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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

大社文化プレイスうらら館
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おたずね：大社文化プレイスうらら館　ＴＥＬ ５３－６５００

おたずね：むらくも座公演実行委員会事務局（フローラいずも内）　ＴＥＬ ２４－９８５７

※有料入場は小学生以上で、未就学児童の入場はご遠慮ください。
　なお、託児所は設けませんのでご了承ください。

※就学前のお子さまの入場はご遠慮ください。

大社文化プレイスうらら館、ショッピングタウン・エル、ビッグハート出雲、アツタ楽
器、ラピタ本店、パラオ、今井書店スタジオワンダーゆめタウン出雲店、ゆめタウン
斐川、大島屋楽器店、しまね文化情報コーナー

プレイガイド

４,５００円全席指定

全席指定

海援隊トーク＆ライブ

　『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、創作者達の
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
します。

　宮中舞楽図屏風　土佐派
　正月風景図　堀江友聲　ほか

■と　　き／２月８日（日）まで
■と こ ろ／平田本陣記念館 展示館
■休 館 日／毎週火曜日
■開館時間／９時～１７時
■入 館 料／一般：500円（400円）　小・中・高生：200円（100円）
 （　）は20名以上の団体料金

「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

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

～多伎にアトリエ構えて
　　　　　　３０年の歩み～

■と　き／３月２０日（金・祝）
　　　　　開演１８時３０分
　　　　　（開場１８時）
■ところ／大社文化プレイスうらら館
　　　　　だんだんホール

今岡美術館

大観と平山郁夫の
　　　　　  仲間たち
■と　　き／2月28日（土）まで
■開館時間／９時～17時
■休 館 日／毎週月曜日
■入 館 料／一般 ６００円、 小・中学生 無料

今岡美術館の展示室を、地元で活動される皆さまに無料で
お貸しします。
展示やワークショップなど、お気軽にご利用ください。

おたずね：出雲文化伝承館　TEL 21－2460

おたずね：芸術文化振興課　TEL 21－6514

昨年の様子

田中頼璋筆 蓬莱図

古銅獅子香炉

光琳梅蒔絵錫口香合
（五代漆壺斎 作）　　　

出雲文化伝承館

新春にちなむ名品展
～新春を彩る絵画・
　　　　　彫刻・工芸の優品～

■と　き／２月23日（月）まで
　　　　　9時～17時
　　　　　（入館は16時30分まで）
■ところ／出雲文化伝承館 企画展示室
■休館日／毎週月曜日（祝日、２月２３日は開館）
■入館料／一般３００円（２４０円）　高校生以下 無料
　　　　　（　）は20名以上団体割引
　　　　　※お抹茶セット券６００円

　収蔵作品を中心に新春にちなむ日本画、彫刻、
陶芸などの優品を展示します。
〇おもな出品作家（予定）
　≪日本画≫狩野永雲、土佐光貞、横山清暉、
　　　　　　中島来章、田中頼璋、香積寺風外、
　　　　　　西山孟郷斎 ほか
　≪陶　芸≫楽山焼、布志名焼 ほか

おたずね：手錢記念館　TEL 53－2000

おたずね：平田本陣記念館　TEL ６２－５０９０

■と　　き／３月２２日（日）
　　　　　　開演１３時３０分（開場１３時）
■と こ ろ／ビッグハート出雲・白のホール
■入 場 料／無料　福祉への募金活動にご協力ください。
 （募金は出雲市社会福祉協議会へ寄付いたします。）

出雲 日舞で結ぶ福祉の会

手錢記念館

初春の展示 己 丑・初春を迎えて

小特集　香炉と香合

つちのとうし

■と　き／3月30日(月)まで
　　　　　9時～16時30分
■休館日／毎週火曜日
■入館料／一般：600円（500円）
　　　　　高校生以下：400円（300円）
　　　　　（　）は20名以上の団体料金

出雲文化伝承館

・出雲市美術展「第１０回工芸展」
・公募展優秀作品展

■と　き／３月６日(金)～８日(日)
　　　　　１０時～１７時（８日は１６時まで）
■ところ／出雲文化伝承館 縁結び交流館
■入場料／無料

　市民の皆さんが製作
された、陶芸・木工芸・
ガラス工芸等の展示、
また、公募展で市長賞・
教育長賞を受賞した作
品を一堂に展示します。

催　事　名 と　き 時　　間 と　こ　ろ 料　　金

藁細工・つる篭教室・作品展

出雲市美術展 ［パッチワーク］

パッチワーク エビアン市との交流作品展

2月14日（土）～16日（月）

2月27日（金）～3月1日（日）

3月3日（火）～15日（日）

9:00～16:30

10:00～17:00
（15日は16:00まで）

10:00～17:00
（1日は16:00まで）

多伎文化伝習館

出雲文化伝承館 縁結び交流館

出雲文化伝承館 文化工房

入場無料

入場無料

入場無料

各地域 開催日程

出雲市民会館

出雲市民会館、しまね文化情報コーナー、ローソンチケットほか
※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・４／２４（金）までに要予約）

プレイガイド
Ｓ席：７，０００円　Ａ席：６，０００円　Ｂ席：５，０００円

先行予約（郵便振替申込：２月6日（金）～２月15日（日）消印有効）

チケット先行予約（郵便振替申込）を受け付けます

宝塚歌劇花組公演

◆演目／ミュージカル・ロマン 「哀しみのコルドバ」
　　　　グラン・ファンタジー 「Ｒｅｄ Ｈｏｔ Ｓｅａ Ⅱ」

■とき／５月12日（火）
■ところ／出雲市民会館

Ⓒ宝塚歌劇団

※2回公演  昼公演／開演14時
　　　　　  夜公演／開演18時

おたずね：今岡美術館　TEL ２５－２２３９

出雲市民会館

ビッグハート出雲

ビッグハート出雲

お近くの郵便局で青色の郵便振替払込取扱票にて、下記のとおり代金をお振込みください。
なお、郵便局の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＋返送手数料５００円の合計金額 
　　　　　　（例：Ｓ席２枚申込→７,０００円×２枚＋５００円＝１４,５００円）
◆取扱票の通信欄に下記について必ずご記入ください。
　・申込者の郵便番号・住所・氏名・電話番号（携帯も可）
　・5/12宝塚公演　昼・夜公演の別および席種○席○枚希望  ※お一人さま  昼・夜公演各4枚まで承ります。
◆席は抽選にて決定します。あらかじめご了承ください。
◆先行予約のお申込が予定枚数を超え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、返送手数料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。
◆チケットもしくは返金の発送は、3月下旬ごろになります。
◆送金後のチケットのキャンセル・払い戻し・変更等はできません。

えびす・だいこく交流事業

大社文化プレイスうらら館

プレイガイド・おたずね：大社文化プレイスうらら館　ＴＥＬ ５３－６５００

桂 吉弥 独演会
■と　き／３月１５日（日）
　　　　　開演１４時（予定）（開場１３時３０分）
■ところ／大社文化プレイスうらら館
　　　　　ごえんホール

一　般：2,000円（当日2,500円）　大学生以下：1,000円（当日1,500円）
ペ　ア：3,000円（前売りのみ）

出雲市民会館、ビッグハート出雲、ローソンチケット　ほか
プレイガイド

（全席自由）2月7日（土）発売予定

出雲の春音楽祭２００９
■と　き／3月29日（日）　開演１４時
　　　　　　　　　　　　（開場１３時）■ところ／出雲市民会館
◆予定プログラム
　・ヴェルディ：歌劇「運命の力」序曲
　・ヴェルディ：歌劇「椿姫」前奏曲、アリア、乾杯の歌
　・ボロディン：ダッタン人の踊り（合唱付〈日本語〉）
　・大岡　信 作詩　・鈴木輝昭 作曲　　頌歌　天地のるつぼ　―出雲讃歌―

あめつち

フローラいずも

２，０００円（当日２，５００円）

ラピタ本店、パラオ、ショッピングタウンエル、藤増ストアー
プレイガイド

（全席自由）

むらくも座2009
出雲歌舞伎復活公演

つながる－いのちのうた。よろこびのうた。－

■と　き／２月８日（日）
　　　　　開演１３時（開場１２時３０分）
■ところ／フローラいずも
　　　　　（「しまね花の郷」北隣）
◆演　目
　・蝶千鳥茶屋場の段  三浦屋格子先の場

ちょうち どりちゃ　や　ば　　　だん み う ら や こ う し さ き 　 ば

飲食可

１，８００円（当日２，０００円）
（全席自由）

童謡・歌謡舞踊など、親しみやすい演目です。

おたずね：西派藤間流貴藤会　TEL 0852－28－4088
　　　　 出雲教室代表　斉鹿さん　TEL 24－3657

さい か

■と　き／３月２０日（金・祝）～２４日（火）
　　　　　９時～１７時
■ところ／多伎文化伝習館
■入場料／無料

槇原 郁朗 洋画展

おたずね：多伎文化伝習館　TEL ８６－２６１１

多伎文化伝習館

お知らせ

高校生以下の方200名をご招待
いたします。
詳しくはお問合せください。

チケットプレゼント

3月8日（日）
プレイガイド 発売予定

同時開催

好評発売中
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