
■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

出雲ドーム

出雲市民会館

ビッグハート出雲

出雲市民会館

出雲大社

ビッグハート出雲

平田本陣記念館

14

・大　人　１，８００円（当日２，０００円）
・小学生～高校生　８００円（当日１，０００円）

アツタ楽器、ジャスコ出雲店、パラオインフォメーション、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、出雲市役所芸術文化振興課・各支所、イ
ズミ斐川店、しまね文化情報コーナー（島根県民会館内）

■と　き／９月１３日（土）
　　　　　１７時３０分開演（１６時３０分開場）
■ところ／出雲ドーム
■出場団体
○特別ゲスト
　箕面自由学園高等学校
　吹奏楽部・チアリーダー部
　GOLDEN BEARS

第１７回
「出雲ドーム2000人の吹奏楽」
～ ドーム発！ みんなで奏でる2000のエール ～

助成：芸術文化振興基金ごうぎん島根文化振興財団
※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

※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・11月10日（月）までに要予約〕

※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18日㈭までに要予約）
　おたずね： 出雲芸術アカデミー事務局（芸術文化振興課内）TEL２１－６５１４

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

ライブ入場料／全席自由５００円（当日７００円）

出雲市民会館、ジャスコ出雲店、パラオ、ラピタ本店、アツ
タ楽器、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　電話予約0570-084-006　Ｌコード ６９４９５

プレイガイド

ビッグハート出雲、出雲市芸術文化振興課　ほかプレイガイド

プレイガイド

■と　き／10月7日（火）
　　　　　　19時開演（18時30分開場）
■ところ／出雲市民会館 大ホール

■と　き／9月7日（日） 17時30分開演（17時開場）
■ところ／出雲大社神苑特設会場
■奉納券／全席指定 6,800円　※雨天決行・荒天中止

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

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
楽天チケット　http://ticket.rakuten.co.jp/

プレイガイド

好評発売中！

好評発売中！

好評発売中！

サウンドフェスタ 大心路
だ い　し ん　　ろ

■と　き／８月１０日（日） 11時 ～、14時30分～（２回公演）
■ところ／ビッグハート出雲 白のホール
■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

出雲文化伝承館

■と　き／7月31日(木)～8月10日(日)（月曜日休館）
■ところ／出雲文化伝承館　縁結び交流館
■観覧料／２００円　高校生以下無料

槇原碧雲 書展夏季特別展

■と　き／8月17日（日）まで（月曜日休館）
■ところ／出雲文化伝承館

■観覧料／一般３００円(20名以上の団体は２割引き)
　　　　　※高校生以下無料　※お抹茶とのセット券６００円

■おもな出品作家／
≪日本画≫雲谷派、狩野永雲、多胡逸斎、横山黄仲祥、田能村直入、堀江有声、
　　　　　木佐平疇、小豆澤禮　ほか
≪洋　画≫草光信成、矢田清四郎、栁瀬俊雄、小川伝四郎、矢田安史郎、
　　　　　春日為義、大國章夫、有馬侃　ほか
≪彫　刻≫荒川亀斎、大野明山、木村威夫、奈良昇雲

　出雲ゆかりの物故作家を中心に、当館収蔵の洋画、日本画、彫刻などの優
品を展示します。

　平成4年に90歳で没した槇原碧雲の没後17年にあたり、その書業を
紹介します。

収蔵作品展－郷土ゆかりの作家を中心に－

ホテル武志山荘

　『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］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」文化講演会

■と　き：平成２１年１月１１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３０日（火）必着
■申し込み・おたずね：いずも新春コンサート実行委員会事務局（芸術文化振興課内）
　　　　　　　　　　TEL２１－６５１４

■と　き／８月３日（日）まで　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７回 いずも新春コンサート

写真は語る　昭和の平田

大社文化プレイス うらら館

■と　き／９月２８日（日）１４時開演（１３時３０分開場）
■ところ／大社文化プレイスうらら館だんだんホール
■チケット／大人　１，０００円（当日１，２００円）
　　　　　　高校生以下　５００円（当日６００円）

出雲芸術アカデミー音楽院講師による
アカデミック・リサイタル
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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、しまね文化情報コーナー（島根県民会館内）、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

■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
■申し込み・おたずね：大社文化プレイス うらら館
　　　　　　　　　　TEL５３－６５００、FAX５３－２６７７

作品・参加者募集

わたしのうたコンサート歌詞募集

■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、クラス戦の部
■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（芸術文化振興課内）
　　　　　　　　　 TEL21－6514

■と　き：１１月１６日（日）　　■ところ：ビッグハート出雲
■参加資格：県内小学校児童・中学校生徒
■開催部門：①小学校歌唱の部　②中学校歌唱の部　③小・中学校弦楽器の部
　　　　　  （小・中学校で１部門）
■参加料：独唱・独奏　１人１，０００円、　重唱・重奏　１人５００円　　
■申込期限：１０月９日（木）必着
■申し込み・おたずね：いずも音楽コンクール実行委員会（芸術文化振興課内）
　　　　　　　　　　TEL２１－６５１４

出雲ジュニア囲碁大会 参加者

第７回 いずも音楽コンクール

　小中学生を対象とした歌舞伎体験教室です。プロの歌舞伎俳優であ
る中村雁乃助氏を講師に招き、歌舞伎の振付け指導や衣装の着付け・
化粧などを体験します。
■と　き：８月２４日（日）　１０時～１５時
■ところ：大社文化プレイスうらら館 だんだんホール
■参加費：無　料
■申し込み・おたずね：芸術文化振興課 TEL２１－６５１４

“かぶき”であそぼう！

ＳＳ席７，０００円、Ｓ席６，０００円、
Ａ席５，０００円、Ｂ席３，５００円

■先行予約（郵便振替申込）：８月１１日（月）～２２日（金）
■プレイガイド発売：９月１３日（土）～

出雲市民会館、大社文化プレイスうらら館 ほか

■と　き／１１月１９日（水）　※２回公演
　　　　　【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 大ホール

演　目：一、新皿屋舗月雨暈 魚屋宗五郎　二、銘作左小刀 京人形
出　演：坂東三津五郎、中村芝雀、坂東秀調、坂東亀寿、坂東巳之助、
　　　   片岡市蔵、市村萬次郎、坂東彦三郎  他

第19回出雲阿国歌舞伎

松竹大歌舞伎

プレイガイド

■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。

■ところ／ビッグハート出雲
■と　き／８月31日（日） 12時開始

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

ショップコーナーも同時開催！
（出雲農林高校チャレンジショップ、なかよし、ぽてとはうす、ぽんぽん船、まるべりー斐川）

入場料（全席指定）

チケット先行予約の受付を行います！！
　お近くの郵便局より備え付けの青色の振替用紙を
ご利用のうえ、下記のとおり代金の振込みをお済ませ
ください。なお、振込手数料は各自でご負担ください。

◇振替口座番号：０１３２０－２－３１８８５
◇加入者名：出雲総合芸術文化祭実行委員会
◇振込金額：チケット代金×枚数＋手数料５００円の合計金額
　（例：S席２枚申込→６，０００円×２枚＋５００円＝１２，５００円）
◇振込期限：８／２２（金）消印有効
◇振替用紙の通信欄に必ず「１１／１９　松竹大歌舞伎　昼・夜公演の別および
　席種○席○枚希望」とチケット明細をご記入ください。
◇申込者の住所・郵便番号・氏名・電話番号（携帯も可）を必ず記入してください。

◇チケットは郵送にてプレイガイド発売以降の昼間にお届け致します。
◇お席の場所は指定できません。
◇先行予約のお申込が予定枚数をオーバーした場合は抽選により決定し、結果
　はプレイガイド発売までにお知らせします。なお、抽選に漏れた方へのご返金
　は、手数料５００円を差し引いたチケット代のみとさせていただきますのでご了
　承ください。
◇申込後のチケットのキャンセル・払戻し・変更などは一切受付致しません。

７月２７日（日）
発売

8月1日（金）
発売

おたずね：出雲文化伝承館　TEL２１－２４６０
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