
■と　き／８月９日（土）～９月２８日（日）
　　　　　９時～１７時

〒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。

検 索出雲総合芸術文化祭

出雲市民会館

出雲市民会館

平田文化館

ビッグハート出雲

出雲市民会館

出雲大社

ホテル武志山荘

ビッグハート出雲

平田本陣記念館

14
平田図書館

A席[指定席] 2,000円（当日2,300円）
B席[自由席] 1,500円（当日1,800円）
ユースチケット 500円（前売のみ）

【出雲】出雲市民会館、ビッグハート出雲、アツタ楽器、パラオ、ラピタ本店、
ジャスコ出雲店　【平田】平田文化館、大島屋楽器店　【大社】大社文化プレ
イスうらら館　【斐川】イズミ斐川店　【松江】しまね文化情報コーナー、プ
ラバホール、タカキ楽器店　【雲南】雲南市加茂文化ホール ラメール
ローソンチケット　電話予約 0570-084-006　Lコード 69043

プレイガイド

出雲市民会館・アツタ楽器・大島屋楽器店・しまね文化情報コーナープレイガイド

■と　き／7月21日（月・祝）14時開演（13時開場）
■指　揮／中井章徳　　■ソリスト／福井史枝（ピアノ）
■オール チャイコフスキー プログラム
　ピアノ協奏曲第１番　交響曲第5番 ほか

出雲フィルハーモニー交響楽団
第１０回記念定期演奏会

・一　般／２，０００円（当日２，５００円）　・高校生以下／１，０００円（当日１，２００円）

■と　き／７月12日（土）18時30分開演
　　　　　　　13日（日）13時開演
■出演者／大阪府立淀川工科高等学校吹奏楽部　指揮：丸谷明夫
　　　　　出雲市内中学・高校吹奏楽部（４団体）

おたずね：コンサート事務局の廣原さん（TEL 21ー2655）

出雲メセナ協会支援事業

いずも・神話の郷音楽祭
トップコンサート２００８

※未就学のお子さまの入場はご遠慮いただいております。
　託児室を設けますのでご利用ください。（無料・7月14日㈪までに要予約）
おたずね：芸術文化振興課 TEL21ー6514

おたずね：芸術文化振興課 TEL21ー6514

※未就学のお子さまの入場はご遠慮いただいております。
　託児室を設けますのでご利用ください。（無料・9月26日㈮までに要予約）
おたずね：芸術文化振興課 TEL21ー6514

※ユースチケットは大学生以下が対象です。
　お求めの際には学生証を提示してください。

全席指定６，０００円、
立見５，０００円（＊立見券は指定席完売後に販売します。）
※お一人さま４枚まで

【出雲】出雲市民会館、ジャスコ出雲店、パラオ、ラピタ本店、大社文化プ
レイスうらら館、平田文化館　【松江】しまね文化情報コーナー
ローソンチケット　電話予約0570-084-006　Ｌコード ６９４９５

プレイガイド

■と　き／10月7日（火）
　　　　　 19時開演（18時30分開場）

■と　き／9月7日（日） 17時30分開演（17時開場）
■ところ／出雲大社東神苑特設会場
■奉納券／全席指定 6,800円
※小雨決行

中  孝介
出雲大社夢舞台　出雲大社奉納公演

アコースティックコンサート
in 出雲大社

あたり　　 こ う  す け

出雲市民会館、アツタ楽器、ジャスコ出雲店、ラピタ本店、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
チケットぴあ　電話予約0570-02-9999　Pコード ２９６－０３６
ローソンチケット　電話予約0570-084-006　Lコ－ド ６９３６５

プレイガイド

７月２７日（日）
発売予定

７月12日（土）
発売予定 ■と　き／８月31日（日） 12時開始予定

■入場料／全席自由500円（当日700円）　７月上旬発売開始予定
■プレイガイド／ビッグハート出雲、出雲市芸術文化振興課 他
■おたずね：サウンドフェスタ実行委員会事務局（ライム内）
　　　　　　TEL 23ー6915

サウンドフェスタ 大心路
だ い　し ん　　ろ

入場料（全席自由）

森山俊雄先生米寿お祝い演奏会

一　般：1,000円（当日1,200円）　高校生以下：無　料

平田文化館、しまね文化情報コーナー、プラバホール、大島屋楽器
店、アツタ楽器 他

プレイガイド

■と　き／７月６日（日）　１４時開演（１３時３０分開場）

おたずね ： 平田音楽協会事務局（大島屋楽器店内） TEL 63－3016

プラタナス音楽の贈り物2008

入場料（全席自由）

■と　き／８月３日（日）　15時開会（14時30分開場）
■ところ／３階富士の間

■講　師／謡口　明氏（文教大学教授）
■入場方法／入場整理券が必要です。

　『論語』に述べられている考え方や生き方は、広く東アジアの価
値観として再評価され、儒教ブームとなっています。孔子の人間
観と子どもの教育について、家族および人と人とのあり方につい
て考えてみませんか。

［整理券取り扱い］ ※7月1日（火）から
ホテル武志山荘、出雲市役所本庁総合案内、各支所地域振興課
出雲市役所芸術文化振興課

うたぐち　はじめ

「『論語』に学ぶ家族のあり方」

■と　き／８月１０日（日） 11時 ～、14時30分～（２回公演）
■プログラム／
　第１部：松江の劇団「あしぶえ」と出雲の合唱団「オット・ロヴェスト」による
　　　　　『セロ弾きのゴーシュ』
　第２部：「あしぶえ」とチェリスト・喜久里　誼氏による
　　　　  「ゴーシュ」の舞台裏とチェロの独奏

第６回島根県民文化祭　出雲ステージ

文化講演会
■と　き／７月２０日（日）　■ところ／２階 視聴覚ホール
■入場料／１作品　５００円
　　　　　※75歳以上の方、雲州ふらた映画祭ファミリー会員は無料。
■上映作品／１０時～　隠し砦の三悪人
　　　　　　１３時～　反逆児
　　　　　　１５時２０分～　白い巨塔
■おたずね：雲州ふらたシネマステーション　
　　　　　　TEL080－6322－3883　西尾さんまで

◆参加資格：出雲市民および出雲市出身の方
◆募集部門：子ども部門（小中学生）、一般部門（高校生以上）
◆応募要領（応募は無料）：タイトルをつけること、コマ数：1コマ・4コマ、紙質自由、下
　地は白、A５版～B４版、一人２点以内、未発表作品に限る、８月３１日（日）必着
◆応募先：平野  勲記念館 〒693-0011 出雲市大津町1797
◆おたずね：TEL090－３１７１－４１４３ 安田さんまで

文化庁優秀映画上映会

■と　き／７月１２日（土）～８月３日（日）　9時～17時

■入館料／一般：５００円（４００円）
　　　　　小・中・高生：２００円（１００円）
　　　　　（　）内は２０名以上の団体料金<火曜日休館>
おたずね：平田本陣記念館　TEL62－5090

田中久雄写真展

内藤ルネ展
“ロマンティック”よ、永遠に

第１回 平野  勲 漫画コンクール

写真は語る　昭和の平田

今岡美術館

と　き／8月30日（土）まで（月曜日休館）
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

　ふるさとの海、風、雲を描いて歩んだ大國
章夫画業60年の生涯。最後までアトリエに残
されていた秘蔵作と絶筆作品を一同に展示
し、ご遺徳を偲んで回顧展を開催いたします。

おたずね ： 今岡美術館　TEL ２５－２２３９
【同時開催】OTENKIはうすパッチワーク展（7月20日（日）まで）

大國章夫回顧展
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一　　　般：１,000円（当日１,300円）
高校生以下：500円（当日700円）

ビッグハート出雲、出雲市民会館、出雲市役所総合案内、ラピタ本店、アツタ
楽器　【松江】しまね文化情報コーナー、しいの実シアター
インターネットからもお申し込みいただけます。 http://www.yitf.org

プレイガイド

おたずね ： NPO法人あしぶえ
　　　　　TEL（０８５２）５４－２４００　FAX（０８５２）５４－２４１１

宮中 雲子さん

■応募作品：テーマ「家族」　ホームソングや童謡　など
■応募方法：住所、氏名、年齢、連絡先（TEL）、学生の方は学校名・学年を記入してくださ
　い。歌詞の形式は自由ですが、ふりがなをつけてください。
　※応募作品はひとり１点とし、未発表のものに限ります。
■応募期限：８月５日（火）必着

作品・参加者募集

わたしのうたコンサート歌詞募集

～詩を書く楽しさをおしえてくれたサトウ八チロー～
■と　き：７月19日（土） 19時～21時
■ところ：大社文化プレイスうらら館　ごえんホール　　　
■対　象：一般（中学生以上）
■参加費：1,000円（中高生無料）
■講師：宮中雲子さん（日本童謡協会副会長）

●「作詞ワークショップ」
■と　き：７月20日（日） 10時～12時　■ところ：大社文化プレイスうらら館
■対　象：小学生（５・６年生）　　■参加費：無料

わたしのうたコンサート作詞ワークショップ
宮中雲子講演会

■応募先・おたずね：大社文化プレイスうらら館
　〒699-0711　出雲市大社町杵築南１３３８－９
　TEL：53ー6500　　FAX：53ー2677
※ご応募いただいた個人情報は目的以外には使用いたしません。

◆と こ ろ：今岡美術館　◆申し込み・おたずね：芸術文化振興課（TEL 21－6514）、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今岡美術館（TEL 25－2239）

■と　き：８月２３日（土）　１３時開会（１２時３０分～受付）
■ところ：フローラいずも（出雲市西新町・しまね花の郷 北隣）
■対　象：県内の小中学生（小学生未満も可）　※定員１００人
■参加費：５００円（当日受付にて）
■参加部門：中学生名人の部、小学生名人の部、A・B・C入門クラス
■申し込み・おたずね：
　出雲ジュニア囲碁大会実行委員会事務局
　〒693-0002　出雲市今市町北本町2-1-10
　出雲市芸術文化振興課内　TEL21－6514、FAX21－6517

■と　き：毎月第２・４土曜日の午前中（11月まで）
■ところ：出雲文化伝承館
■対　象：小学校１年生～６年生 10人
■参加費：３，０００円（月）
■指　導：出雲邦楽邦舞連盟・邦舞講師
■申し込み・おたずね：出雲文化伝承館・「こども日本舞踊教室」宛
　　　　　　　　　　 TEL21－2460　FAX21－4165

出雲ジュニア囲碁大会 参加者

「こども日本舞踊教室」参加者

宮　正明絵画ワークショップ・文化座談会参加者
【絵画ワークショップ】
　■テーマ：「わたしの好きなものを描こう」
　■日　時：７月６日（日）１３時～１６時
　■対　象：小学生以上 どなたでも
　　　　　 ５０人程度（要申込。先着順）
　■参加費：５００円
　■講　師：宮　正明さん
　　　　　 （東京藝術大学大学院教授）

【文化座談会】
　■テーマ：「出雲の文化を考える」
　■日　時：７月６日（日）10時～11時30分
　■人　数：４０人程度（要申込。先着順）
　■参加無料
　■座談者：
　　宮　正明さん（東京藝術大学大学院教授）
　　藤間亨さん（出雲文化伝承館名誉館長）
　　森山宗育さん（三斎流家元）
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