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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

出雲文化伝承館 14

※就学前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）
■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
※就学前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

■と　　き／11月24日（月・振休）まで
■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〕「肉筆美人画の変遷」
■入 場 料／無料

～江戸300年　美人画とその時代～
日本女性の美の変遷

西本智実＆大阪フィルハーモニー交響楽団
     New Year Concert in Izumo
　今、最も人気のある指揮者 西本智実。関西屈指の管弦
楽団　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。）

坂東三津五郎

撮影：塩澤秀樹

平田文化館

遊吟 Live Tour 2008「ライン」
■と　き／12月14日（日）16時30分開演（16時開場）
■ところ／平田文化館

おたずね：平田文化館　TEL 63-5030

【ローソンチケット】
電話予約0570-084-006《Ｌコード61957》

ビッグハート出雲

ＩＺＵＭＯこころのうたコンサート
～君に伝えたい詩がある～

■と　　き／12月7日（日）14時開演（13時30分開場）
■と こ ろ／ビッグハート出雲 白のホール
■入 館 料／500円（小学生以上）

おたずね：IZUMOこころのうたの会事務局　TEL 22-3933

おたずね：出雲文化伝承館　TEL 21-2460

手錢記念館

高木久美「イズモニオクミ」
つづくこと・なくなること・くりかえされること ２００８

■と　　き／11月8日（土）～12月8日（月）
■開館時間／9時～16時30分（火曜日休館）
■入 館 料／一般500円（手錢記念館入館料とセット券：1,000円）
　　　　　　高校生以下 無料　※11月８日（土）は全館無料観覧日
■と こ ろ／手錢家（手錢記念館隣接）
おたずね：手錢記念館　TEL 53-2000

　幼稚園から大学生までの茶道部を中心とする学校茶道合同茶会です。
一般の方も参加できますので、お気軽にお越しください。

出雲文化伝承館

学校茶道合同茶会

■と　　き／１１月９日(日) ９時～15時
■と こ ろ／出雲文化伝承館　茶室：松籟亭（しょうらいてい）
■担当流派／裏千家
■参 加 費／一般500円　高校生以下無料

出雲市民会館

・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

※就学前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）

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》

プレイガイド

■と　き／１１月９日（日） 14時開演（13時開場）　■ところ／出雲市民会館
◆指　揮：中井章徳
◆曲　目：

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

　好評発売中！

　好評発売中！

（全席自由）3,150円（当日券3,150円）※３歳未満ひざ上無料
　10月27日（月）発売開始！

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）

記念講演会

■と　　き／11月30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）
　　　　　　（　）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～

おたずね：出雲文化伝承館　TEL 21-2460

安喰虎雄遺作展

秋の特別展秋の特別展

催事名 と　き ところ 入場料・観覧料 催事名 と　き ところ 入場料・観覧料

■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

平成20年度文化庁『舞台芸術の魅力発見事業』

秋は家族でコンサート

出雲漢詩大会
出雲市美術展 ［和紙ちぎり絵］
第52回 出雲市俳句大会
油絵グループ木曜会展
第34回 大社町総合美術展
第19回 琴城流いずも大正琴祭

第25回出雲市民合唱祭
第23回 プラタナス・My・コンサート

むらくも座2008・出雲歌舞伎復活公演

出雲市美術展 ［日本画］
出雲市美術展 ［写真］

文化講演会
講師：桑原征平氏（元関西テレビアナウンサー）

出雲市立出雲中央図書館
ビッグハート出雲 アートギャラリー
出雲市民会館 301会議室

平田文化館
大社文化プレイスうらら館
出雲市民会館 大ホール

湖陵コミュニティセンター

ビッグハート出雲 白のホール
平田文化館

スサノオホール

出雲文化伝承館 縁結び交流館
出雲文化伝承館 縁結び交流館

11/15（土）・16（日）
11/15（土）～17（月）
11/16（日）

11/21（金）～23（日・祝）
11/22（土）～24（月・振）
11/23（日・祝）

11/24（月・振）

11/30（日）
11/30（日）

11/30（日）

12/5（金）～7（日）
12/5（金)～7（日）

観覧無料
無料
観覧無料
無料
無料
無料

無料

無料

無料
無料

一般：500円
高校生以下：無料

一般：500円
小学生以下：無料

Ｓ席：3,000円
Ａ席：2,000円
Ｂ席：1,000円 

●ジュニアオーケストラの演奏
ウェバー：オペラ座の怪人セレクション
アンダーソン：サンドペーパー･バレエ
アンダーソン：タイプライター
●コンチェルト・シリーズ
ダヴィッド：トロンボーン小協奏曲
　　　　　　　トロンボーン　森山貴宏

●トラベル・アワー ～スペイン編～
リムスキー＝コルサコフ：
スペイン奇想曲 作品34
ファリャ：
バレエ組曲「三角帽子」
　　第1&第2組曲

　作家の渡辺淳一さんに、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） 13時開演（12時30分開場）
■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
第一部　渡辺淳一講演会「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／渡辺淳一さん、園山明生子さん、西尾理弘 出雲市長

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、スサノオホール、出雲
須佐温泉ゆかり館、島根楽器センター

プレイガイド

平田文化館、出雲市民会館、大社文化プレ
イスうらら館、パラオ、大島屋楽器店、ラ
イブハウス＆スタジオアポロ、しまね文
化情報コーナー（島根県民会館内）

プレイガイド

出雲民藝館
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

平田文化館
出雲体育館 大ホール
多伎コミュニティセンター 他
出雲市民会館 301会議室

平田文化館
スサノオホール

出雲市役所 佐田支所周辺
出雲文化伝承館 縁結び交流館
ＪＡいずも金融本店前駐車場

平田文化館
パルメイト出雲 パルメイトホール

10/31（金）
10/31（金）～11/2（日）
11/2（日）

11/2(日)・3（月・祝）
11/2(日)・3（月・祝）
11/3（月・祝）
11/3（月・祝）
11/3（月・祝）
11/3（月・祝）
11/7（金）～9（日）
11/7（金）～16（日）
11/9（日）
11/15（土）

休館日：月曜日
無料
無料

無料
無料
観覧無料
無料
無料
無料
無料
無料

入場料：500円
観覧無料

大人500円
小中学生100円出雲民藝館 常設展―出雲・石見のくらし―

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］

ひらた吹奏楽団 第14回演奏会
出雲市合同いけばな展
多伎町文化祭

第58回 出雲短歌大会
民謡大会

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
出雲市美術展 ［洋画］
第41回 出雲菊花大会

混声合唱団クリスタルコール平田 第14回定期演奏会
第30回 出雲市川柳大会

各地域 開催日程

多伎文化伝習館

山崎すすむ墨彩画・森山窯陶芸展
■と　　き／11月22（土）～11月26日（水）　■開館時間／9時～16時30分
■入 館 料／無料
おたずね：多伎文化伝習館　TEL 86-2611

ホームページ　http://www.tezenmuseum.com/cdr2008/

参加者募集

■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

　市民が主体的に企画し実践する教育文化活動、または社会貢献活動を支援す
ることにより21世紀の出雲市を担う人材の育成を図ることを目的に、出雲市
21世紀文化活動奨励事業を実施します。

芸術文化・伝統芸能・科学などの教育文化活動、ボランティ
ア・環境保護などの社会貢献活動、その他ユニークな活動を
行う団体。
1団体あたり10万円
奨励金交付申請書、団体概要書（構成員の名簿等を添付）、年
間活動内容書（任意様式）に必要事項をご記入のうえ、芸術文
化振興課へ提出してください。（交付申請書等の用紙は芸術
文化振興課にあります）

出雲市２１世紀文化活動奨励事業募集

■対象となる活動／

■交 付 額／
■申　込　方　法／

　合唱コース及び、オーケストラコース受講生を募集します。対象の学年、内容等詳しくはアカ
デミー事務局までお問合せください。11月29日（土）に適性テストを行います。

出雲芸術アカデミー音楽院本科 受講生秋季募集（2009年1月から入校）

合唱コース

オーケストラ
コース

【合唱】…経験は問いません
【入門】…初心者　ヴィオラ、チェロ、コントラバス、クラリネット、ホルン

【オーケストラ】…経験者　ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、フルート、
オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペット、トロンボーン、打楽器

平田本陣記念館

　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。

　現代美術作家・高木久美さんが、出雲を訪問して感じたことを、細胞・管・筋肉等、
身体を想起させる「置く身」の作品として表現しています。

■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
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