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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。

(出演：市川段四郎、市川亀治郎、市川門之助、中村亀鶴、中村梅枝、坂東薪車、坂東竹三郎ほか)

と　き １２月１６日（日）
          開演１８時３０分
          （開場１８時）
ところ 出雲市民会館

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）

Ｓ席 ８，４００円　Ａ席 ６，５００円　B席 ５，０００円　C席 ３，５００円
入場料（全席指定）

※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・12/6（木）までに要予約（芸術文化振興課  TEL21-6514）〕

※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・11/2（金）までに要予約（芸術文化振興課  TEL21-651４）〕

市内小学5・6年生、市内中学生の方、先着50名様を【夜の部】に無料ご招待！ご希望の方は、
ハガキかFAXに①住所②氏名③学校名・学年④電話番号⑤「松竹大歌舞伎チケット希望」⑥保
護者等が同伴の場合はその旨。を記入のうえ、芸術文化振興課まで。(10/15（月）必着)

出雲市民会館、パラオ、ラピタ本店、ジャスコ出雲店、大社文化プレイス
うらら館、平田文化館、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：65030】）
◎電話予約／劇団四季予約センター（午前１０時～午後８時）
　TEL0120－489－444
◎インターネット予約／（24時間受付）　http://489444.com

出雲市民会館、ジャスコ出雲店、パラオ、ラピタ本店、ビッグハート出
雲、平田文化館、大社文化プレイスうらら館、ショッピングタウンエル、
ＮＰＯ法人スサノオの風、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：65014】）

プレイガイド

９月下旬発売予定

大人 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）

入場料（全席自由）

※未就学のお子様の入場はご遠慮ください。託児室を設けますのでご利用ください。
〔無料・11/2（金）までに要予約（芸術文化振興課  TEL21-6514）〕

出雲市民会館、ビッグハート出雲、平田文化館、大社文化プレイスうらら館、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 ほか

高校生以下の方、先着２００名様を無料でご招待！希望される方はハガキ、ファクス、Ｅメー
ルのいずれかに①住所②氏名③学校名④電話番号⑤「プロムナードチケット希望」を明記
し、市芸術文化振興課内『アカデミー事務局』まで。（１０月25日(木)必着）

プレイガイド

好評発売中

大人２，５００円　小人（３歳～高校生）１，５００円　※当日は各５００円増
入場料（全席自由）

ビッグハート出雲、ラピタ本店、出雲市民会館、ヤマダ看板
◆おたずね　独楽（こま）出雲公演実行委員会　山田　TEL０９０－９３２２－８７８７

プレイガイド

チケットプレゼント

プレイガイド

出雲市民会館

平田文化館・多伎コミュニティセンター

出雲市民会館

検 索出雲総合芸術文化祭

中・四国では出雲公演のみ！！

出雲市民会館

出雲市民会館

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　１１月１４日（水）
昼の部   開演１４時（開場１３時30分）
夜の部   開演１８時（開場１７時30分）
ところ　出雲市民会館
演　目　一、奥州安達原 袖萩祭文
　　　　ニ、義経千本桜 吉野山

好評発売中

好評発売中
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、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

世界がしびれたゲルギエフ・サウンド！
２１世紀のカリスマ！

〔無料・１１月７日（水）までに要予約（芸術文化振興課  TEL21-6514）〕

出雲市民会館リニューアル記念
中・四国では出雲公演のみ！！

第8回

出雲メセナ協会では、出雲地域の芸術文化活動を支援しています。このたび、平成20年度助成について、下記のとおり対象となる活動を募集します。
■対象となる活動　出雲地域の芸術・文化の普及、向上、発展に寄与する地域文化活動や事業で、出雲市内で行うもの。
■対 象 分 野 　 音楽、美術、演劇、伝統文化など
■活動の実施時期　 平成20年1月～12月    ■助成金額    総事業費のおおむね1／3以内    ■応募期限 10月31日（水）
■申し込み・おたずね  出雲メセナ協会事務局（芸術文化振興課内　TEL21-6514）

出雲メセナ協会支援事業
第１８回出雲阿国歌舞伎

松竹大歌舞伎公演松竹大歌舞伎公演松竹大歌舞伎公演

１０月８日（月・祝）　平田文化館
　９：３０～　忍たま乱太郎（アニメ）
１０：００～　ゲゲゲの鬼太郎（アニメ）
１２：１５～　無法松の一生
１４：１５～　風林火山
■料金　１作品につき大人１，０００円、大学生以下５００円（当日券のみ）
※アニメは２作品を１作品としています。
■おたずね　雲州ふらたシネマステーション ＴＥＬ６２－０４８５
　　　　　　平田文化館 ＴＥＬ６３－５０３０

しまね映画祭ｉｎふらたしまね映画祭ｉｎふらたしまね映画祭ｉｎふらた

第３回
１０月２１日（日）　多伎コミュニティセンター
１０：００～　不都合な真実
１２：３０～　よさこい踊り（平田よさこい踊り実演）
１３：００～　ミラクルバナナ
１５：００～　錦織良成監督と俳優　青山草太（出雲市出身）のトークショー
■料金　１日共通券２，０００円
■プレイガイド　多伎コミュニティセンター、平田文化館 ほか
■おたずね　雲州ふらたシネマステーション　ＴＥＬ６２－０４８５
　　　　　　多伎コミュニティセンター　ＴＥＬ８６－２８５３

しまね映画祭ｉｎいずもしまね映画祭ｉｎいずもしまね映画祭ｉｎいずも

－ エビータ －

撮影：山之上 雅信「名古屋公演より」撮影：山之上 雅信「名古屋公演より」

ビッグハート出雲

和楽器演奏集団
結成５周年記念公演 『心機一転』特別ゲスト：山根　浩（太鼓のおっちゃん）

こ　  ま

独楽
◆と　き　１１月３日（土・祝）　開演１６時（開場１５時３０分）
◆ところ　ビッグハート出雲

今岡美術館

今岡美術館コレクション

小泉智英の描く 山陰の情景日本画展

手銭記念館

秋季展示  花 鳥
「花」や「鳥」を主題や装飾の題材として用いた
絵画、陶磁器、漆器、金工品、５０点あまりを展示。
◆会　期　１１月２６日（月）まで（火曜日休館）
◆観覧料　一般６００円　小・中・高４００円（以下無料）
◆おたずね　手銭記念館　TEL５３－２０００

と　き　１１月１１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　◆ピアノ：重利和徳　◆ヴァイオリン：長坂拓巳
◆曲目：『グリーグ／ピアノ協奏曲 イ短調作品16』ほか

出雲フィルハーモニー

プロムナードコンサート２００７

平成20年度出雲メセナ協会支援事業募集のご案内

※未就学児は入場できません。託児室をご利用ください。

©竹原伸治

奥州安達原 袖萩祭文奥州安達原 袖萩祭文

市民参加部門開催日程

第52回出雲市(中部ブロック)
小中学校連合音楽会

出雲市美術展 ［書道］

出雲市合同いけばな展

第57回出雲短歌大会

出雲市美術展 ［洋画］

多伎町文化祭

文化講演会「老人力とお笑い力」講師：桂 三風

湖陵コミセン文化祭

スサノオごっとこいまつり

スサノオの里芸能大会
スサノオスピリット２００７

10/26(金)

11/2（金）～11/4（日）

11/3(土・祝)・ 11/4(日)

11/3（土・祝）

11/9(金)～11/11(日)

 11/3(土・祝)・ 11/4(日)

11/3（土・祝）

11/3(土・祝)・ 11/4(日)

11/3（土・祝）

9：20～16：00

10：00～17：00

9：00～17：00
（4日は16：00まで）

13：00～16：00

10：00～17：00
（11日は16：00まで）

3日9：00～17：00
4日9：00～16：00

13：30～15：00

9：00～17：00（予定）

9：00～16：00

調整中

出雲市民会館

ビッグハート出雲

出雲体育館

出雲市民会館

縁結び交流館

多伎コミュニティ
センター ほか

湖陵コミュニティ
センター

出雲市役所
佐田支所周辺

スサノオホール

　

無　料

調整中

出
　
　
　

雲

佐
田

湖
陵

多
伎

ふるさとの民芸展

山野草展

民謡大会

油絵グループ たけの子会展

短歌大会

川柳大会

油絵グループ木曜会展

プラタナス・My・コンサート

第13回たいしゃ俳句大会

10/6（土）～10/7（日）

10/13（土）～10/14（日）

10/21（日）

10/26（金）～10/28（日）

10/27（土）

10/28（日）

11/2（金）～11/4（日）

11/3（土・祝）

10/28（日）

10：00～16：00

9：00～17：00

19：00～21：00

9：00～17：00

13：30～16：30

9：00～17：00

9：00～17：00

14：00～16：00

13：10～

 

平田文化館

　

平田学習館

平田文化館

大社文化プレイス
うらら館

　

無　料

　

投句料1,000円

催　　物　　名 と　　き 時　間 ところ 入場料・観覧料 催　　物　　名 と　　き 時　間 ところ 入場料・観覧料会場 会場

平
　
　
　

田

大
社

青山草太 錦織良成

◆会　期　１１月２５日（日）まで
同時開催　◆折紙　情景作品展 １１月１１日（日）まで　◆市内小中学生絵画　秀作展 １１月１２日（月）～１２月２日（日）
開館３周年記念祝賀　　◆と　き　１０月１４日（日）
◆お茶会　三斎流　◆邦楽演奏会　木次則子社中　◆観覧料 一般・大・高校生６００円 小・中学生無料　◆おたずね　今岡美術館 TEL２５－２２３９

ケロポンズ
ファミリーコンサート
ケロポンズ
ファミリーコンサート

と　き １１月２１日（水）
　　　 開演１８時３０分 （開場１８時）
ところ  平田文化館

好評発売中

一般１，０００円（当日１，２００円）　高校生以下５００円（当日７００円）
※３歳未満ひざ上無料

入場料（全席自由）

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、
大社文化プレイスうらら館
ローソンチケット(TEL0570-084-006【Lコード：66026】)

プレイガイド

平田文化館

宝くじ文化公演

保育士・幼稚園教諭などに絶大な人気を得ているケロ
ポンズ！ オリジナルの子ども歌、あそびうた、体操、ミュ
ージックパネルなどで構成される親子で楽しめるステ
ージです。みなさんお誘い合わせの上ご来場ください。

ケロポンズ
ファミリーコンサート

～宝くじ助成により通常料金の半額以下となっています～

＜残りわずか＞

小泉智英「神在月」

広報いずも 2007.9.27 広報いずも2007.9.27 89


