる由利亜を知っていて、和成と付き合い

始める真子。真子の枕営業に鉢合わせしてしま

う卓司。卓司の存在が正直うとましい和成。そ

れぞれの感情がぶつかり合い、からみ合い事態

は思いもよらぬ方向へ転がり始め…。

前作『ヒメアノ～ル』から４年。吉田監督オ

女優・江上敬子の次の作品も観たい ! ! 吉田恵輔監

督最新作『犬猿』を観終わった直後に、心からそう

思いました。

江上敬子さんとは皆様ご存知、ニッチェの江上

さん。われらが島根県津和野町ご出身で地元銀行の

CM にも出演されていますよね。私も帰省した際に

拝見しました。その江上さん、もちろんコントをさ

れている段階でパワフルな演技力の持ち主だとは分

かっていたものの、その期待を遥かに上回る見事な

映画女優さん姿に、すっかり釘付けになりました。

『犬猿』はそれぞれ“天敵”とも言える２組の“きょ

うだい”の物語。印刷会社の営業マン和成（窪田正孝）

は真面目で堅実な性格の弟。父親が連帯保証人とな

り作ってしまった借金を返済しながら、地味な生活

リジナル脚本で描かれる『犬猿』は、見応えたっ

ぷり濃密な人間ドラマでした。昨今の甘ずっぱ

い漫画原作に頼りっぱなしな日本映画の現状に、

喝を入れに来たな！という印象を持ったのは、

きっと私だけではない気がします。2018 年、早

くも今年の日本映画を代表する作品の一つにな

るのではないでしょうか。

家族だから、ずっと一緒だから、全て知って

いるからこそ、ややこしい。血の繋がり、それ

こそが絶望であり希望という真実は、事の大小

はあれど、誰しもがどこか心当たりのあるエピ

ソードに映るはずです。甘くないラストも大好

き。所詮、人間大きく変わるのはなかなか難しい。

その愚かしさと可笑しみを、結局許せてしまう

のも、兄弟、姉妹、家族だけなのかもしれません。

江上さんはもちろん、その他俳優陣の演技

バトルも見事。和成、卓司、由利亜、真子。

はてさて、一番の曲者は誰でしょうね。

女優・江上敬子
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時期に相当します。日本に来たばかりの人類
は、すぐに隠岐まで到達し、黒曜石を利用し
始めたようです。これ以降、隠岐の黒曜石は、
縄文時代、弥生時代とおよそ 3 万年以上にわ
たって、使われ続けました。その長い歴史の
中で、その利用が途切れたことは一度たりと
もありません。それほど、彼らにとって黒曜
石の存在は重要なものだったのです。
　今回の展示では、隠岐の黒曜石を使った石
器が、３万年の時を越えて一堂に集合しま
す。旧石器時代、縄文時代、弥生時代と三つ
の時代を通して連綿と使われ続けた隠岐の黒
曜石。そこには一体どのような魅力が秘めら
れていたのでしょうか。ぜひご来館いただき、
黒曜石の歴史のダイナミズムに触れていた
だきたいと思います。

古代出雲歴史博物館  稲 田 陽 介

　皆様、「黒曜石」という石をご存じでしょ
うか。歴史や地学の授業で学ばれた方もおら
れるかもしれませんが、私たちの生活の中で
は、目に触れる機会はそれほど多くないかと
思います。そんな黒曜石ですが、文字のない
太古の歴史を知るのに、大変重要な役割を果
たしました。そこで今回、古代出雲歴史博物
館の企画展では、隠岐で採れる黒曜石をテー
マにした、ちょっとマニアックな展覧会を開
催します。
　黒曜石とは、火山の噴火によって生まれた
天然のガラスです。表面は黒く、陽に透かす
と鮮やかな輝きを放ちます。ガラスなので非
常に鋭く割れ、細かく加工することも可能で
した。こうした特徴を活かして、狩猟採集を
生業とした先史時代には、黒曜石は狩猟や加
工の道具として利用されました。
　隠岐の黒曜石の歴史は古く、最古の資料は
約 34,000 年前の中国山地の遺跡から見つか
っています。この頃は、アフリカ大陸から移
動してきたヒトが日本列島に到達・定着した

企
画
展

「
隠
岐
の
黒
曜
石
」

林
木
屋
神
楽
資
料

ご
ぼ
れ
話
　
荒
神

隠岐の黒曜石で作られた石器
鳥取県埋蔵文化財センター/ 倉吉博物館 /島根県教育委員会 /
隠岐の島町教育委員会 / 岡山大学 / 岡山理科大学 /北広島町
教育委員会　蔵

（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

広 告

場 古代出雲歴史博物館 特別展示室　
休 ４/17（火）
時 9：00～18：00
　（3/23は当展覧会会場のみ10：00開場）
　 ※入館は閉館時刻の30分前まで
￥ 一般700円、大学生400円
　 小中高生200円
問 島根県立古代出雲歴史博物館
 　℡0853-53-8600

企画展「隠岐の黒曜石」

〒692-0014 安来市飯島町70
TEL 0854-21-0101

■開場時間 10：00

▲

17：00 ●最終入場 16：30まで    
■休 館 日  火曜日    
■観 覧 料  前売 700円税

込（当日 800円税
込）高校生以下無料

■ 主催 : 安来市 / 安来市総合文化ホール アルテピア   
■ 共催 : NPO法人青少年サポートの会    
■ 特別協力 : 相田みつを美術館 安来市総合文化ホール アルテピア

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

TEL0854-21-0101
TEL0854-32-2416
TEL0854-21-0201
TEL0854-23-7667
TEL0852-22-5556
TEL0859-35-4171
TEL0859-38-5127
TEL0859-48-0700

プ
レ
イ
ガ
イ
ド

相田みつを美術館館長 
相田 一人氏
来館イベント開催

〈ギャラリートーク〉3 月 3 日（土） 11：00～ / 14：00～ （各回約20分）

〈 講 演 会 〉3 月 4 日（日） 10：00～11：55 （開場 9：00）

※展覧会の観覧券ではご入場いただけません。

 ［会場］安来市総合文化ホール アルテピア 展示室内   ［参加費］無料 
■息子の目から見た作品の背景やエピソードをお話いたします。 ※展覧会観覧券が必要になります。

 ［会場］安来市総合文化ホール アルテピア 大ホール
 
［講演会入場料］ 800円

■主 催  NPO法人 青少年サポートの会       ■お問合せ 青少年サポートの会  0854-22-0850
◎講演会の入場チケットをお持ちの方は、展覧会の当日券（800円）を前売り券料金（700円）でご購入いただけます。

3.23 金〜5.16 水
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Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday日 月 火 水 木 金 土

応募〆切

3月12日（月）
必着

年度末は定期演奏会など、
いいものがたくさんあります。
土・日でいろいろと行ってみた
いです。（松江市 T･Nさん）
//////////////

しばらくあまり遠くへは出掛けら
れない事もあり、松江市内の
演奏会や名画劇場へ出向く
事が楽しみのひとつです。
catchをきっかけに楽しみが広
がりました！松江テルサのさんび
るシアターにハマってしまいまし
た。作品のチョイスも良いです！
小さなプラネタリウム（ドームシ
アター）会場にいると、お母さん
のおなかの中にいる赤ちゃんっ
てこんなかんじかな？なんて考え
ちゃいます。（出雲市 S･Kさん）
//////////////

先月、米子であった大黒摩
季のコンサートに行ってきまし
た。復帰してパワフルで楽し
いコンサートでした！！やっぱり
LIVEはいいですね。今度は
広島の福山雅治のLIVEに
行きたいです！！PS：マグニ
チュード8.0よかったです。涙
ボロボロでした。最近見た中
で一番！！（松江市 Y･Fさん）
//////////////

毎回キャッチを手にして、チ
ケットプレゼントを確認！1月
のグラントワカンタートとても
感激しました。初めて観させ
てもらいましたが素晴しかっ
たです！（益田市 S･Tさん）
//////////////

今年は日本の伝統芸能を
観ると運気が上るそうです。
そういう伝統芸能をキャッチ
で紹介していただいたら、ぜ
ひ観に行きたいと思っていま
す。（安来市 T･Sさん）
//////////////

「シネマ恋恋」の映画館文化
の危機に共感いたしました。
昭和30年代、私たち浜田の
旧市内には６映画館があり、
映画の全盛期でした。半ドン
の前日、勤め帰りの映画館
行きは数か月に１回の唯一
の楽しみでした。昭和50年代
後半２館となり、そして町から
映画館が消えて30年になりま
す。（浜田市 I･Kさん）
//////////////

表紙のネコちゃんがかわい
かったです。

（出雲市 A･Mさん）
//////////////

思わぬ寒さと積雪で春がまち
どおしいです。コンサートや演
劇鑑賞を楽しみたいと思って
います。（松江市 K･Kさん）

○コ しまじろうコンサート（島根県民会館）
○コ ベル ソノリテ ピアノコンサート2018（島根大学教育学部）
○コ 出雲交響吹奏楽団－縁－春の縁奏会
（大社文化プレイスうらら館）
○コ 大社高校合唱部定期演奏会（ビッグハート出雲）
○コ Osaka Shion Wind Orchestra（悠邑ふるさと会館）
○演 低学年例会さるかにばなし（島根県民会館）
○映 アイルランド映画観賞会『ライアンの娘』
（小泉八雲記念館）

○コ しまねシンフォネット高校オーケストラ
定期演奏会（プラバホール）

○コ 新春チャリティー演歌のつどい（アルテピア）
○コ 剣詩舞部25周年記念大会（アルテピア）

○コ パイプオルガン学園 第14＆15期生発表会
（プラバホール）
○コ 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）
○コ 鍵盤男子（大田市民会館）
○コ 田川寿美・永井裕子 コンサート（メテオプラザ）
○演 劇団はぐるま座「動けば雷電の如く」（アルテピア）
○演 松江地域伝統芸能祭 in東出雲（東出雲ふれあい会館）
○演 益田糸操り人形（グラントワ）

○コ 安来高校吹奏楽部 定期演奏会 （アルテピア）

○コ グラントワ・ジュニアコーラス・フェスティバル（グラントワ）
○コ 松江市立湖東中学校吹奏楽部 （プラバホール）
○コ サウンドライブしまね in雲南 （ラメール）
○コ Voglio cantare in OKI  （隠岐島文化会館）
○コ 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）
○演 NHK ワンワンとあそぼうショー（アルテピア）
○演 文化伝承事業 里の神楽（ふれあいホールみと）

○コ グルーヴィンラボ定期演奏会（アルテピア）
○コ MuSICA!! in Matsue（鹿島文化ホール）
○コ 松江南高校吹奏楽部定期演奏会（プラバホール）
○演 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、25日も）
○映 さんびるシアター
「映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ」
（松江テルサ）

○コ 松江北高吹奏楽部 演奏会（プラバホール）
○コ 浜田高校吹奏楽部定期演奏会（石央文化ホール）
○演 三喬改メ 七代目 笑福亭松喬 
襲名披露公演（アルテピア）

○演 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、4月1日も）

○コ Dizzy Sunfist（松江AZTic canova）
○コ グラントワ弦楽合奏団定期演奏会（グラントワ）
○コ 清塚信也ピアノリサイタル（江津市総合市民センター）
○コ 田中公道半寿記念リサイタル（あすてらす）
○コ 伊藤智子　藤川麻由美
ソプラノデュオコンサート（スティックビル）

○演 劇団Yプロジェクト「ケータイ・クローン2018」（スサノオホール）
○演 石見神楽「飯南神楽団」雲南公演（古代鐵歌謡館）

○演 劇団東演公演「検察官」
（島根県民会館）

○演 中村勘九郎 中村七之助　
春暁特別公演2018（島根県民会館）

○コ 高見恒代&芦原充 デュオ・リサイタル
（出雲国際交流会館）

○コ NHK交響楽団演奏会 益田公演
（グラントワ）

○コ 松江二中吹奏楽部
「ありがとうコンサート」（島根県民会館）

○コ 松江市立女子高等学校
文化部合同定期公演（島根県民会館）

○コ 松江商業高等学校吹奏楽部　
定期演奏会（プラバホール）

○コ 野田あすか（島根県民会館）
○コ 亀山ミュージックチャリティーショー
（石央文化ホール）

○コ 島根大学 金管楽器専科生による
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）
○演 高学年例会よせ鍋寄席（島根県民会館）
○演 ありのままとウキウキ（ラメール、4日も）
○映 グラントワシアター「ナミヤ雑貨店の奇蹟」
（グラントワ）
○映 大田名画シアター活弁公演（大田市民会館）

○コ 島根大学混声合唱団 定期演奏会
（プラバホール）

○コ 松江工業高等専門学校
吹奏楽部定期演奏会（島根県民会館）

○コ アマチュアミュージックフェスティバル音風一番
（大田市民会館）
○映 名画劇場
「ボブという名の猫　幸せのハイタッチ」
（島根県民会館）
○映 映画「校庭に東風吹いて」上映会
（松江スティックビル）

○コ 島根大学教育学部音楽教育専攻　
シャノン打楽器コンサート（アルテピア）

○コ JCAユースクワイア・コンサート（プラバホール）
○映 子ども映画まつり（あすてらす）

キャッチ4月号
発 行 予 定 日

春分の日

※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
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3月号プレゼント」係まで

for reade
rs

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

うう、体が痛い…。今日は有名

な画家の方々をお招きして絵

画のワークショップを行ったの

ですが、なんとお客さんのリク

エストで急遽ライブペインティ

ングを行うことになり、なぜか

僕がモデルをすることに！絵画

のモデルって大変なんですね。

ずっと同じポーズで立ち続けるのはすごくキツかったです…！

出来上がった作品はどれも独創的すぎて、はたして僕のポー

ジングの意味はあったのだろうかと少しだけ思ってしまいまし

たが、改めて表現することの自由さとか、芸術の懐の深さを

感じました。芸術は爆発だー！

今月の表紙に出てきた画家たちはそれぞれモデルが
いるのですが、みなさん誰だかわかりましたか？どの
画家も大変独創的な絵を描く人たちですよね。それぞ
れ飼っていたペットも少し変わっていて、岡本太郎は
カラスを、ピカソはフクロウを、ダリはアリクイを飼って
いたそうです。ちなみに表紙の中にはイギリスの芸術
家バンクシーをモデルにした作品も隠れています。
気付いた人はかなりのアート上級者！

Catch ひろば

こんにちは、Hanaです！
第 42 回島根広告賞「新聞・雑誌」部門で、
キャッチが「銅賞」を受賞しました！島根
県の広告文化の向上と商工業の振興を図
るため､毎年開催している｢島根広告賞｣。
一年間に制作された作品の中で特に優れ
た作品に賞が贈られます。とっても嬉しい
です、ありがとうございます！
これからもキャッチをよろしくお願いします！

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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島根県民会館 ＆

友の会
会員募集

グラントワ

「おひなさま」 
おななさん

「ひなまつり」 
Sachiさん

「おひなさま」 
そうた まつもとさんかみやまとしこさん

「おひなさま～」 
益田の由美さん

なおこさん
「ハッピーひなまつり」 

ちゃとらさん

「あなたと私」 
Tokiさん

「
私
の
お
ひ
な
さ
ま
」 

和
音
さ
ん

「おひなさま」
そらちゃん

「松江養護学校  
陶器のおひなさま」
ゆうバァちゃん

「かわいい春がきた」
夏男さん

「桃の節句」
きょうこさん

　　「ひなまつり」
今月のテーマ

寒かった冬もようやく終わり、ようやく
春がやってきます。そうなると気になるの
は桜の開花宣言。有名スポットの
桜や、自分だけしか知らない穴場、
花より団子の方も、春を呼ぶ作品
をキャッチ美術館に飾ってみませんか？
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Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday日 月 火 水 木 金 土

応募〆切

3月12日（月）
必着

年度末は定期演奏会など、
いいものがたくさんあります。
土・日でいろいろと行ってみた
いです。（松江市 T･Nさん）
//////////////

しばらくあまり遠くへは出掛けら
れない事もあり、松江市内の
演奏会や名画劇場へ出向く
事が楽しみのひとつです。
catchをきっかけに楽しみが広
がりました！松江テルサのさんび
るシアターにハマってしまいまし
た。作品のチョイスも良いです！
小さなプラネタリウム（ドームシ
アター）会場にいると、お母さん
のおなかの中にいる赤ちゃんっ
てこんなかんじかな？なんて考え
ちゃいます。（出雲市 S･Kさん）
//////////////

先月、米子であった大黒摩
季のコンサートに行ってきまし
た。復帰してパワフルで楽し
いコンサートでした！！やっぱり
LIVEはいいですね。今度は
広島の福山雅治のLIVEに
行きたいです！！PS：マグニ
チュード8.0よかったです。涙
ボロボロでした。最近見た中
で一番！！（松江市 Y･Fさん）
//////////////

毎回キャッチを手にして、チ
ケットプレゼントを確認！1月
のグラントワカンタートとても
感激しました。初めて観させ
てもらいましたが素晴しかっ
たです！（益田市 S･Tさん）
//////////////

今年は日本の伝統芸能を
観ると運気が上るそうです。
そういう伝統芸能をキャッチ
で紹介していただいたら、ぜ
ひ観に行きたいと思っていま
す。（安来市 T･Sさん）
//////////////

「シネマ恋恋」の映画館文化
の危機に共感いたしました。
昭和30年代、私たち浜田の
旧市内には６映画館があり、
映画の全盛期でした。半ドン
の前日、勤め帰りの映画館
行きは数か月に１回の唯一
の楽しみでした。昭和50年代
後半２館となり、そして町から
映画館が消えて30年になりま
す。（浜田市 I･Kさん）
//////////////

表紙のネコちゃんがかわい
かったです。

（出雲市 A･Mさん）
//////////////

思わぬ寒さと積雪で春がまち
どおしいです。コンサートや演
劇鑑賞を楽しみたいと思って
います。（松江市 K･Kさん）

○コ しまじろうコンサート（島根県民会館）
○コ ベル ソノリテ ピアノコンサート2018（島根大学教育学部）
○コ 出雲交響吹奏楽団－縁－春の縁奏会
（大社文化プレイスうらら館）
○コ 大社高校合唱部定期演奏会（ビッグハート出雲）
○コ Osaka Shion Wind Orchestra（悠邑ふるさと会館）
○演 低学年例会さるかにばなし（島根県民会館）
○映 アイルランド映画観賞会『ライアンの娘』
（小泉八雲記念館）

○コ しまねシンフォネット高校オーケストラ
定期演奏会（プラバホール）

○コ 新春チャリティー演歌のつどい（アルテピア）
○コ 剣詩舞部25周年記念大会（アルテピア）

○コ パイプオルガン学園 第14＆15期生発表会
（プラバホール）
○コ 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）
○コ 鍵盤男子（大田市民会館）
○コ 田川寿美・永井裕子 コンサート（メテオプラザ）
○演 劇団はぐるま座「動けば雷電の如く」（アルテピア）
○演 松江地域伝統芸能祭 in東出雲（東出雲ふれあい会館）
○演 益田糸操り人形（グラントワ）

○コ 安来高校吹奏楽部 定期演奏会 （アルテピア）

○コ グラントワ・ジュニアコーラス・フェスティバル（グラントワ）
○コ 松江市立湖東中学校吹奏楽部 （プラバホール）
○コ サウンドライブしまね in雲南 （ラメール）
○コ Voglio cantare in OKI  （隠岐島文化会館）
○コ 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）
○演 NHK ワンワンとあそぼうショー（アルテピア）
○演 文化伝承事業 里の神楽（ふれあいホールみと）

○コ グルーヴィンラボ定期演奏会（アルテピア）
○コ MuSICA!! in Matsue（鹿島文化ホール）
○コ 松江南高校吹奏楽部定期演奏会（プラバホール）
○演 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、25日も）
○映 さんびるシアター
「映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ」
（松江テルサ）

○コ 松江北高吹奏楽部 演奏会（プラバホール）
○コ 浜田高校吹奏楽部定期演奏会（石央文化ホール）
○演 三喬改メ 七代目 笑福亭松喬 
襲名披露公演（アルテピア）

○演 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、4月1日も）

○コ Dizzy Sunfist（松江AZTic canova）
○コ グラントワ弦楽合奏団定期演奏会（グラントワ）
○コ 清塚信也ピアノリサイタル（江津市総合市民センター）
○コ 田中公道半寿記念リサイタル（あすてらす）
○コ 伊藤智子　藤川麻由美
ソプラノデュオコンサート（スティックビル）

○演 劇団Yプロジェクト「ケータイ・クローン2018」（スサノオホール）
○演 石見神楽「飯南神楽団」雲南公演（古代鐵歌謡館）

○演 劇団東演公演「検察官」
（島根県民会館）

○演 中村勘九郎 中村七之助　
春暁特別公演2018（島根県民会館）

○コ 高見恒代&芦原充 デュオ・リサイタル
（出雲国際交流会館）

○コ NHK交響楽団演奏会 益田公演
（グラントワ）

○コ 松江二中吹奏楽部
「ありがとうコンサート」（島根県民会館）

○コ 松江市立女子高等学校
文化部合同定期公演（島根県民会館）

○コ 松江商業高等学校吹奏楽部　
定期演奏会（プラバホール）

○コ 野田あすか（島根県民会館）
○コ 亀山ミュージックチャリティーショー
（石央文化ホール）

○コ 島根大学 金管楽器専科生による
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）
○演 高学年例会よせ鍋寄席（島根県民会館）
○演 ありのままとウキウキ（ラメール、4日も）
○映 グラントワシアター「ナミヤ雑貨店の奇蹟」
（グラントワ）
○映 大田名画シアター活弁公演（大田市民会館）

○コ 島根大学混声合唱団 定期演奏会
（プラバホール）

○コ 松江工業高等専門学校
吹奏楽部定期演奏会（島根県民会館）

○コ アマチュアミュージックフェスティバル音風一番
（大田市民会館）
○映 名画劇場
「ボブという名の猫　幸せのハイタッチ」
（島根県民会館）
○映 映画「校庭に東風吹いて」上映会
（松江スティックビル）

○コ 島根大学教育学部音楽教育専攻　
シャノン打楽器コンサート（アルテピア）

○コ JCAユースクワイア・コンサート（プラバホール）
○映 子ども映画まつり（あすてらす）

キャッチ4月号
発 行 予 定 日

春分の日

※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 
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TEL.0852・22・5556　FAX.0852・26・2598
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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）
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　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。
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キャッチ編集長
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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

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 金管楽器専科生による
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） ★ ベル ソノリテ ピアノコンサート2018
（ピアノ：島畑斉、古川浩美）

島根大学
教育学部

無料［要整理券］／15:30 島根大学教育学部
島畑研究室

0852-32-6315

4（日） 出雲交響吹奏楽団－縁－第8回春の縁奏会 大社文化プレ
イスうらら館

無料／14:00 日原 090-9415-9135

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

4（日） Osaka Shion Wind Orchestra　
金管奏者によるアンサンブルコンサート

悠邑
ふるさと会館

〈前売〉1,000
〈当日〉1,500（まげなフリーパス提示で無料）／14:00

悠邑ふるさと会館 0855-72-0001

10（土） 第26回松江工業高等専門学校
吹奏楽部定期演奏会

島根県民会館 無料／17:30 松江工業高等
専門学校吹奏楽部

0852-36-5249

10（土） アマチュアミュージックフェスティバル
音風一番 vol.24

大田市民会館 〈前売〉1,000〈当日〉1,200 ／19:00 大田市民会館 0854-82-0938

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

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

11（日） 田中公道半寿記念リサイタル あすてらす 1,000 ／14:00 大田市文化協会 0854-82-6630

11（日） ★ 伊藤智子　藤川麻由美
ソプラノデュオコンサート

スティックビル 1,000、小学生以下無料／14:00 伊藤智子 藤川麻由美ソプラノ
デュオコンサート実行委員会

090-4892-9566

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） 島根大学教育学部音楽教育専攻　
第3回シャノン打楽器コンサート

アルテピア 無料／14:00 島根大学教育学部 0852-32-6359

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） ★ 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

18（日） ★ えびす文化鑑賞事業
「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

21（水） 平成29年度松江市立女子高等学校
文化部合同定期公演

島根県民会館 無料／14:00 松江市立
女子高等学校

0852-39-0216

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

21（水） 亀山ミュージックチャリティーショー
第40回吹奏楽の集い

石央文化ホール 一般1,000、小中高生500 ／12:25 浜田亀山
ライオンズクラブ

0855-23-0600

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

3

24（土） M 'uSICA!! in Matsue 鹿島文化ホール 2,000 ／14:00 高橋 090-9411-7045

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） ☆ グラントワ・ジュニアコーラス・フェスティバル
2018フレンドシップ・コンサート〜つなぐ〜

グラントワ 〈前売〉一般500、会員400
〈当日〉一般700、会員600、未就学児無料／13:30

グラントワ 0856-31-1860

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） ★ 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

雲南市加茂文化
ホール ラメール

0854-49-8500

25（日） Voglio cantare in OKI 
〜隠岐で歌いたい〜

隠岐島文化会館 大人1,500、高校生以下無料［要学生証］／14:00 高橋 090-9411-7045

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

28（水） 松江二中吹奏楽部
「ありがとうコンサート」

島根県民会館 無料／18:00 松江市立
第二中学校

0852-21-0303

29（木） ★ 高見恒代 &芦原充 デュオ・リサイタル 出雲国際
交流会館

一般1,500、高校生以下1,000 ／19:15 高橋 090-6436-7745

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

31（土） 第48回浜田高校吹奏楽部定期演奏会 石央文化ホール 一般700、高校生以下300 ／14:00 島根県立
浜田高等学校

0855-22-0042

4

1（日） コトノブラザーズコンサート 石正美術館 無料／14:00 浜田市立石正美術館 0855-32-4388

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 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

6（日） チャリティーコンサート　
100人の吹奏楽

グラントワ 〈前売〉500〈当日〉700 ／14:00 100人の
吹奏楽実行委員会

0856-24-2430

16（水） 毛利治郎グラントワライブ グラントワ 〈前売〉1,000〈当日〉1,200、中学生以下無料／19:00 岡田 090-8993-9654

20（日） FLOW 15th Anniversary TOUR 2018
「アニメ縛り」

松江 AZTic 
canova

4,900 ／17:00 夢番地 086-231-3531

23（水） ザ50回転ズ Hello!Eighteen Tour 出雲 APOLLO 3,800 ／19:00 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

26（土） ★ 第33回松江プラバ音楽祭
奥井紫麻ピアノ・リサイタル

プラバホール 〈S席〉一般3,000、学生1,500〈A席〉一般2,700、学生1,400〈B席〉一般
2,100、学生1,100〈C席〉一般1,200、学生600 ／14:00　チ 3/31発売

プラバチケット
コーナー

0852-27-6400

26（土） ★ 斉藤和義 LIVE TOUR2018
“Toys Blood Music”

島根県民会館 6,800 ／17:00 夢番地 086-231-3531

27（日） THE RAMPAGE LIVE TOUR 2017-2018 
GO ON THE RAMPAGE" 再追加公演 "

島根県民会館 指定席8,100、立見（整理番号付）8,100 ／17:00 夢番地 086-231-3531

27（日） 第8回ふれあいコンサート in益田 グラントワ 無料［要整理券］／14:00 ふれあいコンサート
in益田実行委員会

090-3179-8816

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 5,000 ／17:30　 夢番地 086-231-3531

16（土） 吉岡駿ピアノリサイタル グラントワ 無料／15:00（予定） 吉岡 048-463-9828

7
4（水） ★〈島根県民会館・開館50周年記念〉

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 島根県民会館

チケットコーナー
0852-22-5556

15（日） 感覚ピエロ『KKP TOUR またイかせてもらいます !!47都道府県全国津々
ムラ×2!! デリバリー感覚ピエロ !! 〜チェンジだなんて言わせない〜』

松江 AZTic 
canova

3,800 ／18:00 夢番地 086-231-3531

ペア

2組様
ペア

2組様
ペア

1組様
ペア

1組様

ペア

2組様

ペア

2組様
ペア

2組様

ここからも応募できるよ♪ しまねキャッチナビ

※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。

3/16(金)必着
P.3

グラントワ ジュニア・コーラス
フェスティバル2018
3/25(日)グラントワ

3/16(金)必着
P.3文化伝承事業「里の神楽」

3/25(日)ふれあいホールみと

3/2(金)必着
P.4

名画劇場「ボブという名の猫　
　　　幸せのハイタッチ」
3/10(土)島根県民会館　

3/16(金)必着
P.10

企画展「モダン･アートに出会う
5つの扉－和歌山県立近代美術館名品展」
4/21(土)～6/17(日)石見美術館

3/16(金)必着
P.3

住民参加創作劇
「コーヒーと共に生きた男～三浦義武」
3/24(土)石央文化ホール

3/16(金)必着
P.3

住民参加創作劇
「コーヒーと共に生きた男～三浦義武」
3/25(日)石央文化ホール

3/16(金)必着
P.4

さんびるシアター
「映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ」
3/24(土)松江テルサ
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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

3

3（土） 第59回高学年例会よせ鍋寄席 島根県民会館 会員制［入会金500、月会費1,300］／19:00 NPO法人おやこ
劇場松江センター

0852-22-4937

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階自由席〉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

4（日） 第183回低学年例会さるかにばなし 島根県民会館 会員制［入会金500、月会費1,300］／10:30 NPO法人おやこ
劇場松江センター

0852-22-4937

11（日） ★ 劇団 Yプロジェクト
「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

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

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） ★ 松江地域伝統芸能祭 in東出雲 東出雲
ふれあい会館

〈前売〉1,000〈当日〉1,200、高校生以下無料［要入場整理券］／
13:00

松江市観光文化課 0852-55-5293

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

25（日） ☆ 文化伝承事業　里の神楽 ふれあいホー
ルみと

〈前売〉一般1,000
〈当日〉一般1,200、中学生以下500 ／10:00

ふれあいホールみと 0856-52-2295

27（火） 劇団東演公演「検察官」 島根県民会館 会員制［入会金2,300、月会費2,300］／18:30 松江市民劇場 0852-26-3094

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

情報内容：2018年 2/1 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

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 金管楽器専科生による
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） ★ ベル ソノリテ ピアノコンサート2018
（ピアノ：島畑斉、古川浩美）

島根大学
教育学部

無料［要整理券］／15:30 島根大学教育学部
島畑研究室

0852-32-6315

4（日） 出雲交響吹奏楽団－縁－第8回春の縁奏会 大社文化プレ
イスうらら館

無料／14:00 日原 090-9415-9135

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

4（日） Osaka Shion Wind Orchestra　
金管奏者によるアンサンブルコンサート

悠邑
ふるさと会館

〈前売〉1,000
〈当日〉1,500（まげなフリーパス提示で無料）／14:00

悠邑ふるさと会館 0855-72-0001

10（土） 第26回松江工業高等専門学校
吹奏楽部定期演奏会

島根県民会館 無料／17:30 松江工業高等
専門学校吹奏楽部

0852-36-5249

10（土） アマチュアミュージックフェスティバル
音風一番 vol.24

大田市民会館 〈前売〉1,000〈当日〉1,200 ／19:00 大田市民会館 0854-82-0938

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

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

11（日） 田中公道半寿記念リサイタル あすてらす 1,000 ／14:00 大田市文化協会 0854-82-6630

11（日） ★ 伊藤智子　藤川麻由美
ソプラノデュオコンサート

スティックビル 1,000、小学生以下無料／14:00 伊藤智子 藤川麻由美ソプラノ
デュオコンサート実行委員会

090-4892-9566

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） 島根大学教育学部音楽教育専攻　
第3回シャノン打楽器コンサート

アルテピア 無料／14:00 島根大学教育学部 0852-32-6359

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） ★ 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

18（日） ★ えびす文化鑑賞事業
「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

21（水） 平成29年度松江市立女子高等学校
文化部合同定期公演

島根県民会館 無料／14:00 松江市立
女子高等学校

0852-39-0216

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

21（水） 亀山ミュージックチャリティーショー
第40回吹奏楽の集い

石央文化ホール 一般1,000、小中高生500 ／12:25 浜田亀山
ライオンズクラブ

0855-23-0600

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

3

24（土） M 'uSICA!! in Matsue 鹿島文化ホール 2,000 ／14:00 高橋 090-9411-7045

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） ☆ グラントワ・ジュニアコーラス・フェスティバル
2018フレンドシップ・コンサート〜つなぐ〜

グラントワ 〈前売〉一般500、会員400
〈当日〉一般700、会員600、未就学児無料／13:30

グラントワ 0856-31-1860

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） ★ 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

雲南市加茂文化
ホール ラメール

0854-49-8500

25（日） Voglio cantare in OKI 
〜隠岐で歌いたい〜

隠岐島文化会館 大人1,500、高校生以下無料［要学生証］／14:00 高橋 090-9411-7045

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

28（水） 松江二中吹奏楽部
「ありがとうコンサート」

島根県民会館 無料／18:00 松江市立
第二中学校

0852-21-0303

29（木） ★ 高見恒代 &芦原充 デュオ・リサイタル 出雲国際
交流会館

一般1,500、高校生以下1,000 ／19:15 高橋 090-6436-7745

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

31（土） 第48回浜田高校吹奏楽部定期演奏会 石央文化ホール 一般700、高校生以下300 ／14:00 島根県立
浜田高等学校

0855-22-0042

4

1（日） コトノブラザーズコンサート 石正美術館 無料／14:00 浜田市立石正美術館 0855-32-4388

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 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

6（日） チャリティーコンサート　
100人の吹奏楽

グラントワ 〈前売〉500〈当日〉700 ／14:00 100人の
吹奏楽実行委員会

0856-24-2430

16（水） 毛利治郎グラントワライブ グラントワ 〈前売〉1,000〈当日〉1,200、中学生以下無料／19:00 岡田 090-8993-9654

20（日） FLOW 15th Anniversary TOUR 2018
「アニメ縛り」

松江 AZTic 
canova

4,900 ／17:00 夢番地 086-231-3531

23（水） ザ50回転ズ Hello!Eighteen Tour 出雲 APOLLO 3,800 ／19:00 キャンディー
プロモーション

086-221-8151

26（土） ★ 第33回松江プラバ音楽祭
奥井紫麻ピアノ・リサイタル

プラバホール 〈S席〉一般3,000、学生1,500〈A席〉一般2,700、学生1,400〈B席〉一般
2,100、学生1,100〈C席〉一般1,200、学生600 ／14:00　チ 3/31発売

プラバチケット
コーナー

0852-27-6400

26（土） ★ 斉藤和義 LIVE TOUR2018
“Toys Blood Music”

島根県民会館 6,800 ／17:00 夢番地 086-231-3531

27（日） THE RAMPAGE LIVE TOUR 2017-2018 
GO ON THE RAMPAGE" 再追加公演 "

島根県民会館 指定席8,100、立見（整理番号付）8,100 ／17:00 夢番地 086-231-3531

27（日） 第8回ふれあいコンサート in益田 グラントワ 無料［要整理券］／14:00 ふれあいコンサート
in益田実行委員会

090-3179-8816

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 5,000 ／17:30　 夢番地 086-231-3531

16（土） 吉岡駿ピアノリサイタル グラントワ 無料／15:00（予定） 吉岡 048-463-9828

7
4（水） ★〈島根県民会館・開館50周年記念〉

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 島根県民会館

チケットコーナー
0852-22-5556

15（日） 感覚ピエロ『KKP TOUR またイかせてもらいます !!47都道府県全国津々
ムラ×2!! デリバリー感覚ピエロ !! 〜チェンジだなんて言わせない〜』

松江 AZTic 
canova

3,800 ／18:00 夢番地 086-231-3531

ペア

2組様
ペア

2組様
ペア

1組様
ペア

1組様

ペア

2組様

ペア

2組様
ペア

2組様

ここからも応募できるよ♪ しまねキャッチナビ

※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。

3/16(金)必着
P.3

グラントワ ジュニア・コーラス
フェスティバル2018
3/25(日)グラントワ

3/16(金)必着
P.3文化伝承事業「里の神楽」

3/25(日)ふれあいホールみと

3/2(金)必着
P.4

名画劇場「ボブという名の猫　
　　　幸せのハイタッチ」
3/10(土)島根県民会館　

3/16(金)必着
P.10

企画展「モダン･アートに出会う
5つの扉－和歌山県立近代美術館名品展」
4/21(土)～6/17(日)石見美術館

3/16(金)必着
P.3

住民参加創作劇
「コーヒーと共に生きた男～三浦義武」
3/24(土)石央文化ホール

3/16(金)必着
P.3

住民参加創作劇
「コーヒーと共に生きた男～三浦義武」
3/25(日)石央文化ホール

3/16(金)必着
P.4

さんびるシアター
「映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ」
3/24(土)松江テルサ

　　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

3

3（土） 第59回高学年例会よせ鍋寄席 島根県民会館 会員制［入会金500、月会費1,300］／19:00 NPO法人おやこ
劇場松江センター

0852-22-4937

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階自由席〉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

4（日） 第183回低学年例会さるかにばなし 島根県民会館 会員制［入会金500、月会費1,300］／10:30 NPO法人おやこ
劇場松江センター

0852-22-4937

11（日） ★ 劇団 Yプロジェクト
「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

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

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） ★ 松江地域伝統芸能祭 in東出雲 東出雲
ふれあい会館

〈前売〉1,000〈当日〉1,200、高校生以下無料［要入場整理券］／
13:00

松江市観光文化課 0852-55-5293

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

25（日） ☆ 文化伝承事業　里の神楽 ふれあいホー
ルみと

〈前売〉一般1,000
〈当日〉一般1,200、中学生以下500 ／10:00

ふれあいホールみと 0856-52-2295

27（火） 劇団東演公演「検察官」 島根県民会館 会員制［入会金2,300、月会費2,300］／18:30 松江市民劇場 0852-26-3094

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

★印は島根県民会館 チケットコーナー（℡0852-22-5556）で 
☆印はグラントワ（℡0856-31-1871）でチケットをお求めいただけます。

※島根県民会館チケットコーナーはチケットぴあ取扱店舗です。
※料金は税込み金額 （非課税含む）　※チ はチケットの略です。

変更がある場合がありますので「問い合わせ先」まで
お問い合わせください。
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文化イベント情報を募集しています
4月以降の情報は、2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D（益田市有明町）

出雲弥生の森博物館（出雲市大津町）
時 10：00～18：30　※展示室への入場は18：00まで　
休 火曜日（但し5/1は開館）　   ※企画展のみの料金
￥ 一般1,000円、大学生600円、小中高生300円　

時 9：00～17：00　※入館は16：30まで　
休 火曜日　￥ 無料

問 グラントワ　☎0856-31-1860

問 出雲弥生の森博物館　☎0853-25-1841

現在の出雲市は、２市５町が合併して誕
生しました。そこで、旧市町の歴史をシ
リーズで紹介します。１回目は、出雲市
佐田町を取り上げ、縄文時代から近世ま
での遺跡や出土品、近代の画家石橋和訓
などを紹介します。郷土の魅力を再発見
してみませんか。

国内でも屈指のモダン・アートの作品を収蔵するこ
とで知られる、和歌山県立近代美術館のコレクショ
ンの魅力を紹介します。佐伯祐三や石垣栄太郎、川口
軌外、保田龍門など、日本の近現代美術史を飾る作家
たちの魅力あふれる作品群をお楽しみください。

3.18 日

3.10 土〜5.21 月
4.21 土〜6.17 日
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講師 高屋茂男氏
　　（島根県立八雲立つ風土記の丘 学芸課長）
時 14：00～16：00　￥ 無料 ※要事前申込

開幕を記念して、和歌山県立近代美術館長にお話を伺います。この日しか聴けないトー
クをお楽しみください。　講師 山野英嗣（和歌山県立近代美術館長）　定員 先着50名
場 グラントワ 講義室（益田市有明町）　時 14：00～15：30　￥ 聴講無料（申込不要）

「ふるさと今昔物語その１－佐田町－」 「モダン・アートに出会う 5つの扉
　   ―和歌山県立近代美術館名品展」

関連講演会

記念講演会

「山城から探る佐田町の戦国時代」

「和歌山から島根へ－日本のモダン・アートを発信する」

春季企画展
企画展

4.21 土

　　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

3

3（土） ☆ グラントワシアター
「ナミヤ雑貨店の奇蹟」

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

3（土） 大田名画シアター活弁公演　「血煙高田馬
場」「実録忠臣蔵」「無理矢理ロッキー破り」

大田市民会館 〈当日のみ〉高校生以上500 ／14:00 大田名画シアター
事務局

0854-82-6630

4（日） 【企画展】「文学の宝庫アイルランド」アイ
ルランド映画観賞会 第2弾『ライアンの娘』

小泉八雲記念館 無料［要申込、定員30名］／13:00 小泉八雲記念館 0852-21-2147

10（土） ★ 名画劇場
「ボブという名の猫　幸せのハイタッチ」

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 ／①14:00 ②18:30

島根県民会館
文化事業課

0852-22-5502

10（土） ★ 映画「校庭に東風吹いて」上映会 松江スティック
ビル

〈前売〉一般1,300〈当日〉一般1,500、小中高生800、未就学児
無料／①10:30 ②13:30 ③18:00

「校庭に東風吹いて」
松江上映実行委員会

090-2003-6623

17（土） 子ども映画まつり「おじゃる丸 銀河がマロを呼んでいる
〜ふたりのねがい星〜」「ロボットハートンのぎもん」

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

24（土） さんびるシアター
「映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ」

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

3

1
〜31

（木）
（土）

春の妖精 イズモコバイモ祭り2018 イズモコバイモ
群生地（川本町）

無料／9:30 川本町観光協会 0855-74-2345

3（土） 第14回 益田投げコマ選手権大会 益田市立歴史
民俗資料館

100、年間パスポート会員無料／10:00 ～12:00 益田市立
歴史民俗資料館

0856-23-2635

3（土） 【創作活動】黒板づくりに挑戦 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

3（土） 和紙のメッセージストラップづくり
ワークショップ

三隅中央会館 300［定員10名］／13:00 ～14:30 三隅中央会館 0855-32-0098

4（日） 相田みつを美術館館長　
相田一人氏記念講演会

アルテピア 一般800、高校生以下無料／10:00 青少年
サポートの会

0854-22-0850

4（日） 山陰のまんなかで手をつなごう
〜音 ･食 ･農を体験しよう〜

アルテピア 無料／10:00 眞知子農園 0854-22-6460

4（日） 講演会「解明された本能寺の変－新史料の
メッセージ－」

松江歴史館 無料［要申込］／10:00 ～12:00 松江歴史館 0852-32-1607

4（日） 【創作活動】エビスの鯛づくり 浜田市世界
こども美術館

300［定員先着25名］／13:00 ～16:00 浜田市
世界こども美術館

0855-23-8451

6
・ 7

（火）
（水）

ステージテクニカルアカデミー2017
第２回 「活かされる文化施設」

悠邑ふるさと
会館

1,000 ／〈6日〉10:00 ～18:00〈7日〉10:00 ～13:00 島根県民会館
施設利用課

0852-22-5510

10（土） 出雲市文化財保護審議会委員講座　
第３回 「コウノトリに学ぶ出雲の自然」

出雲弥生の森
博物館

300［定員80名］／14:00 ～16:00
講師：佐藤 仁志 氏（公益財団法人日本野鳥の会副会長）

出雲弥生の森
博物館

0853-25-1841

10（土） 古代出雲歴史博物館開館記念イベント
「れきはくであそぼ」

古代出雲
歴史博物館

無料／10:00 ～15:00 島根県立古代
出雲歴史博物館

0853-53-8600

11（日） アイリッシュ・フェスティバル in 
Matsue2018

カラコロ
エリア 他

無料／11:00 アイリッシュ・フェスティ
バル in Matsue 実行委員会

0852-31-8345

11（日） 【絵画教室】第54回 石本正絵画教室
「裸婦デッサン会」

石正美術館 7,500［定員30名］／9:00 浜田市立
石正美術館

0855-32-4388

17（土） シンポジウム　黄泉国訪問譚と古墳時代出雲の葬
制－考古学・地質学・歴史学のコレボレーション－

八雲立つ
風土記の丘

無料／13:30 ～16:30 島根大学法文学部
岩本研究室

0852-32-6195

18（日） 風土記の丘教室
「考古学からみた出雲と朝鮮半島」

八雲立つ
風土記の丘

200 ／14:00 ～16:00 島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

18（日） 企画展関連講演会
「山城から探る佐田町の戦国時代」

出雲弥生の森
博物館

無料［要事前申込］／14:00
講師：高屋茂男氏（八雲立つ風土記の丘学芸課長）

出雲弥生の森
博物館

0853-25-1841

21（水） シェイクスピア入門講座②
「ロミオとジュリエット」ってどんな劇？

しいの実
シアター

1,000 ／9:30 ～14:30 森の劇場　
しいの実シアター

0852-54-2400

21（水） 【創作活動】扇子づくり 浜田市世界
こども美術館

300［定員先着30名］／13:00 ～15:30 浜田市世界
こども美術館

0855-23-8451

24（土） 【隠岐の黒曜石展関連講座】
「日本列島の黒曜石原産地と隠岐」

古代出雲歴
史博物館

無料／13:30 ～15:00 島根県立古代
出雲歴史博物館

0853-53-8600

25（日） 【創作活動】
木のビーズと布のタペストリー

浜田市世界
こども美術館

200 ／13:00 ～16:00 浜田市世界
こども美術館

0855-23-8451

30
・ 31

（金）
（土）

木工教室
「つくって遊ぼう !タングラムパズル」

出雲科学館 無料［定員各回先着16名］／①10:30 ②13:30 ③15:30 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
〜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）

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

開催中
〜3/18（日）

石本正作品選Ⅳ／石本正 ･心の眼
〜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（但し4/3は開館）

安来市加納美術館 0854-36-0880

開催中
〜4/8（日）

★ 安部朱美創作人形展　温もり 旅館美保館本館〈前売〉一般1,000、高校生以下500〈当日〉一般1,200、高校生
以下600、小学生以下無料／10:00 ～16:00 ／3/10、17

地球倶楽部 090-4806-4270

開催中
〜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 ／3/15 松江歴史館 0852-32-1607

開催中
〜4/8（日）

【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

開催中
〜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

開催中
〜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（3月より日没後30分）／火曜日

島根県立美術館 0852-55-4700

開催中
〜5/21（月）

【ギャラリー展】「呪（まじな）う－中近世の
出雲人の祈り－」

出雲弥生の森
博物館

無料／9:00 ～17:00 ／火曜日 出雲弥生の森
博物館

0853-25-1841

開催中
〜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

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

3/1（木）
〜5/31（木）

【春季特別展】
耳を澄ませば　ささやく日本画

足立美術館 一般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

3/3（土）
・ 3/4（日）

日本銀行松江支店
支店開設100周年記念展示会

カラコロ工房 無料／10:00 ～18:00（最終日15:00まで） 日本銀行
松江支店総務課

0852-32-1500

3/3（土）
・ 3/4（日）

第21回 美保関町のヤブ椿・盆栽展 メテオプラザ 無料／10:00 ～17:00 メテオプラザ 0852-72-3939

3/3（土）
〜3/5（月）

全島根小中学校図画作品展益田展 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

3/3（土）
〜3/18（日）

★ 安来市総合文化ホールアルテピアオープ
ニングイベント vol.11相田みつを展

アルテピア 〈前売〉700〈当日〉800、高校生以下無料／10:00 ～17:00（最終
日16:30まで、ギャラリートーク3/3・11:00・14:00）／火曜日

安来市総合文化
ホール アルテピア

0854-21-0101

3/3（土）
〜4/15（日）

四季の茶道具「花の色」 田部美術館 一般620、高大生410、中学生以下無料／9:00 ～17:00 ／
月曜日

田部美術館 0852-26-2211

3/7（水）
〜3/18（日）

門脇正八風景写真展 
四季探訪阿蘇くじゅう

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）／
月・火曜日

中国電力
ふれあいホール

0852-31-8388

3/9（金）
〜3/11（日）

和を楽しむ〜ミニきものたち展 中電ふれあい
ホール

無料／10:00 ～16:30（最終日15:00まで） 中国電力
ふれあいホール

0852-31-8388

3/10（土）
〜5/21（月）

春季企画展
「ふるさと今昔物語その１－佐田町－」

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

3/14（水）
〜5/13（日）

特集展「古天神古墳と西宗寺古墳－保存修
復された石棺式石室出土の鉄製品－」

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（祝日の場合は翌日）

島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

3/15（木）
〜3/18（日）

第15回木彫彩色レリーフ展 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

3/17（土）
〜4/8（日）

【企画展】あれ？これ！パズル展 出雲科学館 無料／9:30 ～17:30 ／
月曜日（祝日の場合は翌日、但し春休み期間中は開催）

出雲科学館 0853-25-1500

3/17（土）
〜5/27（日）

【平成30年春の企画展】
火山のチカラ　火と水のダイナミズム

サヒメル 一般600、小中高生200、幼児無料／9:30 ～17:00 ／
火曜日（祝日の場合は開館、翌平日休館）

島根県立三瓶
自然館サヒメル

0854-86-0500

3/21（水）
〜3/25（日）

黒川政治・恵美子 写真二人展 中電ふれあい
ホール

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

0852-31-8388

3/21（水）
〜4/1（日）

門脇 豊木版画展「冬の山里・山陰の名所」 中電ふれあい
ホール

無料／9:30 ～17:00（初日14:00から、最終日12:00まで）／
月・火曜日

中国電力
ふれあいホール

0852-31-8388

3/23（金）
〜5/16（水）

【企画展】隠岐の黒曜石 古代出雲
歴史博物館

一般700、大学生400、小中高生200 ／9:00 ～18:00 島根県立古代
出雲歴史博物館

0853-53-8600

3/24（土）
〜5/13（日）

平成29年度
風土記の丘地内発掘調査速報展

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（祝日の場合は翌日）

島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

3/28（水）
〜4/1（日）

第21回写真集団「アイ」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

3/31（土）
〜5/6（日）

マツオヒロミ展―百花繚乱―〜郷土出身、
今、最も注目を集めるイラストレーター〜

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

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 山陰放送事業部 0859-33-2111

5

5
・ 6

（土）
（日）

☆ 第1回河合宥季舞踊公演 グラントワ 〈前売〉S席5,500、A席5,000〈当日〉S席6,000、A席5,500／
〈5日〉18:30〈6日〉①12:00 ②16:00

河合宥季益田支援会 090-3371-9545

18（金） ☆ 人形劇団むすび座「アラビアンナイト
〜魔法のランプと明日のヒカリ〜」

グラントワ 〈前売〉2,600〈当日〉2,800、会員2,300、3歳以下無料［要無料
入場券］／18:30

グラントワ 0856-31-1860

20（日） ★ 人形劇団むすび座「アラビアンナイト〜魔
法のランプと明日のヒカリ〜」

島根県民会館 2,600、3歳以下無料／15:00　チ 3/1発売 NPO法人おやこ
劇場松江センター

0852-22-4937

8 25（土） ★ 恐竜どうぶつ園 ティラノサウルス×トリ
ケラトプスの戦い ?!

島根県民会館 3,000 ／①13:00 ②15:30　チ 4/1発売 島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556

チケプレ

ペア 2 組様
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文化イベント情報を募集しています
4月以降の情報は、2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」

「和歌山から島根へ－日本のモダン・アートを発信する」

　　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

3

3（土） ☆ グラントワシアター
「ナミヤ雑貨店の奇蹟」

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

3（土） 大田名画シアター活弁公演　「血煙高田馬
場」「実録忠臣蔵」「無理矢理ロッキー破り」

大田市民会館 〈当日のみ〉高校生以上500 ／14:00 大田名画シアター
事務局

0854-82-6630

4（日） 【企画展】「文学の宝庫アイルランド」アイ
ルランド映画観賞会 第2弾『ライアンの娘』

小泉八雲記念館 無料［要申込、定員30名］／13:00 小泉八雲記念館 0852-21-2147

10（土） ★ 名画劇場
「ボブという名の猫　幸せのハイタッチ」

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 ／①14:00 ②18:30

島根県民会館
文化事業課

0852-22-5502

10（土） ★ 映画「校庭に東風吹いて」上映会 松江スティック
ビル

〈前売〉一般1,300〈当日〉一般1,500、小中高生800、未就学児
無料／①10:30 ②13:30 ③18:00

「校庭に東風吹いて」
松江上映実行委員会

090-2003-6623

17（土） 子ども映画まつり「おじゃる丸 銀河がマロを呼んでいる
〜ふたりのねがい星〜」「ロボットハートンのぎもん」

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

24（土） さんびるシアター
「映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ」

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

3

1
〜31

（木）
（土）

春の妖精 イズモコバイモ祭り2018 イズモコバイモ
群生地（川本町）

無料／9:30 川本町観光協会 0855-74-2345

3（土） 第14回 益田投げコマ選手権大会 益田市立歴史
民俗資料館

100、年間パスポート会員無料／10:00 ～12:00 益田市立
歴史民俗資料館

0856-23-2635

3（土） 【創作活動】黒板づくりに挑戦 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

3（土） 和紙のメッセージストラップづくり
ワークショップ

三隅中央会館 300［定員10名］／13:00 ～14:30 三隅中央会館 0855-32-0098

4（日） 相田みつを美術館館長　
相田一人氏記念講演会

アルテピア 一般800、高校生以下無料／10:00 青少年
サポートの会

0854-22-0850

4（日） 山陰のまんなかで手をつなごう
〜音 ･食 ･農を体験しよう〜

アルテピア 無料／10:00 眞知子農園 0854-22-6460

4（日） 講演会「解明された本能寺の変－新史料の
メッセージ－」

松江歴史館 無料［要申込］／10:00 ～12:00 松江歴史館 0852-32-1607

4（日） 【創作活動】エビスの鯛づくり 浜田市世界
こども美術館

300［定員先着25名］／13:00 ～16:00 浜田市
世界こども美術館

0855-23-8451

6
・ 7

（火）
（水）

ステージテクニカルアカデミー2017
第２回 「活かされる文化施設」

悠邑ふるさと
会館

1,000 ／〈6日〉10:00 ～18:00〈7日〉10:00 ～13:00 島根県民会館
施設利用課

0852-22-5510

10（土） 出雲市文化財保護審議会委員講座　
第３回 「コウノトリに学ぶ出雲の自然」

出雲弥生の森
博物館

300［定員80名］／14:00 ～16:00
講師：佐藤 仁志 氏（公益財団法人日本野鳥の会副会長）

出雲弥生の森
博物館

0853-25-1841

10（土） 古代出雲歴史博物館開館記念イベント
「れきはくであそぼ」

古代出雲
歴史博物館

無料／10:00 ～15:00 島根県立古代
出雲歴史博物館

0853-53-8600

11（日） アイリッシュ・フェスティバル in 
Matsue2018

カラコロ
エリア 他

無料／11:00 アイリッシュ・フェスティ
バル in Matsue 実行委員会

0852-31-8345

11（日） 【絵画教室】第54回 石本正絵画教室
「裸婦デッサン会」

石正美術館 7,500［定員30名］／9:00 浜田市立
石正美術館

0855-32-4388

17（土） シンポジウム　黄泉国訪問譚と古墳時代出雲の葬
制－考古学・地質学・歴史学のコレボレーション－

八雲立つ
風土記の丘

無料／13:30 ～16:30 島根大学法文学部
岩本研究室

0852-32-6195

18（日） 風土記の丘教室
「考古学からみた出雲と朝鮮半島」

八雲立つ
風土記の丘

200 ／14:00 ～16:00 島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

18（日） 企画展関連講演会
「山城から探る佐田町の戦国時代」

出雲弥生の森
博物館

無料［要事前申込］／14:00
講師：高屋茂男氏（八雲立つ風土記の丘学芸課長）

出雲弥生の森
博物館

0853-25-1841

21（水） シェイクスピア入門講座②
「ロミオとジュリエット」ってどんな劇？

しいの実
シアター

1,000 ／9:30 ～14:30 森の劇場　
しいの実シアター

0852-54-2400

21（水） 【創作活動】扇子づくり 浜田市世界
こども美術館

300［定員先着30名］／13:00 ～15:30 浜田市世界
こども美術館

0855-23-8451

24（土） 【隠岐の黒曜石展関連講座】
「日本列島の黒曜石原産地と隠岐」

古代出雲歴
史博物館

無料／13:30 ～15:00 島根県立古代
出雲歴史博物館

0853-53-8600

25（日） 【創作活動】
木のビーズと布のタペストリー

浜田市世界
こども美術館

200 ／13:00 ～16:00 浜田市世界
こども美術館

0855-23-8451

30
・ 31

（金）
（土）

木工教室
「つくって遊ぼう !タングラムパズル」

出雲科学館 無料［定員各回先着16名］／①10:30 ②13:30 ③15:30 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
〜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）

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

開催中
〜3/18（日）

石本正作品選Ⅳ／石本正 ･心の眼
〜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（但し4/3は開館）

安来市加納美術館 0854-36-0880

開催中
〜4/8（日）

★ 安部朱美創作人形展　温もり 旅館美保館本館〈前売〉一般1,000、高校生以下500〈当日〉一般1,200、高校生
以下600、小学生以下無料／10:00 ～16:00 ／3/10、17

地球倶楽部 090-4806-4270

開催中
〜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 ／3/15 松江歴史館 0852-32-1607

開催中
〜4/8（日）

【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

開催中
〜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

開催中
〜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（3月より日没後30分）／火曜日

島根県立美術館 0852-55-4700

開催中
〜5/21（月）

【ギャラリー展】「呪（まじな）う－中近世の
出雲人の祈り－」

出雲弥生の森
博物館

無料／9:00 ～17:00 ／火曜日 出雲弥生の森
博物館

0853-25-1841

開催中
〜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

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

3/1（木）
〜5/31（木）

【春季特別展】
耳を澄ませば　ささやく日本画

足立美術館 一般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

3/3（土）
・ 3/4（日）

日本銀行松江支店
支店開設100周年記念展示会

カラコロ工房 無料／10:00 ～18:00（最終日15:00まで） 日本銀行
松江支店総務課

0852-32-1500

3/3（土）
・ 3/4（日）

第21回 美保関町のヤブ椿・盆栽展 メテオプラザ 無料／10:00 ～17:00 メテオプラザ 0852-72-3939

3/3（土）
〜3/5（月）

全島根小中学校図画作品展益田展 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

3/3（土）
〜3/18（日）

★ 安来市総合文化ホールアルテピアオープ
ニングイベント vol.11相田みつを展

アルテピア 〈前売〉700〈当日〉800、高校生以下無料／10:00 ～17:00（最終
日16:30まで、ギャラリートーク3/3・11:00・14:00）／火曜日

安来市総合文化
ホール アルテピア

0854-21-0101

3/3（土）
〜4/15（日）

四季の茶道具「花の色」 田部美術館 一般620、高大生410、中学生以下無料／9:00 ～17:00 ／
月曜日

田部美術館 0852-26-2211

3/7（水）
〜3/18（日）

門脇正八風景写真展 
四季探訪阿蘇くじゅう

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）／
月・火曜日

中国電力
ふれあいホール

0852-31-8388

3/9（金）
〜3/11（日）

和を楽しむ〜ミニきものたち展 中電ふれあい
ホール

無料／10:00 ～16:30（最終日15:00まで） 中国電力
ふれあいホール

0852-31-8388

3/10（土）
〜5/21（月）

春季企画展
「ふるさと今昔物語その１－佐田町－」

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

3/14（水）
〜5/13（日）

特集展「古天神古墳と西宗寺古墳－保存修
復された石棺式石室出土の鉄製品－」

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（祝日の場合は翌日）

島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

3/15（木）
〜3/18（日）

第15回木彫彩色レリーフ展 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

3/17（土）
〜4/8（日）

【企画展】あれ？これ！パズル展 出雲科学館 無料／9:30 ～17:30 ／
月曜日（祝日の場合は翌日、但し春休み期間中は開催）

出雲科学館 0853-25-1500

3/17（土）
〜5/27（日）

【平成30年春の企画展】
火山のチカラ　火と水のダイナミズム

サヒメル 一般600、小中高生200、幼児無料／9:30 ～17:00 ／
火曜日（祝日の場合は開館、翌平日休館）

島根県立三瓶
自然館サヒメル

0854-86-0500

3/21（水）
〜3/25（日）

黒川政治・恵美子 写真二人展 中電ふれあい
ホール

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

0852-31-8388

3/21（水）
〜4/1（日）

門脇 豊木版画展「冬の山里・山陰の名所」 中電ふれあい
ホール

無料／9:30 ～17:00（初日14:00から、最終日12:00まで）／
月・火曜日

中国電力
ふれあいホール

0852-31-8388

3/23（金）
〜5/16（水）

【企画展】隠岐の黒曜石 古代出雲
歴史博物館

一般700、大学生400、小中高生200 ／9:00 ～18:00 島根県立古代
出雲歴史博物館

0853-53-8600

3/24（土）
〜5/13（日）

平成29年度
風土記の丘地内発掘調査速報展

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（祝日の場合は翌日）

島根県立八雲立つ
風土記の丘

0852-23-2485

3/28（水）
〜4/1（日）

第21回写真集団「アイ」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

3/31（土）
〜5/6（日）

マツオヒロミ展―百花繚乱―〜郷土出身、
今、最も注目を集めるイラストレーター〜

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

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 山陰放送事業部 0859-33-2111

5

5
・ 6

（土）
（日）

☆ 第1回河合宥季舞踊公演 グラントワ 〈前売〉S席5,500、A席5,000〈当日〉S席6,000、A席5,500／
〈5日〉18:30〈6日〉①12:00 ②16:00

河合宥季益田支援会 090-3371-9545

18（金） ☆ 人形劇団むすび座「アラビアンナイト
〜魔法のランプと明日のヒカリ〜」

グラントワ 〈前売〉2,600〈当日〉2,800、会員2,300、3歳以下無料［要無料
入場券］／18:30

グラントワ 0856-31-1860

20（日） ★ 人形劇団むすび座「アラビアンナイト〜魔
法のランプと明日のヒカリ〜」

島根県民会館 2,600、3歳以下無料／15:00　チ 3/1発売 NPO法人おやこ
劇場松江センター

0852-22-4937

8 25（土） ★ 恐竜どうぶつ園 ティラノサウルス×トリ
ケラトプスの戦い ?!

島根県民会館 3,000 ／①13:00 ②15:30　チ 4/1発売 島根県民会館
チケットコーナー

0852-22-5556
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