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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

15

全席指定

高円宮妃久子殿下 「鳥の写真」展

出雲・石見・芸北の人気神楽団 スサノオの里に結集！！

■と　き／４月２８日（火）～５月６日（水） 
■ところ／大社文化プレイスうらら館・ごえんホール
■入場料／無料

ビッグハート出雲・大社文化プレイスうらら館

「出雲でカブかん！ 市川染五郎さんと一緒に」参加者募集

■参加資格／小・中学生で、下記の稽古日全てと本公演に参加できる人
■募集人数／５０人 （応募者多数の場合は抽選となります）
■応募締切／５月２９日（金）必着
■参 加 費／無料
■会　　場／○第１回～第５回：ビッグハート出雲
　　　　　　○リハーサル・本公演：大社文化プレイスうらら館
■講　　師／松本　幸龍（まつもとこうりゅう）先生 ほか
■服　　装／浴衣、足袋（各自でご用意ください）

市川染五郎の華舞台～花息吹 特別プログラム

■稽古及び本公演の日程
　[ 第１回 ] ６月２８日（日） １４：００～
　[ 第２回 ] ７月１２日（日） １４：００～
　[ 第３回 ] ７月１９日（日） １４：００～
　[ 第４回 ] ７月２６日（日） １４：００～
　[ 第５回 ] ７月２７日（月） １０：００～
　[リハーサル ] ８月  ４日（火） １６：００～
　[本公演 ] ８月  ５日（水） 〔第１回〕１５：００～、〔第２回〕１９：００～
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高円宮妃久子殿下記念講演
演題「十の鳥の話」
■と　き／４月２８日（火）１１時１５分～１２時 
■ところ／大社文化プレイスうらら館・だんだんホール
■入場料／無料（要整理券）
■整理券取り扱い／出雲大社社務所・市役所総合案内・各支所地域振興課・大社文化プレイスうらら館おたずね：出雲文化伝承館　ＴＥＬ ２１－2460

申し込み・おたずね：芸術文化振興課（TEL21－6514）、今岡美術館（TEL25－2239）

出雲文化伝承館

「お雛かざりと出雲天神」展
　江戸から明治時代の享保雛、次郎左衛門雛、有職雛などの雛人形、出雲天
神、出雲御細工人形などを展示します。

スサノオホール

今岡美術館

出雲市民会館

出雲市民会館、しまね文化情報コーナー（島根県民会館内）　ローソンチケット 電話予約0570－084－
006 Lコード63395、チケットぴあ 電話予約0570－02－9999 Pコード393－360
※就学前のお子さまの入場はご遠慮ください。

プレイガイド

Ｓ席：７，０００円　Ａ席：６，０００円　Ｂ席：５，０００円

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

同時開催

好評発売中！

おたずね：出雲大社文化事業団（出雲大社社務所内） TEL ５３－３１００　芸術文化振興課 TEL ２１－６５１４

おたずね：芸術文化振興課　TEL ２１－６５１４

申し込み・おたずね：芸術文化振興課　TEL ２１－６５１４「本公演」の内容は別途お知らせします。

チケット取り扱い・おたずね：NPO法人スサノオの風　TEL ８４－０８３３

平成21年度 出雲メセナ協会支援事業追加募集
　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。平成２１年度助成（追加分）について、下記のとおり対象となる活動を募集します。

　市内幼児・児童たちの自然体
験活動や環境学習の成果をはじ
め、トキの生態や、出雲市がトキ
の分散飼育地として決定するま
での経緯を写真やパネルで紹介
します。

　歌舞伎役者で、日本舞踊の家元でもある市川染五郎さんの舞踊公演「市川染五郎の華舞台～花息吹」を8月5日（水）に大社文化プレ
イスうらら館で開催します。そのフィナーレを飾る踊りは、染五郎さんが出雲の子どもたちと一緒に踊るスペシャルプログラムです。この
公演に向けてワークショップを開催します。染五郎さんと一緒にステージに立つ、またとないチャンスですので、ぜひご応募ください。

山陰では出雲公演のみ。
華麗な舞台をぜひお楽しみください。

公演間近！

催　事　名 と　き 時　　間 と　こ　ろ 料　　金

書道展

舞踊と邦楽の会

出雲吹奏楽団第32回定期演奏会

山野草展 初夏展示会

5月22日（金）～24日（日）

5月24日（日）

6月14日(日)

6月13日（土）・14日（日）

9:00～17:00

13:30～

14:00～

9:00～17:00

9：00～17：00
9：00～15：00

5月  9日（土）
5月10日（日）

ふるさと平田再発見平田地域小中学生
写真・絵画コンテスト　 平田文化館

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

平田文化館

入場無料

入場無料

入場無料

各地区 開催日程

大人：２,５００円　子ども：１,５００円　お弁当券：６００円
（全座席指定）４月25日（土）10時 チケット発売

■と　き／６月７日(日)開演９時～１６時４０分
　　　　　（７時間４０分）（開場８時）
■ところ／スサノオホール（固定席・限定５６０席）
■出演団体と演目／

■主催／佐田町文化協会　■共催／ＮＰＯ法人スサノオの風・島根県文化団体連合会
■後援／出雲市・佐田神楽連合会

・「目田鬼面太鼓 ほか」大社高校佐田分校太鼓部
・「田村」佐田神舞会
・「羅城門」宮乃木神楽団
・「頼政」石見神楽亀山社中
・「塵倫」琴庄神楽団
・「瀧夜叉姫」中川戸神楽団
・「紅葉狩」宮乃木神楽団

・「八岐大蛇」石見神楽亀山社中
・「奥州平泉」琴庄神楽団
・「大江山」中川戸神楽団

■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
■活動の実施時期…平成２１年８月～１２月　　■助成金額…助成対象経費の１／２以内　　■応募期限…５月２９日（金）

【美術ワークショップ】
■テーマ／「石こうの造形と彩色」
■と　き／７月５日（日）９時～１２時
■対　象／小学生以上
　　　　　３０人程度
■参加費／５００円程度
■講　師／宮廻正明さん
　　　　　（東京藝術大学大学院教授）

おたずね：今岡美術館　TEL ２５－２２３９

　近代彫刻界を担った島根県の彫刻家たちの技術と
感性をご覧ください。 奈
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今岡美術館

木の美　彫刻名品展

■と　き／５月３１日（日）まで 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

■と　き／５月１０日（日）まで 9時～17時
■休館日／月曜日（５月４日は開館）
■観覧料／一般５００円（４００円）
　　　　　お抹茶とのセット800円
　　　　　高校生以下無料
　　　　  （　）内は２０名以上の団体料金

おたずね：実行委員会 代表 江田　ＴＥＬ 22－3933

「出雲金子みすゞの会」結成5周年記念事業
■と　き／５月３０日（土） 開演１４時
■ところ／ビッグハート出雲 白のホール
■内　容／童謡詩人金子みすゞ の詩の朗読とコンサート
■入場料／小・中学生：500円　高校生以上：1,000円　（飲み物付）

おたずね：雲州ふらたシネマステーション事務局
　　　　 TEL 62－0485 または 63－3081(西尾)まで

平田文化館

第１０回 雲州ふらた映画祭上映会
■と　き／５月１７日（日）開場１２時３０分
■ところ／平田文化館
■料　金／一般 当日券 １日券 大人１,０００円　子ども５００円
　　　　　雲州ふらた映画祭ファミリー会員は無料（同伴者半額）

ビッグハート出雲

ビッグハート出雲
プレイガイド

おたずね：劇団ギミック 久藤　ＴＥＬ 080－5231－6107

劇団ギミック公演「富姫の恋」出雲公演
■と　き／６月２８日（日） 開演１５時・１９時（2回公演）
■ところ／ビッグハート出雲 白のホール
■内　容／泉鏡花原作「天守物語」「夜叉ヶ池」より舞台化
■入場料／全席自由　前売：２，０００円　当日：２，５００円

ビッグハート出雲
プレイガイド

申込み・おたずね ： 出雲メセナ協会事務局（芸術文化振興課内 TEL ２１－６５１４）

宮 正明美術ワークショップ・文化対談参加者
【文化対談】
■と　き／７月５日（日）１４時３０分～１６時
■人　数／４０人程度（要申込）
■参加費／無料
■対談者／宮 正明さん
　　　　　（東京藝術大学大学院教授）
　　　　　調整中

　海外でも高く評価され、北斎と共立する画家とも言わ
れる河鍋暁斎（かわなべきょうさい）の作品を、美術品蒐集家
として著名な福富太郎氏のコレクションから、選りすぐりの作
品を紹介します。
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斎おたずね：平田本陣記念館　TEL 62－5090

平田本陣記念館

福富太郎コレクション 河鍋暁斎展

■と　き／５月２４日（日）まで 9時～17時
■休館日／毎週火曜日
■入館料／一般500円（400円）
　　　　　小・中・高校生200円（100円）
　　　　　（　）は20名以上の団体料金

～今福優こども太鼓塾～参加者募集
■開催日程／５月２９日（金）～１０月（全１５回程度）１８時～１９時３０分（予定）
■会　　場／大社文化プレイスうらら館 ごえんホール　
■講　　師／今福優、堂本英里
■参 加 費／１回５００円（保険料含）
■募集対象／５歳～小学生
■募集人数／３５人（応募者多数の場合は抽選となります）
■応募締切／５月15日（金）
■応募方法／ＴＥＬかＦＡＸで、保護者名、住所、電話番号、参加者名、学年、年齢

を下記までお知らせください。
申し込み・おたずね：芸術文化振興課　ＴＥＬ２１－６５１４
＊お寄せ頂いた個人情報は本件連絡以外には使用いたしません。

うらら館伝統文化
こども教室

真飛　聖 桜乃　彩音

前売：800円
当日：1,000円

前売  一　 　般：800円　　  高校生以下：500円
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