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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

14

※就学前のお子さまの入場はご遠慮ください。
　　託児室をご利用ください。（無料・１２月２６日（金）までに要予約）

出雲市民会館
【ローソンチケット】電話予約０５７０-０８４-００６《Ｌコード６１７２６》

　『科学忍者隊ガッチャマン』『タイムボカ
ン』など人気作品をはじめ、創作者たちの情
熱によって築き上げられた多くの作品を、設
定画、セル画、スケッチやパイロットフィルム
など、貴重な資料や原画で紹介。また、企画
段階で保留となり発表されなかった作品の
企画資料や原画も初公開し、半世紀におよぶ
タツノコプロの世界の魅力を再発見します。

■と　　き／１２月６日（土）～２月８日（日）
■休 館 日／毎週火曜日、12月30日(火)～ １月１日(木)
■開館時間／９時～１７時
■入 館 料／一般 500円　小・中・高生 200円

プレイガイド

Ａ席４，5００円、Ｂ席３，０００円
全席指定

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

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

撮影：塩澤秀樹

「タイムボカンシリーズ　ヤッターマン」
                               　ⓒタツノコプロ

平田本陣記念館

平田文化館

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

おたずね：平田文化館　TEL 63-5030

おたずね：IZUMOこころのうたの会事務局 TEL 22-3933

■入館料／一般 ６００円、 小・中学生 無料
おたずね：今岡美術館 TEL ２５-２２３９

おたずね：フローラいずも　TEL ２４-９８５７

音楽の花束をあなたに・・・

おたずね：ＮＰＯ法人スサノオの風　TEL ８４-０８３３

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

大社文化プレイスうらら館

第１４回わたしのうたコンサート

■と　　き／１２月７日（日）　開演１４時（開場１３時３０分）
■ところ・おたずね／大社文化プレイスうらら館 TEL53-6500

テーマ「家族」
入場無料

出雲文化伝承館

募集「第１０回工芸展」
◆と　　き／３月６日(金)～８日(日)１０時～１７時
◆と こ ろ／出雲文化伝承館　縁結び交流館
◆出品規格／陶磁、染織、漆、金工、木竹工、七宝、硝子、革、その他工芸品と
　　　　　　して認められるもので、自作のもの（地域の文化祭等、審査の
　　　　　　ない作品展へ出品されたものも出品可）。なお、特別な展示を
　　　　　　要するものや取り扱い管理が極端に困難なものは除きます。
◆出品点数／１人１点（組）
◆出 品 料／５００円
◆申込期限／２月５日(木)

ビッグハート出雲

一般：１，０００円（当日１，２００円）　高校生以下：５００円（当日６００円）

※就学前のお子さまの入場はご遠慮ください。託児室をご利用ください。
　（無料・１２月２６日（金）までに要予約）

ビッグハート出雲、出雲市民会館、パラオ、ラピタ本店、ジャスコ出雲店、
アツタ楽器、大社文化プレイスうらら館、平田文化館

プレイガイドプレイガイド

■と　き／１月１１日（日）
　　　　　開演１４時（開場１３時３０分）　
■ところ／ビッグハート出雲　
◆出演者：
　箏／勝部葉子
　ピアノ／佐藤葉月、望月美希・今岡美保
　フルート／磯田有里、勝田真優
　テューバ／安食功介
　ヴァイオリン／岡本佳子
　声楽／朴　美和、山田須美子、板倉まなみ
　サキソフォン四重奏／宮本美香・佐藤　航
　　　　　　　　　　　須谷良子・尾添景子
　ピアノトリオ／柳楽智史・牛尾直美
　　　　　　　　金本智子

第７回いずも新春コンサート

タツノコプロの世界展
World of Tatsunoko Production

残りわずか

好評発売中！

好評発売中！
好評発売中！

（全席自由） ３,１５０円（３歳未満ひざ上無料）

若手落語家による古典落語と大喜利

■と　き／１月１５日（木）
 開演１９時
 （開場１８時１５分）
■ところ／出雲市民会館

平成20年度文化庁
　『舞台芸術の魅力発見事業』

スサノオホール

■と　　き／１２月２０日（土）
                  開演１３時３０分（開場１３時）
■と こ ろ／スサノオホール
■出 演 者／桂　出丸、桂　団朝
　　　　　　桂　あさ吉、桂　二乗
■入 場 料／一般 1,000円
　　　　　　高校生以下 500円

ＮＰＯ法人スサノオの風、出雲須佐温泉ゆかり館、吉田商店、鎌田商店、あわ
や、出雲市民会館、ビッグハート出雲、パラオ、大社文化プレイスうらら館、
しまね文化情報コーナー

　スサノオホール

ふれあい亭（米朝一門若手会）

　「わたしのうたコンサート」は、
歌詞を全国から募集し、審査の結
果、選ばれた入選作品に曲をつけ
て発表・演奏する夢のコンサート
です。当日は島根作曲家グループ
「紫陽花の会」の先生方に作曲い
ただいた曲を発表演奏します。

今岡美術館

大観と平山郁夫の仲間たち

■と　　き／12月6日（土）～2月28日（土）
■開館時間／９時～１７時（休館日：月曜日）
■と こ ろ／今岡美術館

　明治時代、日本画の画風を創り出した横山大観。その
新しい創造精神を受け継ぐ院展の作家たちの作品を、
館蔵品を中心に企画展示いたします。

　市民の皆さんが企画実践する教育文化活動、または社会貢献活動に対
して奨励金を交付し、２１世紀を担う人材の育成を図ります。
■対 象 活 動／①教育文化活動（芸術文化・伝統芸能・科学など）
 ②社会貢献活動（ボランティア・環境保護など）　
 ③その他ユニークな活動
■対 象 期 間／平成２１年３月３１日までに実施
■奨励金の額／１団体あたり１０万円 
■申 し 込 み／実施要項、申請書などは芸術文化振興課にあります。
 必要事項を記入して、芸術文化振興課へ提出してください。

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）
　開演１４時（開場１３時３０分）
■ところ／ビッグハート出雲　
■入場料／５００円（小学生以上）

■と　き／１２月２３日（火・祝）　
　　　　　開演１４時（開場１３時３０分）
■ところ／フローラいずも
■入場料／一般 1,000円（当日1,200円）
　　　　　高校生以下 500円（当日600円）

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

フローラいずも

フローラル・コンサートフローラル・コンサート
【出演者】　
　高見美由紀（クラリネット）
　秋本　久美（ピアノ）
【ゲスト】
　林　沙奈（箏）

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

プレイガイド

プレイガイド
■入館料／大人 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
おたずね:手錢記念館
 TEL ５３-２０００

手銭記念館

つづくこと・なくなること・くりかえされること 2008

高木久美 「イズモニオクミ」
■と　　き／１２月８日（月）まで
■開館時間／９時～16時30分
 （火曜日休館）
■と こ ろ／手錢家
 （手錢記念館隣接）

催　事　名 と　き 時　　間 と　こ　ろ 料　　金

出雲市美術展 ［日本画・写真］

出雲市小中学校造形作品展

Ｘmasチャリティーコンサート

平田青少年新春コンサート

金管アンサンブルコンサート

わんぱくゆめひろばクリスマス劇場
劇団わらび座 「笛じいちゃんとボクの宇宙」

出雲市中部ブロック小中学校
技術家庭科作品展

12月5日(金)～7日(日)

12月13日（土）

12月21日（日）

1月11日（日）

1月18日（日）

1月24日(土)・25日(日)

1月17日(土)・18日(日)

9:00～17:00
（7日は16:00まで）

10:00～17:00
（18日は16:00まで）

10:00～11:30

14:00～16:30

10:00～17:00

開演14:00（開場13:30）

出雲文化伝承館
縁結び交流館

大社文化プレイスうらら館

平田文化館

平田文化館

ビッグハート出雲

ビッグハート出雲

調　　　整　　　中

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

大　　　人：2,000円
子　　　供：1,000円

一　　　般：1,000円
高校生以下：　500円

一　　　般：3,000円
音楽協会会員：1,500円
高校生以下：1,000円

市民参加部門　開催日程

YU-GIN

（全席自由）

◆申し込み／芸術文化振興課・各支所地域振
　興課・各地区コミュニティセンターへ申込
　用紙を提出してください。（ＦＡＸ可）。

平成２０年度 出雲市２１世紀文化活動奨励事業の募集

　市の文化、教育、体育および社会活動分野において、優れた功績を有し、
顕著な活動を行っている個人、または団体を表彰します。
●対象分野／【文化活動】芸術または伝統芸能等の継承、創造、奨励または実践など
 【教育活動】家庭教育、学校教育、社会教育など
 【体育活動】スポーツ技術の向上、スポーツ振興など
 【社会活動】地域社会に貢献している社会活動
●表　　彰／表彰状、盾、副賞（個人3万円、団体5万円）を贈呈
●申し込み／推薦書に記入のうえ、芸術文化振興課へ提出してください。
 推薦書の用紙は芸術文化振興課にあります。
※いただいた個人情報等は、出雲市市民文化賞の審査のみに利用させていただきます。

平成２０年度 出雲市市民文化賞への推薦

■申込期限／１２月２５日 (木)　■おたずね／芸術文化振興課　☎２１-６５１４共　通
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