
2まちの掲示板

◉ 今読みたい、名作文学
◉ おうちで楽しく免疫力アップ!!

◉ 各館からのお知らせ
これからのイベント情報

特集・おうちで過ごそう

イベント中止・延期のお知らせ

◉ スマートフォンで
　「らちぇりめーる」が受け取れます♪

◉ 今、文字で伝えたい“市民劇”

まちの掲示板

　 ラメール　ＴＥＬ．０８５４・４９・８５００

うんなん元気っ子わくわく教室  ［市内全域］
5月

問

　 ラメール　ＴＥＬ．０８５４・４９・８５００

第20回

ラメールストリングコンサート  ［ラメール］
問

※最新の情報は、各施設のホームページ等でお知らせいたします。

※6月13日から順次再開

㈱キラキラ雲南は、
新型コロナウイルス感染症の
拡大防止に努めます。

雲南市演劇によるまちづく
りプロジェクトが始まって、
2020年で10周年を迎えます。
このプロジェクトは、演劇の世
界に触れる喜びを体感するこ
と、そして演劇が参加者の交流
と出会いの場となることによっ
て地域文化が活性化することを
目的としています。これまでも、公演、演劇ワークショップの企画・制
作・開催などの取り組みを通して、心豊かな人づくり、まちづくりを
目指してきました。そんな、雲南市演劇によるまちづくりプロジェク
トの過去の10年の作品を「文字」でお伝えしたいと、ブログでの企
画を立ち上げました！お家から、パソコンやスマートフォンなどのイ
ンターネットを通じてお楽しみいただけます。対談、インタビューな
どを始め、過去の作品に参加されていた方々からの文字で表現する
「雲南市創作市民演劇」。あらゆる角度から掘り下げてお届けしてい
きます！作品を見たことのない方にも、これを機会に楽しんでいた
だければ嬉しいです。

チェリヴァホール　ＴＥＬ．０８５４・４２・１１５５

雲南市創作市民演劇ブログ
https://ameblo.jp/unnan-engeki/

アクセスはこちらから▶▶

問

イベント中止・延期のお知らせ

中 止

中 止

　 チェリヴァホール　ＴＥＬ．０８５４・４２・１１５５
チェリヴァロビー座 「菅田茂＠Ｌａｓｔ！」  ［チェリヴァ］ 25 木
問

中 止

これまでに「らちぇりめーる」等でお知らせしたイベントのうち、以下のもの
は中止または延期となりました。楽しみにされていた皆様には大変申し訳
ありませんが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

雲南市創作市民演劇10周年企画

－今、文字で伝えたい”市民劇”－

6/

　 ラメール　ＴＥＬ．０８５４・４９・８５００

劇団四季ファミリーミュージカル

「人間になりたがった猫」  ［ラメール］
問

中 止12 日

7/

　 ラメール　ＴＥＬ．０８５４・４９・８５００

劇団四季こころの劇場

「人間になりたがった猫」  ［ラメール］
問

中 止13 月

6月

　 ラメール　ＴＥＬ．０８５４・４９・８５００
第26回 雲南バンドフェスティバル  ［ラメール］
問

中 止7月

雲南市三刀屋文化体育館

アスパル

古代鉄歌謡館
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ラメール
K A M O

らちぇりめーる設置場所 県内の主な文化施設、観光施設、図書館 他

ら・ちぇりめーる 雲南市の文化・地域情報をお届けします！！

la-cheri-mail

la-cheri-mail   June

la-cheri-mail

6
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雲南市文化情報誌

㈱キラキラ雲南の管理する施設では、新型コロナウイルス感染症
の拡大防止と、施設を利用される皆様に安全にお過ごしいただく
ため、以下のことに取り組みます。

１．新型コロナウイルス感染症の影響で施設利用をキャンセルされ
る場合は、原則としてキャンセル料はいただきません。

２．各種お手続き、お支払い、ご相談等で窓口にお越しいただくこと
に不安を感じられましたら、お電話でも対応させていただきま
す。ご相談ください。

3．職員は出勤前に体調チェック・検温を致します。また、窓口ではマ
スクを着用して対応させていただきます。

島根アラーム（有）
●消火器販売　●点検　●詰替え
●消防用設備設計施工保守点検

出雲市斐川町大字阿宮1737　

TEL（０８５３）７２－６０８２

お気軽にお問い合わせ下さい。

広 告



加茂Ｂ＆Ｇ海洋センターラ
ソンテからの挑戦状！ボールをうし
ろからバウンドさせてキャッチする
チャレンジ、ぜひお子さんとチャレ
ンジしてみてください！
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※日時、内容等は
　変更になることがあります。
※日時、内容等は
　変更になることがあります。これからのイベント情報これからのイベント情報

宮澤賢治 著 （著作権フリー）

ⒸPhoto: 岡本卓也

古代鉄歌謡館　TEL.０８５４・４3・6568問

ラメール　TEL.０８５４・４９・８５００問雲南市立木次図書館　TEL.０８５４・４２・１０２１問

山陰フィル・ファミリーコンサートin うんなんin うんなん

古代鉄歌謡館では、「出雲神楽の夕べ」を
毎月第２土曜日に開催してきました。ま
た、月に一度の「みんなの歌声サロン」、

ギャラリーでの企画展も、地域の方々から大変ご好
評をいただいてきました。現在休止中ですが、再開
が決まりましたら改めて古代鉄歌謡館ホームページ
等でお知らせします。楽しみにお待ちください。

外出自粛の中、自宅で毎日なにをしようか悩んでい
る人も多いのではないでしょうか。そんなときに、おう
ちで名作文学はいかがですか？図書館や本屋さんに行

けない時は、電子書籍がおすすめです。各社さまざまな電子書籍サー
ビスがあり、著作権の保護期間が過ぎた作品は無料で読むことができ
ます。時間がたっぷりあるとき、それは名作文学に触れるチャンス！難
しそうで敬遠してきた方も、昔の感動を思い出したい方も、ぜひ読書の
海に浸ってみてください。

映画や演劇などさまざまな作品になり、
今なお解釈が研究されている宮沢賢治の代表作のひとつです。

【 あらすじ 】  星祭りの夜、孤独な少年ジョバンニは銀河鉄道に乗り込む。
そこには親友カムパネルラがいた。二人は銀河めぐりをしながら、灯台守、
姉弟と家庭教師の青年などさまざまな乗客と出会い、生きる意味を見つ
けていく。
…やがて全ての乗客は降り、〈みんなの本当のさいわいのため〉どこまでも
一緒に行こうと誓ったカムパネルラもジョバンニの前から消えてしまう―
あらすじだけでは伝わらない、冬の空気のように冴えた、ほの暗く美しい
宮沢賢治の世界を、ゆっくりとご堪能ください。

適度な運動をすることや、ストレスを解消すること
は、免疫力を高めると言われています。楽しく身体を
動かしたり、気持ちよく歌ったりと、おうちでできる
「免疫力アップ」。私たちと一緒に試してみませんか？

長いフレーズの曲です。たっぷりと
息を使って気持ちよく歌いあげ、
ストレスを発散しましょう！また、6月にちなんで途中から梅雨らしい童
謡をはさんでみました。よろしかったら探してみてくださいね♪

安心してホールにお越しいただける時期が来ましたら、
こんなイベントを企画しています。一日も早く、安心して
心から笑顔の日々が戻りますように、お祈りいたします。

安心してホールにお越しいただける時期が来ましたら、
こんなイベントを企画しています。一日も早く、安心して
心から笑顔の日々が戻りますように、お祈りいたします。

ラメール
K A M O

コンサート

ラメール　TEL.０８５４・４９・８５００問

ラメール　TEL.０８５４・４９・８５００問

キラキラ雲南Youtubeチャンネル

ラメールでは、秋に「山陰フィル・
ファミリーコンサートINうんなん」
を、そして今年８年目を迎える”誰
でも気軽に参加できる”音楽祭「熱
響UNNAN+」を企画しています。

普段の生活を送ることができない状況下、地域
の皆さんが安心して音楽を楽しんでいただける
方法、ひとときでも日常を忘れて芸術に身をゆだ
ねる、そんな機会を目指しています。また、ラメー
ルで開催している「ラメールミュージカルスクー
ル」では、レッスンの一部をオンラインで受講で
きるようになりました。来年の公演に向けて、新し
い仲間も募集しています♪

特集!
Topic

コロナウイルスの早期収束のため、
「人との接触をなるべく避け、家にいよう」という
取り組みがSNSを中心に広がっています。
らちぇりめーるでも“#Stayhome 雲南バージョン”をご紹介します♪

Let's stay
at home!
in UNNAN

#Stayhome

おうちで過ごそう

今読みたい、名作文学

おうちで絵本♪

銀河鉄道の夜

五味太郎 著 （偕成社）

原作：ペロー

作詞：林古渓　作曲：成田為三

【 あらすじ 】  お散歩をしている犬が見つけた黒い
もの。「んんん」とくわえてみたら鳥の赤ちゃん。そこ
に親鳥があらわれて…出てくる文字は、なんと「ん」だけ。
『「ん」だけのおはなしってほんと？』と驚かれるでしょうが、本当なんで
す。ぜひ声に出して読んでみてください。それぞれの「ん」の読み方をお
子さんと考えるのも面白いかもしれません。最初に音、次に文字、そして
言葉が聞こえておはなしが見える、楽しくてユニークな絵本です。

ん・ん・ん・ん・ん

お家で楽しく免疫力アップ！

浜辺の歌

ボールまたくぐりチャレンジ

《今月の新着動画》

パソコンから…Youtubeを開いて、
「キラキラ雲南」で検索。スマートフォンから…
右のQRコードを読み込んでください。

PICK
UP

PICK
UP

おうちでお散歩気分を味
わっていただきたいと、加茂岩倉遺
跡の音を集めてきました。風や鳥の
さえずりを聴きながら、深呼吸して
みてくださいね。

新緑の加茂岩倉遺跡を散策PICK
UP

PICK
UP
かみしばい 「ながぐつをはいたねこ」

LINEアプリを立ち上げ、
「キラキラ雲南」で
検索→友達に追加！

このQRコードを
読み込み、友達に追加！

①

②

『キラキラ雲南・公式LINEアカウント』で
は、毎月1日頃に、本誌「らちぇりめーる」を
配信しています。今まで施設やお店で受け
取っていた方も、こちらのサービスをご利
用いただくと、ご自宅からデジタル版の「ら
ちぇりめーる」をお読みいただけます♪
この他にも、イベント情報や会員特典など
のお得なサービスを配信することもありま
すので、どうぞご登録ください！

キラキラ雲南

登録はこちらから！

スマートフォンで
「らちぇりめーる」が
受け取れます♪

古代鉄歌謡館
D A I T O

イベント

こちらから！

粉ひきが3人の息子に残したのは、
粉ひき小屋、ロバ、猫。猫を受け取っ
た三男は、「猫なんて役に立たない」
と嘆きますが、猫はあっと驚くアイ
ディアで息子を助けていきます。


