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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

出雲市民会館 出雲市民会館

出雲市民会館

出雲市民会館

出雲文化伝承館

14

・指定席 2，0００円（当日2，3００円）
・自由席 1,500円（当日1,800円）
・ユースチケット ５００円（自由席-前売りのみ）大学生以下の学生が対象です

※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）

ＳＳ席７，０００円、Ｓ席６，０００円、
Ａ席５，０００円、Ｂ席３，５００円

好評発売中！

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】14時開演（13時30分開場）
　　　　【夜の部】18時開演（17時30分開場）

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

※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・10月31日㈮までに要予約）

チケットプレゼント

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、平田文化館、大島屋楽器店、大社文化プレイスうらら館、イ
ズミ斐川店、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 61582》

高校生以下の方、抽選で２００名さまを無料でご招待！
希望の方はハガキ、FAX、メールのいずれかに①住所、②氏名、③学校
名、④電話番号、⑤「出雲フィルハーモニープロムナードコンサート
2008チケット希望」と書き、『出雲芸術アカデミー事務局』まで。（10
月20日（月）必着）

プレイガイド

※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・１２月２６日（金）までに要予約）

出雲市民会館、アツタ楽器、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 ６１７２６》

プレイガイド全席指定

Ｓ席５，5００円、Ａ席４，5００円、Ｂ席３，０００円全席指定

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

平成２１年度出雲メセナ協会支援事業募集のご案内

■と　　き／10月18日（土）～11月24日（月・振休）
■開館時間／9時～17時（月曜日休館）
■入 館 料／一般500円（400円）
　　　　　　高校生以下無料
　　　　　　お茶とのセット券 800円
                  （　）内は20人以上の団体料金

■と　　き／11月16日（日）　13時30分～
■と こ ろ／出雲文化伝承館　文化工房
■講　 師／永田生慈〔葛飾北斎美術館館長・墨田区北斎館(仮称)
　　　　　　施設整備推進監〕「肉筆美人画の変遷」
■入 場 料／無料

おたずね：出雲文化伝承館　TEL 21-2460

秋の
特別展 ～江戸300年　憧れの美人たち～

日本女性の美の変遷

■と 　 き／11月28日（金） 18時15分開演（17時30分開場）
■出　　演／司会）滑川和男アナウンサー、伍代夏子
　　　　　　ゲスト）早坂光枝、梅若朝　ほか
■入 場 料／入場無料（ただし入場整理券が必要です）
■申込方法／往復はがきの往信裏面に、郵便番号・住所・名前・電話番号

を、返信表面に、郵便番号、住所、名前を記入して申し込み
ください。
【あて先】〒693-0002 出雲市今市町北本町2-1-10　　　　
　　　　　出雲市芸術文化振興課「それいけ！民謡うた祭り」係
※応募多数の場合は抽選のうえ入場整理券（１枚で２名入場可）を送ります。
※1歳以上のお子さまから入場整理券が必要です。

■申込期限／11月10日（月）必着

■と　き／１１月９日（日）　１４時開演（１３時開場）
◆指揮：中井章徳
◆曲目：『トロンボーン小協奏曲 変ホ長調 作品4』
スペイン奇想曲作品34 バレエ音楽「三角帽子」から第1＆第2組曲 ほか

出雲フィルハーモニー交響楽団
プロムナードコンサート2008

「それいけ！民謡うた祭り」NHK公開録画

西本智実＆大阪フィルハーモニー交響楽団
     New Year Concert in Izumo

　蟹を終生の画題に、独自の画境を築い
た安喰虎雄の世界を紹介します。

　館蔵品の中から優れた絵画、屏風を展示します。

　今、最も人気のある指揮者 西本智実。関西
屈指の大阪フィルハーモニー交響楽団との
ニューイヤーコンサートをお楽しみください。

公演前に行われるリハーサルの一部を公開します。参加ご希望の方は、
事前に申し込みください。（出雲芸術アカデミー芸術監督　中井章徳さ
んによる曲目解説などもあります。お楽しみに。）

坂東三津五郎
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今岡美術館

美しい心描写秀作展 
■と　　き／11月29日（土）まで　
■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

好評発売中!

１０月１１日（土）発売開始！

参加者募集

各地域 開催日程

■と　   き／11月16日（日）13時～（受付12時～）
■と こ ろ／パルメイト出雲
■参 加 料／500円（当日受付にて）
■対　　象／県内の小中学生 ※定員100名
■部　　門／小学生低学年の部（1～3年生）、小学生高学年の部（4～6年生）、

中学生の部
■参加申込／電話または所定の参加申込書で受け付けます。
　　　　　　※参加予定人数に満たない場合は、当日申し込み可。
■申込期限／11月7日（金）
■申し込み・おたずね：日本将棋連盟出雲支部 幹事長 小村 TEL21-0262

第４回出雲ジュニア将棋大会

出雲メセナ協会支援事業

♪リハーサルを公開します!!♪

◇と　　き：1月15日（木）　16時～予定（1時間30分程度）
◇と こ ろ：出雲市民会館　◇参加料：無料　
◇人　　数：100名程度（申込多数の場合は抽選）
◇申込方法：ハガキまたはＦＡＸに、①郵便番号、②住所、③氏名、④電話番号、
                ⑤参加希望人数を記入のうえ、申し込みください。
                【あて先】〒693-0002　出雲市今市町北本町2-1-10　芸術文化振興課　
                           「ニューイヤーコンサート公開リハーサル」係
◇申込期限：12月1日（月）

おたずね：ＮＨＫ松江放送局  TEL 0852-32-0712
　　　　 芸術文化振興課 TEL 21-6514

　伝統的な民謡に加え、ふるさとの唄、郷土芸能などで、日本の伝統
音楽を再発見する番組の公開録画が行われます。

　常に人間をテーマに画を追及してきた、平田町出身の洋画
家 多納三勢の姿勢を1970年代から現在に至る作品を通し
て観ていきます。

記念講演会

平田本陣記念館

■と　　き／10月11日（土）～11月30日（日）
■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）
　　　　　　（　）は20人以上の団体料金
おたずね：平田本陣記念館　TEL 63-5030

平田本陣記念館開館20周年記念
多納三勢展～人間の風景

　 これまでと今～

　作家の渡辺淳一氏に、前向きな人生への
応援メッセージと、「神在月出雲」の文化・観
光について語っていただきます。

大社文化プレイスうらら館

■と　　き／11月8日（土） 開演13時（開場12時30分）
■と こ ろ／だんだんホール
■入 場 料／無料（要整理券）
■整理券取り扱い／大社文化プレイスうらら館、出雲市立図書館、
　　　　　　　　　出雲市役所本庁総合案内、各支所地域振興課

渡辺淳一講演会

出雲文化伝承館

■と　　き／11月12日(水)～11月24日(月・振休)
■開館時間／９時～17時（月曜日休館）
■と こ ろ／出雲文化伝承館　縁結び交流館
■入 館 料／一般：300円（240円）　高校生以下無料
　　　　　　（　）内は20人以上の団体料金
おたずね：出雲文化伝承館　TEL 21-2460

安喰虎雄
      遺作展

第一部　渡辺淳一氏講演会「熟年革命」
第二部　てい談　テーマ「神在月出雲の文化観光について」
　　　　出演／渡辺淳一氏、園山明生子さん、
                     西尾理弘 出雲市長

会場
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催事名
出雲市中部ブロック小中学校連合音楽会

出雲市美術展 ［書道］

出雲市合同いけばな展

第58回　出雲短歌会

第24回 平田美術展

ふるさとの民芸展

池坊・小原流合同いけばな展

山野草展

出雲市東部ブロック小中学校連合音楽会

第２回　神在月シンポジウム　神奈備山の謎

短歌大会

10／31㈮

10／31㈮～11／2㈰

11／ 2㈰・3日（月・祝）

11／ 3（月・祝）

10／ 2㈭～5㈰

10／ 4㈯・5㈰

10／ 5㈰・6㈪

10／ 11㈯・12㈰

10／ 17㈮

10／ 18㈯

10／ 25㈯

出雲市民会館 大ホール

ビッグハート出雲 アートギャラリー

出雲体育館　大ホール

出雲市民会館 301会議室

平田本陣記念館

平田文化館

平田文化館

平田文化館

平田文化館

平田学習館

平田学習館

無料

無料

無料

観覧無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

と　き ところ 入場料・観覧料 会場
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催事名
川柳大会

ひらた吹奏楽団　第14回演奏会

民謡大会

混声合唱団クリスタルコール平田　第14回定期演奏会

スサノオの里芸能まつり・スサノオスピリット2008

スサノオごっとこいまつり

多伎町文化祭

第14回たいしゃ俳句大会

出雲市西部ブロック小中学校連合音楽会

10／ 26㈰

11／ 2㈰

11／ 3（月・祝）

11／ 9㈰

１１／３（月・祝）

11／ 3（月・祝）

11／ 2㈰・3（月・祝）

 
11／ 3（月・祝）

10／ 26㈰

10／ 29㈬

平田文化館

平田文化館

平田文化館

平田文化館

スサノオホール

出雲市役所　佐田支所周辺

多伎コミュニティセンター 他

  
湖陵コミュニティセンター

大社文化プレイスうらら館

大社文化プレイスうらら館

無料

無料

入場料：500円

無料

無料

無料

無料

投句料 1,000円

無料

と　き ところ 入場料・観覧料

　肉筆美人画や化粧道具、髪道具などを展
示して、江戸時代300年の女性美の変遷を
紹介します。

■と　き／1月15日（木） 19時開演（18時15分開場）
■予定プログラム／喜歌劇「こうもり」序曲、
　バレエ組曲「火の鳥」（1919年版）ほか

ご応募の際にいただいた情報は、抽選結果のご連絡のほか、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。

10月上旬から

文化講演会
講師：NHKアナウンサー 山田康弘氏

一般：500円
小学生以下：無料
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