
■ おたずね　 出雲文化伝承館 TEL21-2460

『江戸の漢詩』

竹原 伸治

中・四国では出雲公演のみ！！

没後30年没後30年没後30年没後30年
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松竹大歌舞伎公演松竹大歌舞伎公演松竹大歌舞伎公演松竹大歌舞伎公演
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メールアドレス geijyutsu@city.izumo.shimane.jp

ホームページ
http://www.city.izumo.shimane.jp/index.html

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。

出雲市民会館

松竹大歌舞伎公演
と　き  １１月１４日（水）
           開演１４時、１８時（２回公演）
ところ　出雲市民会館
演　目　一、奥州安達原 袖萩祭文 二、義経千本桜 吉野山

と　き １１月１７日（土）
　　　 開演１９時（開場１８時１５分）
ところ  出雲市民会館

と　き  ７月28日(土)～９月30日(日)
　　　  開館時間 9時～17時(休館日 火曜)
ところ  平田本陣記念館
■入館料　一般500円、小・中・高校生200円

と　き ９月８日（土） 
          開演１７時３０分
         （開場１６時３０分）
ところ 出雲ドーム

好評発売中

Ｓ席 ６，０００円　Ａ席 ５，０００円　Ｂ席 ３，５００円入場料（全席指定）

発売日 7月14日（土）を予定していましたが、発売を延期しました。発売日が決まりましたらお知らせします。

チャイコフスキー：バレエ音楽「白鳥の湖」より抜粋
ストラヴィンスキー：バレエ音楽「春の祭典」
プロコフィエフ：バレエ組曲「ロミオとジュリエット」

予定プログラム

Ｓ席 １３，０００円　A席 １０，０００円　B席 ７，０００円
入場料（全席指定）

出雲市民会館、ラピタ本店、ジャスコ出雲店、パラオ、しまね文化情
報コーナー（島根県民会館内）、ローソンチケット（ＴＥＬ０５７０-０８４-
００６【Lコード：６４７２９】）

プレイガイド

一般 １，８００円（当日２，０００円）　小・中・高 ８００円（当日１，０００円）
入場料

楽器のアツタ、ジャスコ出雲店、パラオ、ラピタ本店、出雲ドーム、出雲
市民会館、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、
イズミ斐川店、しまね文化情報コーナー（島根県民会館内）、出雲市芸
術文化振興課・各支所

プレイガイド

市川 門之助 坂東 竹三郎 坂東 薪車 中村 梅枝 中村 亀鶴 市川 亀治郎 市川 段四郎

■出演者

世界がしびれたゲルギエフ・サウンド！
２１世紀のカリスマ！

※未就学児は入場できません。託児室をご利用ください。〔無料・１１月７日（水）までに要予約〕

出雲市民会館リニューアル記念

出雲ドーム出演者・参加者募集

平田本陣記念館

出雲文化伝承館

大社文化プレイスうらら館今岡美術館

第１８回出雲阿国歌舞伎

降矢洋子・降矢なな・アンヴィル奈宝子

～三人の画家が描く長谷川摂子の世界～

広報いずも 2007.7.26 広報いずも2007.7.26

漢字文化講演会漢字文化講演会漢字文化講演会漢字文化講演会
と　き  ７月２９日（日）
           開演１４時（開場１３時３０分）
ところ  ビッグハート出雲　白のホール

■と　き  ８月２５日（土）
　　　　 開演１８時３０分（開場１８時）
■ところ  大社文化プレイスうらら館
■入場料　５００円

ビッグハート出雲

漢字文化講演会

■講師 : 石川 忠久
前二松学舎大学学長
漢字文化振興会専務理事

■入場料　無料（要整理券）
■整理券取り扱い
出雲市役所本庁総合案内、ビッグハート出雲ほか

出雲市民会館
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■ 特別ゲスト
   武庫川女子大学附属中学校・高等学校（兵庫）

好 評 発 売 中

大心路大心路大心路大心路
と　き  ９月１７日（祝）
           １２時～１７時３０分
ところ  ビッグハート出雲

8月上旬発売開始予定

ビッグハート出雲
サウンドフェスタ２００７

■販売所　ビッグハート出雲、出雲市芸術文化振興課ほか
■入場料  500円（当日700円）

大心路
だ い し ん ろ

フリーマーケット出店者募集（本イベントに合わせビッグハート広場で開催）
●募集区画 ２０区画（先着順） 
●出 店 料  １区画５００円 
●募集期限 ８月３１日（金）

●おたずね・申込先
　サウンドフェスタ実行委員会（出雲市芸術文化振興課内）
TEL２１-６５１４　FAX２１-６５１７

「絵本原画展」

「おっきょちゃんとかっぱ」
©降矢奈々

絵／福音館書店1997

《三人の画家の講演会》

《長谷川摂子講演会》

■おたずね　平田本陣記念館　TEL62-5090

－降矢洋子・降矢なな・アンヴィル奈宝子－

とき ９月１５日（土）１３時３０分～

とき ８月１１日（土）１３時～　演題「長谷川摂子さんのお話を描いてみて」

演題「わたしの絵本」「出雲弁による昔話」
※各講演会とも要予約（定員100名）

特別展

第４３回

没後30年栁瀬俊雄展栁瀬俊雄展栁瀬俊雄展栁瀬俊雄展栁瀬俊雄展
出雲市出身の洋画家。モダンな人物描写と豊かな色彩で日展特選、同菊花賞受賞など注目され
ましたが66歳で惜しくも他界。没後30年にあたる本年、当地では初めての顕彰展を開催します。

■ と      き　　８月3日(金)～１６日(木)（会期中休館日なし）
　　　　　　開場時間 ９時～17時(入館は16時30分まで）　
■ と こ ろ 　 出雲文化伝承館 縁結び交流館
■ 観 覧 料 　 一般300円　高校生以下無料

＊抹茶とのセット券600円（一般のみ）

邦楽邦舞鑑賞会邦楽邦舞鑑賞会邦楽邦舞鑑賞会邦楽邦舞鑑賞会邦楽邦舞鑑賞会
◆出演団体
（日 舞） すみれ会、藤恵会
（尺 八） 邦楽出雲竹の会
（尺八・筝曲） 邦楽船越会
（筝 曲） 菊曽田社中、木次社中
　　　  沢井筝曲院 勝部光子研究室
　　　  大月筝曲教室
◆おたずね
出雲邦楽邦舞連盟（TEL２１-４７８９）
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出雲芸術アカデミー 公開ゼミナール

マエストロの音楽講座
囲碁フェスティバル

Vol.1

第13回

第5回

第6回

―ロシアを代表する作曲家 チャイコフスキー―
交響曲第６番『悲愴』を、若きマエストロ・中井章徳が、生のオーケストラ演奏でひもときます。
◆と　き  ８月１１日（土） 19時～21時　　
◆ところ  パルメイト出雲
◆受講料 1,000円
◆講　師　中井　章徳
　　　　  （指揮者／出雲芸術アカデミー芸術監督）　

◆定　　員　40人程度（応募者多数は抽選）
◆申込期限　8月3日（金）必着
◆申込先・おたずね
　出雲芸術アカデミー事務局 公開ゼミナール係
　（芸術文化振興課内）TEL21-6514　 

「ステンドグラス」教室
◆と　　き  ８月１９日(日) 14時～16時30分
◆と こ ろ  出雲文化伝承館
◆人 　 数  20人（応募多数の場合は抽選）
◆申込期限  7月31日（火）

◆と　　き   ８月２６日（日）　◆と こ ろ パルメイト出雲
◆申込方法　当日先着順で受け付けます。（対局有料）

　指導棋士　桑本晋平 六段（出雲市出身）ほか

出雲ジュニア囲碁大会　

いずも新春コンサート　

◆と　　き  ８月２５日（土） １３時～（受付１２時３０分）
◆と こ ろ パルメイト出雲
◆参加資格　県内の小中学生　◆参 加 料  ５００円（当日受付にて）
◆参加部門  中学生名人の部（１９路盤）、小学生名人の部（１９路盤）、
　　　　　  オープン参加の部【Ａクラス９級以上（１９路盤）、Ｂクラス１０～１５級
　　　　　  （１９路盤）、Ｃクラス（１３路盤）、入門クラス（９路盤）】
◆参加申込　所定の参加申込書で受け付けます。
◆申込期限　８月６日（月）　

◆と　　き  平成２０年１月６日（日）　◆と こ ろ ビッグハート出雲
◆種　　目　洋楽・邦楽の声楽、器楽ソロまたは重唱・奏
◆応募資格  出雲地域在住者または出身者で、音楽芸術を専門に学んだ20歳以上の方
◆参 加 料  20,000円（重唱・奏は１人10,000円）
◆申込期限　９月２８日（金）必着
◆申込先・おたずね　
　いずも新春コンサート実行委員会（芸術文化振興課内）TEL21-6514　

◆参 加 費  １人 １，5００円
◆申込先・おたずね
　出雲文化伝承館 TEL２１-２４６０

わたしのうたコンサート 歌詞募集

プロ棋士による指導対局

ステンドグラス展開催 8月13日（月）～19日（日）

検 索出雲総合芸術文化祭

中・四国では出雲公演のみ！！

「ガラスの歴史とステンドグラス」の
レクチャーの後、ステンドグラスを制
作します。

あなたの作った歌詞にすてきな曲をつけて発表する夢のコンサート。普段感じている
ことや伝えたいことなどを歌にしてみませんか。
◆応募作品　テーマ 自由（歌詞の形式は自由ですが、ふりがなをつけてください。）
　　　　　　※1人1点で未発表のもの　※締切 9月4日（火）必着
◆応募方法　住所、氏名、年齢、電話番号、学生の方は学校名・学年を記入し郵送。
◆応募先・おたずね　〒699-0711 出雲市大社町杵築南1338-9
　　　　　　　　　 大社文化プレイスうらら館 TEL53-6500

東海道五十三次展東海道五十三次展東海道五十三次展東海道五十三次展
と　き  ８月２６日（日）まで
           開館時間　９時～１７時
ところ   今岡美術館
　　　 （休館日 月曜：ただし、祝日は開館）

一般 6００円、中学生以下 無料入館料

おたずね 今岡美術館（ＴＥＬ２5-２239）

歌川広重浮世絵東海道五十三次展

観覧無料

歌川広重「日本橋」


