
２０１８年１１月行事予定.xls

■平成３０年１１月行事予定

期日 行事・事業名 場所 時間 関係部署 問合せ

出雲そば旅（～2/28） 市内各所 観光課 ２１－６５８８

平成30年度「児童虐待防止推進月間」　啓発パネル展示（～12/2) ゆめタウン出雲 9：30～21：30 子ども政策課 ２１－６６０４

2日（金）
2018斐川文化祭
　「作品展示」（～4日）

斐川文化会館
9：00～17：00
※4日(日)は9：00～16：00

文化スポーツ課
斐川文化協会（斐川文化会館内）
７３－９１８０

平成30年度「児童虐待防止推進月間」　街頭活動（啓発チラシ配布） ゆめタウン出雲 11：00～12：00 子ども政策課 ２１－６６０４

いずも産業未来博2018（～4日） 出雲ドーム 10：00～16：00 産業政策課 ２１-６５４９

平田本陣展（～H３１/1/20） 平田本陣記念館
9：00～17：00
休館日：火曜日

文化スポーツ課
平田本陣記念館
62-5090

人権・同和教育基礎講座（第3回）
学習テーマ【多文化共生】

市役所　くにびき大ホール 9：30～11：30 人権同和政策課 ２２－７５０６

文化講演会「うつくしい、命」
講師：大島花子氏

湖陵コミュニティセンター大
ホール

14：00～15：30
湖陵支所
市民サービス課

４３－１２１２

第２２回スサノオごっとこいまつり 市役所　佐田支所周辺 9：00～16：00
佐田支所
市民サービス課

スサノオごっとこいまつり実行委
員会（佐田支所市民サービス課
内）８４－０１１１

佐田町文化協会創立25周年記念事業
「スサノオの里こども神楽大会」

スサノオホール 9：30～14：30 文化スポーツ課
(NPO法人スサノオの風内)
佐田町文化協会事務局
８４－０８３３

2018斐川文化祭
「お茶席」

原鹿の旧豪農屋敷 9：00～16：00 文化スポーツ課
斐川文化協会（斐川文化会館内）
７３－９１８０

土木の日　記念イベント
上塩冶スポーツセンター
斐伊川放水路

9:30～12:30 建設企画課

建設企画課
21-6561
島根県出雲地区建設業協会
21-1187

第10回出雲神在月市民芸術文化の祭典 多伎コミュニティセンター
9：30開場
10：00開演
15：30終演予定

文化スポーツ課
出雲市文化団体連合会
73-9180

伊野利酒大会 伊野コミュニティセンター 10:00～14:00
平田支所
地域振興課

伊野利酒大会実行委員会
69-1526

子ども・若者支援講演会「感じてみませんか、発達障害の世界」 市役所　くにびき大ホール 13:30～15:30 市民活動支援課
出雲市子ども・若者支援協議会事
務局（市民活動支援課内）
21-6297

外国保護者向け説明会（保育所・幼稚園・児童クラブ） 市役所 ４０１会議室 13：00～14：00
子ども政策課
保育幼稚園課

２１－６９６３

文化庁薬草事業　秋の植物観察会
講師：佐藤仁志氏

荒神谷史跡公園 10：00～12：00 文化財課
荒神谷博物館
72-9044

【平成３０年１０月２６日現在】

1日（木）

4日（日）

３日（土）
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【平成３０年１０月２６日現在】

期日 行事・事業名 場所 時間 関係部署 問合せ

4日（日） 多文化にぎわい交流広場　（多国籍料理の屋台とダンスでの国際交流） だんだん広場 11：00～14：00 文化国際室 ２１－６５７６

7日（水）
14日（水）

出雲バル JR出雲市駅周辺 両日とも17:00開始 商工振興課
出雲商工会議所
２５－３７０５

７日（水） 出雲市選挙管理委員会定例会 市役所　市民応接室 9:30～10:30 選挙管理委員会 ２１－６５５９

9日（金） 出雲市美術展 ［洋画］（～11日）
出雲文化伝承館
縁結び交流館

10：00～16：00 文化スポーツ課
出雲市洋画連盟
会長：北本雅己　22-7187
事務局：大塚昌雄　22-2626

一畑のお山フェスティバル＆灯めぐり
出雲市小境町　一畑薬師及び
一畑薬師商店街周辺

10：00～21：00
平田支所
地域振興課

一畑薬師べっぴんさんず
坂本節子　　　　67-0630

鰐淵寺紅葉まつり　（～11/25) 鰐淵寺
平田支所
地域振興課

鰐淵寺紅葉まつり実行委員会事
務局（出雲観光協会平田支所内）
63-0893

笑って！タメになる！サイエンスショー by ボルトボルズ
出雲科学館
サイエンスホール

14:30～15:30 出雲科学館 ２５－１５００

世界糖尿病デー　　国宝出雲大社御本殿ブルーライトアップ
～出雲ブランド(Doライト）LED照明を使用します～

出雲大社 17:30～20:00 健康増進課 ２１－６９７６

第159回企画展関連講座1『出雲平野にみられる金属加工の話』
講師：角田徳幸　氏（島根県埋蔵文化財調査センター課長）

荒神谷博物館 13：30～15：00 文化財課
荒神谷博物館
７２－９０４４

10日(土)
指導者クリニック
14：30～16：30

11日（日）
少年少女サッカー教室　9：45～11：45
ドリームゲーム　　　　　13：30～14：45

しまね映画祭（斐川会場）
①「いただきます みそをつくるこどもたち」
②「いつまた、君と ～何日君再来～」

斐川文化会館 大ホール
①10：30～
②13：00～

文化スポーツ課
斐川文化協会（斐川文化会館内）
７３－９１８０

ボランティアウィークプレイベント
　栄養×食×ボランティア力アップ！フェスタ

市役所　くにびき大ホール 13:30～15:30 市民活動支援課
出雲市総合ボランティアセンター
２１－５４００

13日（火）
～親世代とは大きく異なる現在の就活～

最新！新卒採用の実情　　【保護者のための就職セミナー】
市役所　くにびき大ホール 18:30～20:00 産業政策課 ２４－７６２０

15日（木）
たばこにさよならセミナーinいずも
〈交流会〉禁煙しようと思ったきっかけや、体験談など自由に交流

出雲市保健センター 19:00～20:30 健康増進課 ２１－６９７６

出雲の酒祭 パルメイト出雲前広場 17：00～20：00 商工振興課
出雲酒造協議会
21-0039

第17回斐川シクラメン祭（～18日） 出雲いりすの丘公園 10：00～16：00
斐川支所
産業建設課

出雲観光協会斐川支所
７２－５２７０

17日（土） いずもスクールランチクッキング（～18日） 出雲学校給食センター
両日とも
10：00～12：30

学校給食課 ２８－００６２

２１－６７８６

11日(日)

16日（金）

10日(土)

宝くじスポーツフェア「ドリーム・サッカーinいずも」 浜山公園陸上競技場 文化スポーツ課
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【平成３０年１０月２６日現在】

期日 行事・事業名 場所 時間 関係部署 問合せ

神迎神事・神迎祭 稲佐の浜 19：00～ 観光課 ２１－６５８８

はあとピアいずも（出雲市福祉芸術文化祭）（～18日） 大社文化プレイス　うらら館
17日　10：00～17:00
18日　10：00～16：00

福祉推進課
はあとピアいずも実行委員会
２１－６９５９

平成30年度　第3回　児童虐待防止と対応講座
「事例を通して考える地域でできる子ども虐待予防への支援」

島根県立大学
出雲キャンパス

13：00～16：00 子ども政策課 ２１－６６０４

ミニ企画展「出雲を掘る 第7話 小山遺跡～発見から70年～」（～2/4) 出雲弥生の森博物館 9：00～16：30 文化財課
出雲弥生の森博物館
２５－１８４１

『親子で楽しい運動遊び　ｉｎ　いずも』
平成３０年度全国国公立幼稚園・こども園長会特別事業　中国ブロック研修会
兼　第３７回島根県幼稚園教育振興大会（出雲大会）
兼　第３７回島根県幼稚園ＰＴＡ研修会（出雲大会）
兼　平成３０年度　出雲市幼稚園教育振興大会

島根県立浜山体育館
　カミアリーナ

13:30～15:40 保育幼稚園課
四絡幼稚園
0853-21-0991

第６２回島根県保育研究大会 出雲市民会館 9:00～17:00 保育幼稚園課
島根県保育協議会
0852-21-2954

出雲市青少年育成推進大会 市役所くにびき大ホール 13:30～15:30 市民活動支援課
出雲市青少年育成市民会議事務
局（市民活動支援課内）
21-6297

神在祭 出雲大社 10：00～ 観光課 ２１－６５８８

2018斐川文化祭
　「ステージ発表」

斐川文化会館 大ホール  13：30～ 文化スポーツ課
斐川文化協会（斐川文化会館内）
７３－９１８０

唐川番茶まつり
出雲市唐川町
お茶の里唐川館

10:00～15:00
平田支所
地域振興課

唐川親交会
090-3170-6105

風土記談義　出雲国風土記編 荒神谷博物館 10：00～12：00 文化財課
荒神谷博物館
７２－９０４４

NHK公開収録
「新・BS日本のうた」

出雲市民会館
18：00開場
18：40開演
20：40終演（予定）

文化スポーツ課 ２１－６５１４

神在祭・縁結大祭 出雲大社 10：00～ 観光課 ２１－６５８８

第44回大社町総合美術展（～25日） 大社文化プレイスうらら館
9：00～17：00
（25日は9：00～16：00）
入場料無料

文化スポーツ課
大社文化プレイスうらら館内
たいしゃ芸術文化祭実行委員会
事務局53-6500

いずも古着市（～２４日） 朱鷺会館

23日　【引き取り】
13:30～15:30
24日　【販売】
9:00～11:30

環境施設課
いずも古着市実行委員会事務
局（環境施設課内）21-6988

23日（金・
祝）

17日（土）

18日(日)

22日（木）
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【平成３０年１０月２６日現在】

期日 行事・事業名 場所 時間 関係部署 問合せ

23日（金・
祝）

出雲健康公園出雲ドーム及
び少年野球場

開会式・１回戦

24日（土） 出雲健康公園出雲ドーム 準々決勝

第17回　いずも音楽コンクール（～25日） ビッグハート出雲 9：00～17：00（予定） 文化スポーツ課
（公財）出雲市芸術文化振興財団
21-7580

第16回出雲和文化まつり 出雲文化伝承館 9：00～16：00 文化スポーツ課
出雲文化伝承館
21-2460

神在祭・縁結大祭・神等去出祭 出雲大社
神在祭・縁結大祭　10：00～
神等去出祭　16：00～

観光課 ２１－６５８８

館長講座　第2回
「出雲国分寺を読み解く」　　　講師：花谷　浩（出雲弥生の森博物館館長）

出雲弥生の森博物館 14：00～16：00 文化財課
出雲弥生の森博物館
25-1841

パパフェス　～家族いっしょにあそぼうday～ 朱鷺会館 10：00～15：00 市民活動支援課 ２１－６９５２

第32回プラタナス・Ｍｙ・コンサート 平田文化館 14：00開演 文化スポーツ課
平田文化館内
雲州平田文化協会事務局
63-5030

出雲歌舞伎公演　むらくも座２０１８ スサノオホール
11：00開場
12：00開演

文化スポーツ課
(NPO法人スサノオの風内)
佐田町文化協会事務局
84-0833

ゴム・ワン　グランプリ　in 出雲科学館 出雲科学館　ホワイエ
受付時間
①10:00～11:30　②13:30～15:00

出雲科学館 ２５－１５００

27日(火) 定例記者会見 市役所 市民応接室 13：30～14：30 広報情報課 ２１－８５７８

出雲市教育委員会定例会 出雲科学館　会議室 14：00～16：00 教育政策課 ２１－６８７４

脳卒中予防教室＜NO・NO脳卒中スクール＞第1回
専門医による脳卒中予防講演

市役所　大会議室 14：00～15：30 健康増進課 ２１-６９７６

29日（木） 幼稚園入園前の親子のための給食試食会 出雲学校給食センター 10：00～12：00 健康増進課 ２１－６９８１

2018斐川文化祭
「菊花展・盆栽展」（～4日）

原鹿の旧豪農屋敷
9：00～17：00
※4日(日)は9：00～16：00

文化スポーツ課
斐川文化協会（斐川文化会館内）
７３－９１８０

没後200年
松平不昧公　－茶と人となりー（～25日）

出雲文化伝承館
9：00～17：00
休館日：月曜日

文化スポーツ課
出雲文化伝承館
２１－２４６０

出雲弥生の森博物館ギャラリー展Ⅲ
「黄泉の穴」の人骨～猪目洞窟遺跡発見70年～（～12/3）

出雲弥生の森博物館 9：00～17：00 文化財課
出雲弥生の森博物館
２５－１８４１

28日(水)

開催中

第１４回和田毅杯少年野球大会 文化スポーツ課

和田毅杯少年野球大会実行委員
会事務局
（ＮＰＯ法人出雲スポーツ振興２１
内）
25-1006

24日（土）

25日(日）


