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本物志向と住民参加で「芸術文化」に触れる機会として開催する出雲総合芸術文化祭。 
音楽、舞台芸術、伝統芸能や市民参加部門など、さまざまな催しの情報を毎月お知らせします。 

第2回出雲ジュニア将棋大会

出 雲 総 芸 術 文 化 合 祭 出 雲 総 芸 術 文 化 合 祭 

参加者募集 ●と　　き　11月19日（日）13時～（受付12時～）
●と こ ろ　パルメイト出雲（今市町）
●参 加 料　500円（当日受付にて）
●部　　門　小学生低学年の部（1年生～3年生）、
　　　　　　小学生高学年の部（4年生～6年生）、中学生の部

と　き　11月3日（金・祝）
　　　　開演13時（開場12時30分）
ところ　大社文化プレイスうらら館

と　き
　11月26日（日）
　13時30分開演（開場13時）
ところ
　ビッグハート出雲
　白のホール

入場料（全席指定）
全席指定　2,000円
プレイガイド
大社文化プレイスうらら館、ショッピングタウンエル、出雲市民
会館、平田文化館、ジャスコ出雲店、パラオ、ラピタ本店、しま
ね文化情報コーナー（島根県民会館）
※託児室を設けますのでご利用ください。（無料・要予約）

■演目
　（能）清経
　　【観世榮夫、谷本健吾、福王茂十郎ほか】
　（狂言）萩大名
　　【野村萬、野村扇丞、野村万蔵ほか】
　（能）三輪　【梅若六郎ほか】

能 楽 座
出雲公演

共催　㈶地域創造

うらら館

好評発売中

出雲市民会館

と　き　11月12日（日）　開演14時（開場13時）
ところ　出雲市民会館　　　　　　◎指揮　中井章徳

入場料（全席自由）
一般  1,000円（当日1,200円）、高校生以下  500円（当日600円）、
ペア  1,500円（前売りのみ）
プレイガイド
出雲市民会館、ビッグハート出雲、楽器のアツタ、パラオ、ラピタ
本店、ジャスコ出雲店、平田文化館、大島屋楽器店、大社文化
プレイスうらら館ほか
ローソンチケット（電話予約 0570－084－006）Lコード 62567
※未就学のお子さんの入場はできません。託児室を設けますのでご利用くだ
さい。（無料・要予約）

好評発売中

♪ 出雲フィルハーモニージュニアオーケストラ
　 ビゼー／「カルメン」第1・第2組曲から　ほか
♪ 出雲フィルハーモニーアカデミーオーケストラ
　 ムソルグスキー／展覧会の絵　ほか

と　き
　11月11日（土）
　14時開演（開場13時30分）
ところ
　大社文化プレイスうらら館

入場料（全席指定）
3,000円
プレイガイド
大社文化プレイスうらら館、ショッピングタウンエル、出雲市民
会館、ジャスコ出雲店、パラオ、ラピタ本店、平田文化館、しまね
文化情報コーナー
※託児室を設けますのでご利用ください。（無料・要予約）

うらら館

好評発売中！

と　き　11月23日（祝）
　　　　14時開演（開場13時30分）
ところ　大社文化プレイスうらら館
　　　　だんだんホール

ビッグハート出雲

市民参加部門開催日程
出雲会場

と　　き と こ ろ 入場・観覧料

第51回出雲市（中部ブロック）
小中学校連合音楽会 10月27日（金） 出雲市民会館

無料

出雲市美術展［書道］ 10月27日（金）～
29日（日） ビッグハート出雲

第40回出雲菊花大会 11月 7日（火）～
14日（火）

JAいずも金融本
店前駐車場

第56回出雲短歌大会 11月 3日（祝） 出雲市民会館

出雲市合同いけばな展 11月 3日（祝）・
4日（土） 出雲体育館

第42回邦楽邦舞鑑賞会 11月 5日（日） 出雲市民会館 500円

第8回五色百人一首島根県大会 11月 5日（日） 出雲文化伝承館

無料

出雲市美術展［洋画］ 11月10日（金）～
12日（日） 縁結び交流館

第50回出雲市俳句大会 11月12日（日） 出雲市民会館

出雲市美術展［和紙ちぎり絵］ 11月17日（金）～
19日（日） ビッグハート出雲

第28回出雲市川柳大会 11月18日（土） パルメイト出雲

出雲漢詩大会 11月18日（土）・
19日（日）

出雲市立
出雲中央図書館

出雲市美術展［日本画］ 12月 1日（金）～
　 3日（日） 縁結び交流館

出雲市美術展［写真］ 12月 1日（金）～
3日（日） 縁結び交流館

第23回出雲市民合唱祭 12月 3日（日） ビッグハート出雲 500円
（高校生以下無料）

出雲市美術展［パッチワーク］ 12月 8日（金）～
10日（日） 縁結び交流館 無料

●参加申込　所定の参加申込書で受け付けます。
●申し込み期限
　11月10日（金）　※参加予定人数に満たない場合は、当日申し込み可。
●申し込み・おたずね
　日本将棋連盟出雲支部　幹事長　小村（TEL 21－0262）

平田会場

と　　き と こ ろ 入場・観覧料
川柳大会 10月29日（日） 平田文化館

無料
プラタナス・My・コンサート 11月 3日（祝） 平田文化館
ひらた吹奏楽団第12回演奏会 11月12日（日） 平田文化館 500円（小学生以下無料）
混声合唱団クリスタルコール平田
第12回定期演奏会 11月19日（日） 平田文化館 500円

佐田会場

と　　き と こ ろ 入場・観覧料

スサノオごっとこいまつり 11月 3日（祝） 出雲市役所佐田支所、
スサノオホール周辺 無料

多伎会場

と　　き と こ ろ 入場・観覧料
多伎地区文化祭
平成18年度多伎町文化祭

11月 4日（土）・
5日（日）

多伎コミュニティセンター・
海辺の多伎図書館・うなばら会館 無料

湖陵会場

と　　き と こ ろ 入場・観覧料
文化講演会「あなたも行動派人間になれる」
 講師：梨元　勝 10月29日（日） 湖陵コミュニティ

センター 無料

大社会場

と　　き と こ ろ 入場・観覧料

第12回たいしゃ俳句大会 10月29日（日） 大社文化プレイ
スうらら館 投句料1000円

しまね映画祭2006 in 大社 11月12日（日） 大社文化プレイ
スうらら館

一般 1000円（当日1200円）
小中高校生 500円（当日700円）

第32回大社町総合美術展 11月23日（祝）～
25日（土）

大社文化プレイ
スうらら館 無料

ナウム・グルーベルト
ピアノリサイタル 12月3日（日） 大社文化プレイ

スうらら館
2000円（高校生以下
500円・会員1000円）

入場料
500円
プレイガイド
ビッグハート出雲、大社文化プレイスうらら
館、平田文化館、大島屋楽器店、ゆかり館、
スサノオホール

好評発売中！

●おたずね　IZUMOこころのうたの会　事務局（TEL 22－3933）

出雲民藝館
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うらら館

平田本陣記念館

出雲文化伝承館

■と　　き　11月25日（土）・26日（日）
　　　　　　9時～16時
■と こ ろ　出雲文化伝承館・出雲文化工房
■内　　容
　◎いけ花展（池坊・小原流）
　◎呈茶（25日・三斎流､26日・裏千家）
　◎和菓子作りワークショップ（26日のみ：10時・13時の2回）

※定員あり　要電話申込

　◎藤間流邦舞（26日のみ：11時～藤間流藤恵会、14時～藤間流
すみれ会）

　◎特別展「出雲焼と萩焼の名品展」10／20～11／26・月曜休館
　◎特別展「北本雅己展」11／21～11／26
　　日展委嘱作家、東光会理事として活躍中の北本氏（出雲高校
教諭）の大作約30点を紹介します。

■参 加 費
　参加券で上記の催しに1日参加できます。
　一　般 700円（当日800円）、子ども券（高校生以下）300円、
　一席券 500円（観覧はできません）
※いけ花展示・「北本雅己展」は参加券がなくても観覧できます。
※和菓子作りは、参加券のほかに材料費300円が必要（小学2年生以下は保護
者同伴）

■販売場所　出雲文化伝承館、出雲市芸術文化振興課ほか
■おたずね
　出雲和文化交流会事務局（出雲文化伝承館　TEL 21－2460）

●おたずね　大社文化プレイスうらら館（TEL 53－6500）

入場料（全席指定）
3,000円
プレイガイド
大社文化プレイスうらら館、ビッグハート出雲、パラオ、しまね
文化情報コーナー
※3歳以上有料・3歳未満入場不可（託児室あり…無料・要予約）

■会　　期　12月17日（日）まで
■開館時間　9時～17時
■と こ ろ　平田本陣記念館
■入 館 料　一般 500円、小～高校生 200円
■おたずね　平田本陣記念館（TEL 62－5090）

■休 館 日　月曜日・祝日の翌日
■と こ ろ　出雲民藝館
■入 館 料　一　　般 500円、
　　　　　　小中学生 100円
■おたずね　出雲民藝館
　　　　　　（TEL 22－6397）

■会　　期
　〔前期〕 纐纈（しぼり染め）展
　　11月10日（金）まで
　〔後期〕 夾纈（板締染め）と型染め展
　　11月14日（火）～12月17日（日）




