
と　き　１月２０日（日）　開演１４時（開場１３時３０分）
ところ　スサノオホール

おたずね ： NPO法人スサノオの風　TEL８４－０８３３
※未就学児は入場できません。

※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・12/25（火）までに要予約）

〒６９３-０００２ 今市町北本町２-１-１０
ＴＥＬ（０８５３）２１－６５１４・ＦＡＸ（０８５３）２１－６５１７
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。

３，０００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、大社文化プレイスうらら
館、ショッピングタウンエル、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（電話予約0570-084-006　【Lコード：６６５８６】）

　NHK「爆笑オンエアバトル第10
回チャンピオン大会セミファイナル
Aブロック」の公開録画を行います。
　今年度40回に及ぶ闘いに参加し
た若手お笑い芸人たちの頂点を決める第10回チャンピオン大会
のセミファイナル大会。オンエア回数4回以上、かつ高得点を獲得
してきた強豪20組がA・Bブロックに分かれて激突し、それぞれ勝
ち上がった10組だけがファイナル（決勝）への切符を手にします。

と　　き／2月2日（土）　開演17時（予定）
と こ ろ／出雲市民会館
入場申し込み／入場無料（ただし入場整理券が必要です）
　　　　　　　往復はがきに、郵便番号・住所・氏名・年齢・性別・電話番号を明記して、
　　　　　　　〒690-8601 NHK松江放送局「爆笑オンエアバトル」係まで
　　　　　　　お申し込みください。
　　　　　　　応募多数の場合は抽選のうえ入場整理券（1枚で1人入場可）を送ります。
　　　　　　　　なお、応募者の中から200人の方に審査員をお願いします。
申込期限／1月8日（火）必着
　　　　　※当落の結果の発送は1月22日（火）ごろの予定です。
おたずね／芸術文化振興課（TEL21ー6514 平日 午前8時30分～午後5時00分）
　　　　　NHK松江放送局「爆笑オンエアバトル」係 TEL0852-32-0712　
　　　　　（平日 午前10時00分～午後6時00分）

と　き ： 1月6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
出演者
◆　 筝 　 ／板倉佳苗・福田寿美子
◆ピ ア ノ／望月美希・今岡美保、奥村志帆
◆フルート／柳楽智史
◆サクソフォン／石飛清司
◆声　　 楽／絹川千尋、岡　千夏、金築礼子
◆ゲ ス ト／小山哲久（マリンバ）

ご応募の際いただいた個人情報は、抽選結果のご連絡に使用させていただくほか、
NHKでは、受信料のお願いに使用させていただくことがあります。

プレイガイド

平田文化館

検 索出雲総合芸術文化祭

スサノオホール

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　き　３月２日（日）
ところ　大社文化プレイス
　　　　うらら館

演　目　・昼の部 「近頃河原の達引」四条河原の段・堀越猿回しの段
　　　　　　　  　「義経千本桜」道行初音旅
　　　　  ・夜の部 「伊達娘恋緋鹿子」火の見櫓の段
　　　　　　　   「生写朝顔話」明石船別れの段・宿屋の段・大井川の段

１２月１５日（土）発売予定

一 　 　般 ： 1,000円（当日1,200円）
高校生以下 ： 500円（当日600円）

入場料（全席自由）

ビッグハート出雲、パラオ、ラピタ本店、ジャスコ出雲店、楽器のアツ
タ、出雲市民会館、大社文化プレイスうらら館、平田文化館

プレイガイド

好評発売中

ゆかり館、吉田商店、鎌田商店、NPO法人スサノオの風、出雲市民会
館、ビッグハート出雲、楽器のアツタ、パラオインフォメーション、大社
文化プレイスうらら館、大島屋楽器店、しまね文化情報コーナー（島
根県民会館内）

プレイガイド

文楽 人形浄瑠璃

　『音楽の絵本』とは、ズーラシアンブラスをはじめ、動物たちが活躍する
本格的なクラシックコンサートです。前半は、美しい楽器の音色を楽しみ、
後半は、吹いている曲が違う曲になったり、居眠りしたり、ケンカしたり、時
には手品をしたり…とにかく楽しいコンサートです。

親子のためのコンサート『音楽の絵本』

■と　き　２月１０日（日）  開演１４時（開場１３時３０分）
■ところ　平田文化館

　市民の皆さんが企画実践する教育文化活動または社会貢献活動に対
して奨励金を交付し、21世紀を担う人材の育成を図ります。
●対象活動／①教育文化活動（芸術文化、伝統芸能、科学など）
　　　　　　②社会貢献活動（ボランティア、環境保護など）
　　　　　　③その他ユニークな活動
●対象期間／平成20年3月31日までに実施
●奨励金の額／１団体あたり10万円
●申込期限／12月25日（火）
●申し込み／実施要項、申請書などは芸術文化振興課にあります。
　　　　　　必要事項を記入して芸術文化振興課へ提出してください。
●おたずね／芸術文化振興課 TEL２１－６５１４

と　き：１２月２４日（月・替休）　開演１４時（開場１３時３０分）
ところ：フローラいずも
出　演：高見美由紀（クラリネット）、秋本久美（ピアノ）、
　　　 河南中学校吹奏楽部
【ゲスト】若代孝三（クラリネット）
　　　　山上綾華（フルート）

フローラいずも

「フローラル・コンサート」
音楽の花束をあなたに・・・

平成19年度 出雲市21世紀文化活動
奨励事業の募集
平成19年度 出雲市21世紀文化活動
奨励事業の募集

－サウンド・クロスのライブで踊ろう♪－

須川展也 サクソフォン・リサイタル

好評発売中

好評発売中

一般１，５００円　高校生以下１，０００円

助成／㈶地域創造、文化庁「文化芸術による創造のまち」支援事業

入場料（全席自由）

一　　般 ： １，５００円（当日１，７００円）
高校生以下 ： ８００円（当日１，０００円）
～（財）三井住友海上文化財団の助成により
　低料金となっています～

入場料（全席自由）

おたずね：平田文化館 ＴＥＬ６３－５０３０

平田文化館、出雲市民会館、パラオ、ラピタ本店、大社文化プレイスうらら館、
ゆめタウン斐川、しまね文化情報コーナー（島根県民会館内）

プレイガイド

一　　　般　２，０００円（当日２，３００円）
高校生以下　１，０００円（当日１，３００円）
※３歳未満のお子様は、膝上無料
※託児をご希望の方は、事前にご連絡ください

入場料（全席自由）

おたずね ： フローラいずも TEL２４－９８５７

フローラいずも、出雲市民会館、ビッグハート出雲、平田文化館、楽器
のアツタ、パラオ、大社文化プレイスうらら館、ラピタ本店

プレイガイド

大人１，０００円（当日１，２００円）
高校生以下５００円（当日６００円）

入場料（全席自由）

ビッグハート出雲

ビッグハート出雲

出雲市民会館

と　き　１月１２日（土）
　　　　開演15時（開場14時30分）
ところ　ビッグハート出雲　白のホール

メンバーによるアンサンブル演奏会
シエナ・ウィンド・オーケストラ

市民参加部門 開催日程

出雲市美術展 ［日本画］

出雲市美術展 ［写真］

第24回出雲市民合唱祭

クリスマス・チャリティ・コンサート

マルタwithジャズフレンド
フューチャリング熱田修二

出雲文化伝承館
縁結び交流館

ビッグハート出雲

平田文化館

うらら館

11月30日㈮～12月2日㈰

11月30日㈮～12月2日㈰

12月2日㈰

12月24日（月・替休）

12月2日㈰

9:00～17:00

9:00～17:00

13:00～17:00

14:00～16:30

18:30　開演

（2日は16:00まで）

（2日は16:00まで）

無　料

無　料

出
　

雲

平
田
大
社

催　　物　　名 と　　き 時　間 ところ 入場料・観覧料

一般：500円
高校生以下：無料

一般：3,000円
音楽協会会員：1,500円
高校生以下：1,000円

会場

大社文化プレイス うらら館

第6回いずも新春コンサート

出雲市民会館リニューアル記念募集
参加者
募集

ビッグハート出雲、出雲市芸術文化振興課
プレイガイド

※市内 中・高生との合同演奏もあります。

チケット発売日
１２月１日（土）

縁結び交流館

新春ダンスパーティー

と　き ： １月２０日（日）　開演１３時（受付１２時～）
ところ ： 縁結び交流館（出雲文化伝承館隣り）

おたずね ： 出雲市芸術文化振興課　TEL２１－６５１４
　　　　   出雲文化伝承館　TEL２１－２４６０

市役所本庁受付、出雲文化伝承館、パルメイト出雲 ほか
プレイガイド

入場料（軽食・ドリンク付）／１，５００円（当日券２，０００円）

出雲文化伝承館

陶芸教室（全2回）
1回目（形作り・直し）10時～15時
2回目（釉薬掛け）10時～12時
◆12月コース（申し込み受付中）
　12月1日（土）、12月15日（土）
◆2月コース（申込締切1月15日（火））
　2月2日（土）、2月16日（土）
対 象 者 ： 一般（高校生以上）
募集人数 ： 15名
参 加 費 ： 2,000円
講　　師 ： 糸賀正和さん

そばうち教室
1月27日（日）、
2月10日（日）、
2月24日（日）
①9時30分～11時30分
②11時～13時
申込締切 ： 1月15日（火）
対 象 者 ： 小学4年生以上
募集人数 ： 各回先着12名
参 加 費 ： 1,000円
講　　師 ： 深石正人さん

エプロンとタオルを持参してください。
おたずね ： 出雲文化伝承館 TEL２１－２４６０

出雲民藝館

出雲民藝館 秋の特別展

●と　　き／１２月１５日（土）まで
●開館時間／９時～１７時（月曜休館）
●入 館 料／大人500円、小中学生100円、団体(10名以上)400円
●展示内容／暮らしの器の展示～山野にある、アケビ・イタヤ・ヤマブドウ・　
　　　　　　竹・藤・柳などの植物繊維を使った篭の類～
●ところ・おたずね／出雲民藝館（知井宮町628、TEL22-6397）

―日本の手技 編組の仕事― 「くらしの笊篭展」
て わ ざ あみくみ ざる かご

高見 美由紀 秋本 久美
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