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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

出雲ドーム

出雲市民会館

出雲市民会館出雲大社

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

■と　き／９月１３日（土）
　　　　　１７時３０分開演（１６時３０分開場）

トップレベルの演奏・演技を、
この機会にぜひご覧ください。

■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 TEL 21-6514 　

※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㈪までに要予約）
　おたずね：芸術文化振興課 TEL 21-6514

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）

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
【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

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
            　※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、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/
　おたずね：芸術文化振興課 TEL 21-6514

プレイガイド

好評発売中！

好評発売中！

出雲須佐温泉ゆかり館

湯けむり芝居
２００８

中将島の仇返し
～勇源太郎苦心伝～四幕

むらくも座

ＳＳ席７，０００円、Ｓ席６，０００円、
Ａ席５，０００円、Ｂ席３，５００円

９月１３日（土）一般発売

出雲市民会館、ジャスコ出雲店、パラオ、ラピタ本店、ゆめタウン出雲、
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
【ローソンチケット】電話予約0570-084-006《Ｌコード６９８０４》

■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）

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／９月２１日(日)
　昼の部　１２時開演
　夜の部　１８時３０分開演
■入 場 料／昼の部　３，５００円（幕の内弁当、入浴券付）
　　　　　　夜の部　７，０００円（会席料理、お飲み物、入浴券付）
　おたずね：出雲須佐温泉ゆかり館　TEL ８４-０８００

全席指定

好評発売中！

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２１年度助成について、右記のとおり対象と
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２１年１月～１２月
■助成金額／助成対象経費の１／２以内　■応募期限／１０月３１日（金）
■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

絵手紙教室

平成２１年度出雲メセナ協会支援事業募集のご案内

■と　　き／９月２８日（日）まで
■開館時間／９時～１７時（火曜日休館）
■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
おたずね：平田本陣記念館　TEL 62-5090

内藤ルネ展
“ロマンティック”よ、永遠に

©ルネ『ジュニアの日記』
（1960年版）

平田文化館

油絵グループ たけの子会展
■と　　き／９月２６日(金)～２８日(日)
■開館時間／９時～１７時　■入場無料

多伎文化伝習館

出雲文化伝承館

■と　　　　き／９月２３日(火・祝)～２８日(日)
■と こ ろ／出雲文化伝承館　縁結び交流館
テーマ別展示
■と　　　　き／10月1日（水）～11月3日（月・祝）
■と こ ろ／出雲文化伝承館 文化工房
■開 館 時 間／９時～１７時　■観 覧 料／無料

特別展 ふるさと出雲を描く
平野勲の世界
　今年86歳を迎える平野勲氏の代表作をこの機会にぜひ
ご鑑賞ください。

おたずね：多伎文化伝習館　TEL ８６-２６１１

おたずね：出雲文化伝承館　TEL ２１-２４６０

手錢記念館

■と き／１０月２９日（水） 13時～

２００８
大社・能を知る集い
おたずね：手錢記念館 TEL ５３-２０００

スサノオホール

■と　き／9月28日（日） １４時開演（１３時３０分開場）
■入場料／一般1,300円 ( 学生・60歳以上1,000円）
　　　　　小・中学生 800円　※未就学児（6歳未満）無料
当日先着100名様に映画に出てくる「ヤマタノオ○○牛乳」プレゼント

映画「うん、何？」上映会

おたずね：平田文化館　TEL ６３-５０３０

今岡美術館

美しい心描写秀作展 
■と　　き／９月６日（土）～１１月２９日（土）
■開館時間／９時～１７時（月曜日休館）
おたずね：今岡美術館　TEL ２５-２２３９

黙耀会書道展
■と   　き／９月２１日（日）～２３日（火・祝）
■開館時間／９時～１７時（２３日は１６時まで）
■入場無料

※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）TEL ２１-６５１４

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）
■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

好評発売中!

大社文化プレイス うらら館

■と　　き／１０月１７日(金)　18時３０分開演
■立見席／6,500円　■定員／20名
■申込方法／往復はがきに、住所、氏名、電話番号を記入し、下記までお申
                  し込みください。（往復ハガキ1枚で一名様1枚限り）
■申込期限／９月１２日(金)必着
■申込先・おたずね／大社文化プレイスうらら館「沢田研二ライブ立見席」係
                             〒699-0711 出雲市大社町杵築南1338-9　TEL ５３-６５００

（指定席は完売しました）
沢田研二ライブ

坂東三津五郎

おたずね：ＮＰＯ法人スサノオの風  TEL ８４-０８３３

好評発売中!

つど

作品・参加者募集

■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）
　　　　　　　　 　   TEL ２１-６５１４　　　　　　　　　　　　　　　

第７回 いずも音楽コンクール

■と　き／９月１５日（月・祝）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　　

小中学生を対象とした歌舞伎体験教室です。
歌舞伎俳優で人間国宝の澤村田之助先生を講師に招き、歌舞伎のセリフや振
付けを指導してもらいます。

第２回 歌舞伎体験教室のご案内

能の成り立ちについての講義（平成19年度）

持田一穂 書「涵」

出雲メセナ協会支援事業

立見券
発売決定！

 

世界に一枚しかないオリジナルの絵手紙で個人間
通信の温もりや大切さを伝えてみませんか？
■と　　き／９月１２日(金) １０時～１２時
■と こ ろ／出雲文化伝承館　縁結び交流館
■持ってきていただくもの／モチーフとしての野菜か果物
■募集人数／５０名　■参 加 費／７００円
■申込方法／９月５日（金）までにFAXまたは電話でお申し込みください
■申し込み・おたずね：〒693-0054 出雲市浜町５２０ 出雲文化伝承館
　　　　　　　　　　TEL ２１-２４６０／FAX ２１-４１６５
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