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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。

検 索出雲総合芸術文化祭

スサノオホール

ビッグハート出雲

縁結び交流館

出雲市民会館

市民参加部門 開催日程
催　　事　　名 と　き 時　間 ところ 入場料・観覧料会場

2月2日(土)
  3日(日)

3月14日（金)～
　16日(日)

10:00～17:00 ビッグハート
出雲

無　料
縁結び
交流館

10:00～17:00
（16日は16:00まで）

3月23日（日）
24日（月）

2月17日(日)

平田文化館

旧JR大社駅
駅舎

9:00～17:00

17:30～

池坊いけばな展

サウンドライブしまねｉｎ大社

無　料

2，000円

出
　

雲

催　　事　　名 と　き 時　間 ところ 入場料・観覧料会場

平
田
大
社

大社文化プレイス うらら館

大社文化プレイス うらら館

縁結び交流館

出雲市小中学校
造形作品展
・出雲市美術展「工芸展」
・公募展優秀作品展

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】）

プレイガイド

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） ※2回公演
ところ　大社文化プレイスうらら館

●託児が必要な場合は２月２１日（木）までに要予約（無料）

・昼の部 「近頃河原の達引」四条河原の段・堀川猿回しの段
　　　  「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

好評発売中

文楽 「人形浄瑠璃」

出雲市美術展「第９回工芸展」作品募集！

と　き／３月２日（日）
内　容／●当日投句（９時～１１時）
　　　　　投句料：２句１組１，０００円  １人１組まで
　　　　　※雑詠・未発表のもの
　　　　●講演、選者選評、表彰（１４時～１６時１５分）

第５回 原石鼎のふるさと出雲
　　　俳句大会・俳画展

■会場・会期
　《出雲会場》…３月５日(水)～９日(日) ９時～17時（9日は16時まで）
　　　　　　　出雲文化伝承館　縁結び交流館
■入場料／無料
■内　容／テーマ：「私の好きな出雲市・米子市・津山市」
　　　　　各市４０点ずつ、計１２０点の作品を展示します。

芸術文化交流都市連携事業 協約締結10周年記念

（出雲市・米子市・津山市）三市交流 写真展

俳句大会

と　き／３月１日（土）・２日（日）  ９時～１７時

火事装束（江戸時代）

草光信成「花籠」

俳 画 展

昼の部   開演１４時
夜の部   開演１9時

演　目

4，０００円入場料（全席指定）

渡辺真知子コンサート 鷗３０～海からのメッセージ～
えびす・だいこく交流事業

大奥、そこは女の牢獄・・・

好評発売中

おたずね ： 大社文化プレイスうらら館　ＴＥＬ５３－６５００
　※未就学児は入場できません。  

大社文化プレイスうらら館、ショッピングタウンエ
ル、ビッグハート出雲、楽器のアツタ、パラオ、ラピタ
本店、今井書店出雲店、ゆめタウン斐川、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

と　き／３月８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

一　般／１，５００円（当日１，７００円）
高校生以下／８００円（当日１，０００円）

ピアノ：白石光隆 サクソフォン：田中靖人

入場料（全席自由）

ホッとやすらぎコンサート

アンドリュー・ワットコレクション
１００年前の未来画展

好評発売中

おたずね ： NPO法人スサノオの風　TEL ８４－０８３３

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、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）、楽
器のアツタ、大島屋楽器店、島根楽器センター、パラオインフォメーション

プレイガイド

と　き／３月９日（日） 開演１４時（開場１３時３０分）
ところ／スサノオホール

メセナ協会支援事業

　今からおよそ100年前、かつての人々が今の時代をどのよう
に描いていたのか、新しいものと古いものが愉快なコンビネー
ションを作り上げる奇想天外な未来画の数々を、その当時の欧米
諸国の雑誌や広告物の中から紹介します。

と　き／２月１６日（土）～４月６日（日）
　　　　開館時間 ９時～１７時
　　　　（火曜日休館）
ところ／平田本陣記念館
入館料／
　一　　般　５００円（４００円）
　高校生以下　２００円（１００円）
　（ ）内は20名以上の団体料金
おたずね／平田本陣記念館
　　　　　TEL ６２－５０９０

地元ゆかりの
日展帝展作家展
と　き／２月２４日（日）まで　
　　　　開館時間 ９時～１７時（月曜日休館）
ところ／今岡美術館
入館料／一　　　般　６００円（５００円）
　　　　中学生以下　無料
　　　　（　）内は20名以上の団体料金
おたずね／今岡美術館 TEL ２５－２２３９

おたずね／出雲商工会議所商工振興課 TEL ２５－３７０８

おたずね／芸術文化交流都市連携事業推進委員会事務局（芸術文化振興課内）
　　　　　TEL 21-6514・FAX 21-6517

むかしのくらし

平成１９年度
オペラ・ワークショップ

と　き／３月２４日(月)まで
　　　　開館時間 ９時～１６時３０分（火曜日休館）
ところ／手銭記念館
入館料／一　　　　般　６００円（５００円）
　　　　小・中・高校生　４００円（３００円）
　　　　（　）内は20名以上の団体料金
おたずね／手銭記念館 TEL ５３-２０００

●教養講座
　マエストロ中井章徳が毎回ゲストを迎えて、楽しくオペラを説き明かします。
　■と　き／
　　第１回　２月  ３日（日）１９時～２１時　「イタリアオペラの神髄」
　　第２回　２月１７日（日）１９時～２１時　「島根からみた日本と西洋のオペラ」
　　第３回　３月２３日（日）１９時～２１時　「『蝶々夫人』秘話」
　■ところ／
　　会　場／出雲交流会館（出雲市今市町北本町、今市小学校北）
　■講　師／中井章徳（出雲芸術アカデミー芸術監督）
　■定　員／５０名
　■受講料／無料
●合唱講座（全３回）
　■とき・ところ／
　　第１回　２月１７日（日）１４時～１６時　大社文化プレイスうらら館
　　第２回　３月  ２日（日）１４時～１６時　ビッグハート出雲
　　第３回　３月１６日（日）１４時～１６時　出雲市民会館
　■講　師／岡部申之（くらしき作陽大学教授）
　■対　象／合唱経験者、または興味があり楽譜が読める方
　■定　員／４０名
　■受講料／3,000円（別途テキスト代が必要）
●シンポジウム
　■と　き／３月２９日（土）１３時～１６時（予定）
　■ところ／ビッグハート出雲　白のホール
　■パネリスト／福島明也（声楽家）　岩田達宗（演出家）
　　　　　　　 武井貞善（藤沢市芸術文化振興財団事務局長）
　　　　　　　 米山道雄（出雲芸術アカデミー学長）
　■入場料／無料

おたずね／芸術文化振興課　TEL ２１－６５１４
■と　　 き／３月１４日(金)～１６日(日)
　　　　　　 １０時～１７時（最終日の１６日は１６時まで）
■と こ ろ／出雲文化伝承館　縁結び交流館
■出品規格／陶磁、染織、漆、金属、木竹、硝子、七宝、革、その他工芸品として認
　　　　　　められるもので、自作のもの。（地域の文化祭など、審査のない作
　　　　　　品展へ出品されたものも出品可。）なお、特別な展示を要するもの
　　　　　　や取り扱い管理が極端に困難なものは除きます。
■出品点数／１人１点（組）（「シリーズ茶碗３点セット」など関連性のある組み合
　　　　　　わせは１組とします。）
■出 品 料／５００円

■申込方法／申込用紙を、芸術文化振興課、各地区コミュニティセンター、各支
　　　　　　所地域振興課へ提出してください。
■申込期限／２月１５日(金)
■お 願 い／作品の搬入・搬出は、出品者で行ってください。出品作品は壊れや
　　　　　　すく場所も要するため、芸術文化振興課での保管・返却は一切行
　　　　　　いません。なお、不慮の事故による破損については責任を負いか
　　　　　　ねますのでご注意ください。
■おたずね・申込先／芸術文化振興課
　　　　　　　　　 〒693-0002　出雲市今市町北本町２－１－１０
　　　　　　　　　 ＴＥＬ ２１－６５１４・ＦＡＸ ２１－６５１７

ＳＳ席／１２，０００円　Ｓ席／１０，０００円　Ａ席／８，０００円
入場料（全席指定）

舞台『大奥』

２月１６日（土）
チケット発売予定

※未就学児の入場はご遠慮ください。託児室をご利用ください。
●託児が必要な場合は5月1日（木）までに要予約（無料）

出雲市民会館、ラピタ本店、パラオ、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（TEL0570－084－006【Ｌコード：゙67308】） ほか

プレイガイド

と　き　５月２２日（木）
　　　　※2回公演

ところ　出雲市民会館

　出雲市・米子市・津山市の三市は、平成１０年に「芸術文化交流都市の連携
に関する三市協約」を締結しており、平成１１年度から芸術文化の交流事業
を行っておりますのでぜひご来場ください。

平田本陣記念館

今岡美術館

手銭記念館

テレビドラマのイメージその
ままに、待望の「大奥」舞台化！
目前で展開される豪華絢爛の
歴史絵巻！
《出演》
浅野ゆう子、安達祐実、中山忍、
金子昇、松尾れい子、鷲尾真知子、
山口香緒里、久保田麿希、
羽場裕一、江波杏子 ほか

募集
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