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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。 

■各講座とも受講料以外に教材費・消耗品費等が別途必要となります。

　犬を飼っている人には、犬の登録と狂犬病予防注射（生後3か月以上の犬）が義務付けられています。
4月に佐田・大社・多伎・湖陵・出雲地域、5月に平田地域の各会場で、登録と予防接種を行います。
今回は、4月の日程をお知らせします（5月の日程は4月26日号）。この機会に必ず済ませましょう。

月　日 と こ ろ 時　間

多

伎

地

域

4月21日（土） 奥田儀センター 9：30～ 9：50
中郷産業文化センター 10：00～10：10
塚之尾谷会館 10：20～10：30
花馬館 10：40～10：50
寿会館 10：55～11：05
田儀余草自治会館 11：15～11：30
柳谷ポンプ格納庫 13：20～14：40
菅沢入口 13：50～14：00
頭名会館 14：10～14：15
竹之元 14：25～14：30
小田旧道会館 14：40～15：00
小田東会館 15：10～15：40

4月22日（日） 高木分館 9：30～ 9：45
小田駅前 9：50～10：15
多岐会館 10：25～10：40
三葉文化センター 10：50～11：10
勤労者体育センター 11：20～11：40
久村西会館 11：45～11：55

湖

陵

地

域

4月25日（水） 大池公民館 9：30～10：00
湖陵体育センター 10：20～10：50
差海公民館 11：10～11：40
川向集会所 13：00～13：30
姉谷公民館 13：50～14：20
出雲市役所湖陵支所 14：40～15：10

4月26日（木） 畑村公民館 9：30～10：00
常楽寺公民館 10：20～10：50
旧南幼稚園 11：10～11：40

出

雲

地

域

4月23日（月） 稗原コミュニティセンター 9：15～ 9：45
野尻公会堂 10：00～10：10
宇那手上自治会館 10：35～10：45
朝山公会堂 11：00～11：20
和久輪消防コミュニティ 13：30～13：40
上津コミュニティセンター 13：55～14：15
船津交流センター 14：35～14：55

4月24日（火） 乙立コミュニティセンター 9：10～ 9：20
向名公会堂（乙立） 9：35～ 9：45
殿森生活改善センター 10：00～10：15
朝山コミュニティセンター 10：30～10：45
鳶巣コミュニティセンター 13：30～14：00
神門谷集会所（高浜） 14：20～14：35
高浜コミュニティセンター 14：55～15：35

4月25日（水） 長浜コミュニティセンター 9：00～ 9：30
JAいずも外園店 9：50～10：15
JAいずも荒茅支店 10：35～11：00
砂子田公会堂 11：20～11：40
坂本集会所（神西） 13：30～13：40
神西コミュニティセンター 13：55～14：15
蛇島東生活改善センター 14：30～14：40

4月26日（木） 神門コミュニティセンター 9：00～10：10
高松コミュニティセンター 10：40～11：45
大津コミュニティセンター 13：30～14：40
川跡コミュニティセンター 15：10～16：10

4月27日（金） JAいずも神門支店 9：00～ 9：10
出雲保健所 9：25～ 9：35
市民会館北側第2駐車場 9：55～10：25
県合同庁舎東側駐車場（大津） 10：45～11：15
出雲体育館 11：35～11：55

4月29日（日） 古志コミュニティセンター 9：00～10：10
塩冶コミュニティセンター 10：40～11：50
四絡コミュニティセンター 13：30～14：40
今市コミュニティセンター 15：10～15：40

環境保全課（TEL 21－6535）、
各支所担当課おたずね

○犬のフン処理道具
○登録が済んでいる場合
　・個人通知はがき
　・1頭につき、予防注射料 2,950円
　　（注射料金 2,400円、注射済票交付手数料 550円）
○新規に登録する場合
　・1頭につき、料金5,950円
　　（1頭の登録料3,000円と予防注射料）

持参するもの

月　日 と こ ろ 時　間

佐

田

地

域

4月14日（土） 朝原公民館 9：00～ 9：20
田代公民館 9：30～ 9：35
みつまた加工場前 9：45～10：00
潮の井ふれあいセンター前 10：05～10：20
原田公民館 10：25～10：45
東山中公民館 10：55～11：05
上組公民館 11：15～11：25
三の宮公民館 11：30～11：40
西須佐公民館 13：10～13：30
高西公民館 13：35～14：00
町公民館 14：05～14：15
出雲市役所佐田支所 14：20～14：30

4月15日（日） 栗原公民館 9：00～ 9：15
　 受地丸美屋前 9：20～ 9：30

御幡消防センター前 9：40～ 9：55
大山停留所 10：00～10：05
吉野公民館 10：15～10：20
橋波ふるさと館 10：30～11：00
日の出公民館 11：05～11：15
中央上公民館 11：20～11：30
石場公民館 11：35～11：40
JAいずも窪田支所 13：10～13：30
下佐津目公民館 13：40～13：50
中佐津目公民館 13：55～14：05
錦公民館 14：15～14：20
毛津ふれあい会館 14：30～14：45
佐田中学校自転車置場前 14：55～15：10
和江島公民館 15：15～15：30

大

社

地

域

4月18日（水） 仏照寺 9：20～ 9：30
鷺浦会館 9：40～ 9：50
赤塚公会堂 10：20～11：00
上大土地公会堂 11：10～11：50
上遥堪総合センター 13：10～13：20
下遥堪公会堂 13：30～14：00
入南総合センター 14：10～14：20
菱根原公会堂 14：30～15：10
菱根総合センター 15：20～15：30

4月19日（木） 出雲市役所大社支所 9：00～10：00
上原総合センター 10：20～10：30
本郷公会堂 10：40～11：00
上北中2区総合センター 11：20～12：00
浜根総合センター 13：20～13：40
大梶総合センター 13：50～14：40

4月20日（金） 船頭会館跡 9：00～ 9：30
中山総合会館 9：50～10：00
漁協宇龍支所 10：20～10：40
御崎区民会館 10：50～11：10
大社コミュニティセンター 13：10～13：50
荒木コミュニティセンター 14：10～15：10

犬の咬傷事故は飼主の責任です。
必ず犬の管理ができる方がお連れください。

お願い

今岡美術館 うらら館

出雲市民会館

入場料（全席指定）　6,000円

好評発売中

と　き　6月13日（水）開演19時（開場18時30分）
ところ　出雲市民会館

プレイガイド
ビッグハート出雲、ラピタ本店、ジャスコ出雲店、パラオ、アツタ、
平田文化館、大島屋楽器店、大社文化プレイスうらら館、しまね
文化情報コーナー、ローソン各店・ローソンチケット（TEL 0570－
084－006【Lコード：63641】）
※出雲市民会館は改修工事中につきチケット販売をいたしません

出雲芸術アカデミー　音楽院

3月26日（月）発売開始

同 ー時 ー開 ー催山水・花鳥の美
「空間を彩る」屏風・襖絵と出雲焼秀作展
会期　5月27日（日）まで
■休館日：毎週月曜日　　■開館時間：9時～17時
■観覧料：高校生以上600円、小中学生無料
■ところ・おたずね：今岡美術館（TEL 25－2239）

講　　座 対　　　象 募集人数および募集楽器 開講日・時間帯（予定） 指導者

一般合唱（混声）
55才以上の方

（経験は問いません）
制限はありません

月2回（第2･4水曜日 10:00～12:00）
会場：ビッグハート出雲　白のホール

渡部　　智
森山由紀美
森田　恵子
村上　滝予

オーケストラ・
レパートリー

18歳以上（高校3年生受講
可）で、オーケストラで
演奏できる技術を有し、
楽器を所有している方

ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラ
バス、フルート、オーボエ、クラリネット、
ファゴット、ホルン、トランペット、トロン
ボーン、打楽器（管打楽器は定員を設けます）

月2回程度（土曜日 19:30～22:00）
会場：出雲交流会館

中井　章徳
芦原　　充
喜久里　誼

12広報いずも２００７．３．２２13 広報いずも２００７．３．２２

登録は生涯１回、予防注射は毎年１回

と　き　4月29日（日・祝）
ところ　大社文化プレイスうらら館 だんだんホール

入場料（全席自由）　500円（1部・2部通し券）

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、平田文化館

と　き　4月14日（土）・15日（日）
ところ　今岡美術館（天神町）

※未就学児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・6月4日（月）までに要予約〕

　第1部　̶ミュージカル「ラ ラ ラッツ」̶
開演11時（開場10時30分・12時終演予定） 

　第2部　̶リトミック・合唱・オーケストラ各科の演奏̶
開演13時30分（開場13時・15時30分終演予定）

（　　　　　 ）

■申込期間／4月2日（月）～4月16日（月）必着　■申込方法／所定の申込書（別科用）に記入し、「出雲芸術アカデミー事務局」（〒693-0002
出雲市今市町北本町2-1-10出雲市役所芸術文化振興課内、TEL 21－6514）へ送付。申込書は、3月26日（月）から市役所・各支所などに配置し
ます。ホームページ（出雲市トップページ＞文化・スポーツ＞出雲芸術アカデミー）からも入手できます。
◆別科〔受講料：月額2,000円〕




