
2022年6月～

　2022年8月の主な催し物

※2022年５月20日時点で正式なお申込みがあった催事のみ掲載しております。
　各イベントの開催状況は、新型コロナウイルス感染症の影響により変更にな
　る場合がありますので、最新の開催状況は、各主催者までお問合せ下さい。

Vol. 80松江テルサイベントガイド 2022

日付 催事名 主な会場 開催時間 対象等 主催者 連絡先

6/4(土) キラボシプロジェクト　キックオフ会議 中会議室 13：00～16：00
関係者・
大学生

MATSUE起業エコシステム推進会議 0852-55-2100

6/4(土) 島根考古学会総会記念講演会 大会議室 14：30～16：00 一般 島根考古学会 0852-32-6195

6/4(土) 神戸電子専門学校　松江地区 学校説明会 研修室2 9：30～16：00 一般 神戸電子専門学校 0120-449-467

6/10(金) 一般社団法人 島根県猟友会　第77回通常総会 中会議室 14：00～ 関係者 一般社団法人 島根県猟友会 0852-22-4129

6/12(日) JICA海外協力隊　2022春 募集説明会 中会議室 14：00～16：00
関係者

（一部一般）
島根JICAデスク

080-2934-8496
0852-31-5056

6/15(水) 大学・短期大学・専門学校・企業合同進路相談会 テルサホール 16：00～18：00
高校生・
保護者・
教員など

株式会社さんぽう 082-568-2323

6/25(土) 第111回さんびるシアター「MINAMATA-ミナマタ-」 ドームシアター
①10：00～
②14：00～

一般 松江テルサ事務局 0852-31-5550

6/26(日) 令和4年度（第63回）島根県珠算選手権大会 大会議室 10：00～15：00
県内小中高生・

一般
公益社団法人

全国珠算教育連盟　島根県支部
0853-23-1964

6/26(日) 九州産業大学後援会　山陰地区懇談会 特別会議室 11：00～12：00 保護者 大学後援会事務局 092-673-5581

6/30(木) 2022年度　広島文教大学高校教員対象進学説明会 中会議室 15：00～17：00 高校教員 広島文教大学　入試広報課 082-814-9996

7/2(土) マイナビ転職フェア島根 テルサホール 10：00～16：00 一般 転職フェア運営事務局 06-4802-1317

7/3(日) マイナビ仕事研究＆インターンシップフェア 松江会場 テルサホール 13：00～17：00 一般 株式会社マイナビ 086-801-0336

7/9(土) 令和4年度中小企業診断士　理論政策更新研修 大会議室 13：00～17：00 関係者
一般社団法人

島根県中小企業診断協会
0853-25-0405

7/9(土) 島根リハビリテーション学院　進学相談会 研修室２ 13：30～16：30 一般 島根リハビリテーション学院 0854-54-0001

7/10(日) KaTaCHI 破ノ章 テルサホール 14：00～16：00 一般 KaTaCHI実行委員会 076-274-4744

7/10(日)
ESP学園主催　全国出張版
学校説明会＆その場でAOエントリー会

研修室２ 13：00～18：00 一般 ESPエンタテインメント大阪 06-6373-2888

7/16(土) 第40回島根大学吹奏楽部サマーコンサート テルサホール
開場12：30
開演13：00

一般 島根大学吹奏楽部
Shimasui.Brass

@gmail.com

7/23(土) 第112回さんびるシアター「香川1区」 ドームシアター
①10：00～
②14：00～

一般 松江テルサ事務局 0852-31-5550

7/24(日) 環太平洋大学　大学説明会 特別会議室 10：00～12：00
高校生
保護者

環太平洋大学 090-7104-3020

7/29(金) 島根リハビリテーション学院　進学相談会 研修室２ 15：00～19：00 一般 島根リハビリテーション学院 0854-54-0001

7/30（土）

   31（日）

第36回日本臨床細胞学会
中国四国連合会・学術集会

テルサホール
(30日)　11：00～
(31日)　～13：00

関係者 島根大学医学部産科婦人科学 0853-20-2268

8/6(土) ペットセーバー資格取得講習会 大会議室 10：30～16：00 一般 ペット防災救急研究会 080-3327-9119

8/18(木) テルサホール (18日)12：45～17：00

8/19(金)
大会議室
中会議室

(19日)9：30～11：45
(19日)8：45～11：45

8/21(日)
コーアガス島根Presentｓ第7回ちょいNAViスポーツフェスタ

「水谷隼トークショー＆撮影サイン会」
①トークショー　②撮影サイン会

テルサホール
①10：30～12：00
②13：00～14：30

一般
        株式会社コーアガス島根
①会員無料、非会員500円(当日入会は無料)

②ゴールド会員限定
0852-36-6661

8/27(土) 第113回さんびるシアター（詳細未定） ドームシアター
①10：00～
②14：00～

一般 松江テルサ事務局 0852-31-5550

中国地区私立幼稚園教育研修会　島根大会 関係者
一般社団法人

島根県私立幼稚園連合会
0852-23-5548

◎新型コロナウイルス感染症対策等行っております。ご来館頂く際には、ご協力お願い致します。
・発熱、咳等体調不良の症状がある方は、ご来館をお控え下さい。　・マスクの着用、入口等での手指消毒をお願い致します。

 

990



さんびるシアター

◆お問い合わせは松江テルサ事務局　TEL 0852-31-5550 まで

MINAMATA－ミナマタ－
2020 年 ( アメリカ／ 115 分 )

◎監督 ： アンドリュー ・ レヴィタス

◎脚本 ： デヴィッド ・ ケスラー

◎出演 ： ジョニー ・ デップ、 真田広之、 國村　隼、

             美波、 加瀬　亮、 浅野忠信 他

２０２２年６月25日㈯上映日時

①　１０時～　　②　１４時～　(全自由席・入替制)

 

◎新型コロナウイルス感染予防対策にご協力下さい。
・お求め頂いた入場券に住所、氏名、連絡先のご記入をお願いします。
・マスクの着用、手指の消毒、検温をお願いします。
・37.5℃以上ある方のご入場はお断りします。
・座席の間隔を空けていただきます。
・お席での会話はお控え下さい。

ご来場の
お客様へ
お願い

◆会場／松江テルサ７階　ドームシアター

第 111回さんびるシアター

香川 1 区

２０２２年７月23日㈯上映日時

①　１０時～　　②　１４時～　(全自由席・入替制)

ジョニー・デップが、全世

界に関わるある重大なメッ

セージをハリウッドから発

信する。伝説の写真家ユー

ジン・スミスと当時の妻

が、1975年に発表した写真

集「MINAMATA」の映画化

だ。ユージン・スミスは、

今尚注目される史上最も偉

大なフォトジャーナリスト

の一人、そんな彼が日本の

公害病“水俣病”を取材し

た写真集である。物語は

1971年のNYから始まり、報

道写真家として功績を評価

されながらも心に傷を抱え

◎出演 ： 小川淳也、 平井卓也、 町川順子

◎監督 ： 大島　新

◎プロデューサー ： 前田亜紀

◎編集 ： 宮島亜紀

衆議院議員・小川淳也氏(立

憲民主党)の初出馬からの17

年間を迫った『なぜ君は総

理大臣になれないのか』

（2020年）は、ドキュメン

タリー映画としては異例の

観客動員35,000人を超える

大ヒットを記録、数多くの

プラットフォームで配信さ

れ、いまなお広がり続けて

いる。その続編にあたる本

作は、2021年の衆議院選挙

に焦点をあて全国最注目の

「香川1区」を与野党両陣営

の有権者の視点も織り交ぜ

描いていく。

人々が求めるのは、現状維持か変革か。この国の民主主義の

成熟度はいかに……。2021年10月31日の投開票日、映画は有

権者の手によって結末を迎えたがそれを機に新たな現実が大

きなうねりとなって動き始めている。

2022 年 ( 日本／ 156 分 )

■料金：一般・大学生　当日券／ 1,200 円（前売券 1,000 円）
　　　　小中高生／ 500 円（当日・前売共通）

第 112回さんびるシアター

たユージンが、パートナーのアイリーンとともに水俣を訪れ、

人々の日常や抗議運動、補償を求め活動する様子を何百枚も

の写真に収めていく濃密な日々が描かれる。人々に寄り添っ

たユージンの瞳とカメラを通して私たちが見るのは、闇に包

まれた苦難の瞬間にも、光として浮かび上がる人間の命の輝

きと美しい絆。警告と希望を焼き付けた、今こそ体験するべ

き一本が誕生した。
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■料金：一般・大学生　当日券／ 1,200 円（前売券 1,000 円）
　　　　小中高生／ 500 円（当日・前売共通）

さんびるシアターHP

CORAE-DA
MA T S U E  T E R R S A

コラエーダcafé 営業時間
9:00 ～ 16:30

（不定休）

場所

松江テルサ 1F
 北側入り口横

たい焼き…120円

たい焼きお茶セット…300円 ミニピザ…250円

大人気のたい焼きとミニピザが
レギュラーメニューになりました。

昨年大好評だった

かき氷を今年も

販売します！
かき氷…290円

アイスかき氷…390円

練
乳
ト
ッ
ピ
ン
グ

無
料
‼

レインフォレスト・アライアンス認証農園産コーヒー豆を

使用したコーヒーをはじめ、各種ドリンクを気軽に立ち寄

りやすい価格で提供しています。また弊社グループの株式

会社さんちゃんファームが鹿島町御津で生産している海辺

のトマトや天然板わかめ等の農産物を販売しております。
コラエーダ　Instagram

松江勤労者総合福祉センター 指定管理者　株式会社さんびる
〒690-0003 松江市朝日町 478-18
TEL0852-31-5550 ／ FAX0852-31-5540
【URL】https://www.matsue-terrsa.jp/
【E-mail】terrsa@sanbg.com

◆お問合せ：松江テルサ事務局 
　　　　　　TEL0852-31-5550


