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検 索出雲総合芸術文化祭
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第１８回「出雲ドーム2000人の吹奏楽」
～ドームに響け！２０００人の情熱サウンド！！～
２，０００人の迫力とトップレベルの演奏・演技を、ぜひご覧ください

【出雲】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、出雲ドーム、出雲市民会館、
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、出雲市役所（芸術文化振興課・各支所）
【斐川】イズミ斐川店　【松江】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 ６４４０７

プレイガイド

大社文化プレイスうらら館、ビッグハート出雲、
ラピタ本店、パラオ、ジャスコ、ショッピングタウン・エル、
しまね文化情報コーナー（島根県民会館内）

プレイガイド

プレイガイド

■と　　き／９月12日（土）開演17時30分 （開場16時30分）　■ところ／出雲ドーム
■出場団体／保育園1校、小学校11校、中学校11校、高等学校13校
　　　　　　特別ゲスト：滝川第二高等学校 吹奏楽部（兵庫県）
　　　　　　　　　　　　3年連続全日本マーチングコンテスト出場

■と　き／９月２５日（金）　
　　　　　開演１９時（開場１８時３０分）
■ところ／大社文化プレイスうらら館
■出　演／オール阪神・巨人、
　　　　　平和ラッパ、梅乃ハッパ、Ｍｒマサヒロ、シンクタンク、川上じゅん

参加者・出演者募集

■と　　き／8月22日（土）　開会13時（12時30分～受付）
■と こ ろ／出雲市役所 くにびき大ホール
■対　　象／県内の小中学生（小学生未満も可）  ※定員100人
■参 加 費／500円（当日受付にて）
■参加部門／中学生名人の部・小学生名人の部・クラス別の部
■申込締切／8月3日（月）
■申込み・おたずね／
　出雲ジュニア囲碁大会実行委員会事務局
　〒693-8530 出雲市今市町70 出雲市芸術文化振興課内
　TEL 21－6514、FAX 21－6517

市役所１階ロビーで毎月第４水曜日の昼休みに出雲芸術アカデミーの監修により「ロビーコンサート」を行っています。
これは市民の皆さんにひとときの安らぎの時間を提供するとともに、地域で活躍する音楽家の発表の場として開催しています。
今後の出演者を募集していますのでご応募ください。詳しい応募方法は芸術文化振興課までお問い合わせください。
ロビーコンサートの次回開催日は8月26日（水）です。ぜひお出かけください。

第7回 出雲ジュニア囲碁大会 参加者募集

出雲市役所ロビーコンサート 出演者募集

■と　　き／8月29日（土）　対局開始13時～（受付12時～）
■と こ ろ／パルメイト出雲4Ｆホール（JR出雲市駅北口）
■参 加 料／500円（当日受付にて）
■対　　象／県内の小中学生　※定員100人
■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FAXにより所定の参加申込書で申し込みください。
　　　　　　※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／8月22日（土）
■申し込み・おたずね／日本将棋連盟出雲支部
　　　　　　　　　　  幹事長　小村（TEL・FAX 21－0262）

第５回 出雲ジュニア将棋大会 参加者募集

子どもから大人まで、漫画を描くのが大好きな人、ふるってご応募ください。

プロ棋士安用寺孝功（六段）が審判長として来雲されます。
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応募資格
募集部門
応 募 先
締 切 り
表彰・展示
作品規定

そ の 他

問合せ先

小学生以上ならどなたでもOK
【子ども部門】小学生・中学生 【一般部門】高校生以上
平野勲記念館（〒693-0011 出雲市大津町1797）
9月10日（木）必着
優秀作品については表彰・展示します
●テーマ／自由（タイトルをつけてください）
●コマ数／１コマ または ４コマ
●サイズ／A5～B4版
●応募は一人1点まで
●作品は未発表のオリジナル作品に限ります
●応募作品は返却できません
●応募申込用紙は、各コミュニティセンター・芸術文化
振興課・市内文化施設にもあります
平尾勲記念館副委員長 安田
TEL：０８５３－２１－４４５３　携帯：０９０－３１７１－４１４３

第２回 平野勲漫画コンクール作品募集

は な　  い  　ぶ き

出雲文化伝承館

宝くじ文化公演　
吉本バラエティーショー

出雲ドーム

大　人：１，８００円（当日 ２，０００円）
小学生～高校生：８００円（当日 １，０００円）

Ｓ席／一般：3,500円　高校生以下：1,500円　Ａ席／一般：3,000円　高校生以下：1,000円

２,０００円（当日２,5００円）　宝くじの助成により、特別料金になっています。

※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。託児室をご利用ください。（無料・7/24（金）までに要予約）

おたずね：出雲ドーム2000人の吹奏楽実行委員会事務局（芸術文化振興課内）　TEL 21－6956
おたずね：出雲文化伝承館　TEL 21－2460

平田本陣記念館

　ある嵐の夜、一匹のヤギが山小屋に避難
し、同様に避難してきたオオカミと真っ暗闇
の中、お互いの正体を知らぬまま友情が芽生
えていく話。木村裕一とあべ弘士のコンビが
描いた話の原画を展示します。
■と　き／8月30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

「あらしのよるに」
あべ弘士絵本原画展

おたずね：平田本陣記念館　TEL 62－5090

「あるはれたひに」文©木村裕一
絵©あべ弘士

　湖陵町で生まれ育ち、出雲を代表する俳人と
して活躍した故桑原視草氏の俳句・草画を中心
に、その枯淡な世界を紹介します。

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。

俳人 桑原視草展

大社文化プレイスうらら館

（全席指定）

（全席自由）

大社文化プレイスうらら館、出雲市民会館、ラピタ本店、パラオ、
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 ６４729

■と　き／８月５日（水）　昼公演／開演15時（開場14時30分）
　　　　　　　　　　　  夜公演／開演１９時（開場１８時３０分）
■ところ／大社文化プレイスうらら館
■出　演／踊り：市川染五郎 ほか　演奏：杵屋勝四郎 ほか

市川染五郎の華舞台 花息吹

（全席指定） 好評発売
中

好評発売
中

■と　き／８月２３日（日）まで
　　　　　9時～17時
■ところ／出雲文化伝承館　企画展示室
■休館日／毎週月曜日（但し祝日開館）
■観覧料／一般3００円（20名以上の団体は２割引き）
　　　　　高校生以下無料　お抹茶とのセット券　６００円

ボランティアスタッフ募集 本公演における会場整理、チケットもぎり等のお手伝いを頂ける方を募集します。

■と　き／１１月１５日（日）開演１４時
　　　　　（開場１３時３０分）
■ところ／出雲市民会館
◇演 目：傾城反魂香 二幕
◇出 演：市川右近、市川笑也、市川猿弥、
　　　  市川笑三郎、市川春猿、市川段治郎、
　　　  市川寿猿、市川弘太郎 ほか

※就学前のお子様のご入場はご遠慮ください。託児室をご利用ください。
　（無料・11/6（金）までに要予約）

スーパー歌舞伎で有名な市川猿之助門下の若手
俳優を中心とした人気公演です。

第20回出雲阿国歌舞伎 松竹大歌舞伎

出雲市民会館、ジャスコ出雲店、パラオ、ラピタ本店、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（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 65257

プレイガイド
Ｓ席：６，０００円　Ａ席：５，０００円　Ｂ席：４，０００円

（全席指定）

出雲市民会館

８/１（土）発売予定

だ い  　　し ん　 ろ

おたずね：サウンドフェスタ実行委員会事務局（ライム内）　TEL２３－６９１５

申し込み・おたずね：出雲芸術アカデミー事務局　TEL ２１－６３７１　FAX 21－6372

■と　き／８月２３日（日） 開演13時30分（開場１２時30分）
■ところ／ビッグハート出雲

サウンドフェスタ 大心路

■と　　き／第１回：８月１６日（日）、第２回：９月１３日（日）
■時　　間／１７時～２１時
■会　　場／ビッグハート出雲
■内　　容／課題曲（５曲）の中から１曲を選んで歌っていただきます。
■申込〆切／第１回：８月７日（金）、第２回：９月４日（金）

出雲オペラ「椿姫」合唱 出演者募集

ビッグハート出雲

ビッグハート出雲、出雲市芸術文化振興課 ほか
プレイガイド

５００円（当日７００円）
（全席自由）

■と　　き／８月１１日（火）～８月１３日（木）
■時　　間／（１部）１４時～１７時　（２部）１８時～２１時
■会　　場／ビッグハート出雲
■聴 講 料／（大人）１,０００円／日　（学生）５００円／日

オペラ歌手による音楽稽古を覗いてみよう！
　出雲オペラ「椿姫」のキャスト（役つき）で、プロの声楽家の福島明也氏、経種廉彦氏、
菅英三子氏を講師にお迎えし、開催する地元出演者との音楽稽古を一般公開します。
　聴講を希望される方は、事務局までお申し込みください。

　平成２２年７月４日に開催する出雲オペラ「椿姫」の合唱出演者のオーディ
ションを開催します。

助成：出雲メセナ協会

出雲市民会館

■と　き／１１月５日（木）開演１８時３０分（開場１８時）
■ところ／出雲市民会館

※駐車場は数に限りがあります。公共交通機関をご利用になるか、お車でお越しの方はできるだけ乗り合わ
　せでご来場ください。
※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。託児室をご利用ください。（無料・10/26（月）までに要予約）

劇団四季ミュージカル『アンデルセン』

【出雲】出雲市民会館、ジャスコ出雲店、パラオ、ラピタ本店、大社文化プレイスうらら館、
平田文化館　【松江】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 65137

プレイガイド

一　般／Ｓ席：８，０００円　Ａ席：７，０００円　Ｂ席：６，０００円
小学生／Ｓ席：４，０００円　Ａ席：３，５００円　Ｂ席：３，０００円

（全席指定）
８/２２（土）
発売開始

８月上旬より
配布

撮影：下坂敦俊「前回公演より」

好評発売
中

　アンデルセンの生涯を訪ねて、デンマーク各地を旅した講師が、その
創作童話の魅力を、現地撮影の写真と共にわかりやすく解説します。

助成：出雲メセナ協会

■と　き／９月２６日（土）
　　　　　１４時～１５時３０分（開場１３時３０分）
■ところ／ビッグハート出雲 白のホール
■入場料／無料（要整理券）
■整理券取扱所／ビッグハート出雲、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

松本侑子文化講演会
「アンデルセン～その文学と生涯、夢見る心」
～劇団四季ミュージカル『アンデルセン』鑑賞によせて～

ビッグハート出雲

好評発売
中
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