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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

■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

参加者・出演者募集

■内　容／神楽の舞や神楽を題材に自由に描いてください。
■応募サイズ／Ｂ４または八つ切りの画用紙か、ケント紙　※裏面に氏名、住所、年齢（学生は学校名、学年）、電話番号を記載
■申込期限／１０月１０日（土）午後５時必着
　入選・佳作の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。また、応募作品は１１月３日（火・祝）開催の「スサノオごっとこいまつり」で展示します。
■申し込み・おたずね：「ＮＰＯ法人スサノオの風」　〒693-0506　出雲市佐田町反辺1747-4　TEL８４－０８３３

ふるさとの自慢すべき郷土芸能の“神楽”。その神楽を絵に描いてコンテストに応募してみませんか。
入選者１０人には、書状と賞金5,000円、オリジナルＴシャツを、佳作者には記念品を、参加者には参加賞を贈呈いたします！神楽の絵コンテスト

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）おたずね：西日本バンドフェスティバル実行委員会

TEL090－6842－8432

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。

（全席自由）

申し込み・おたずね：出雲芸術アカデミー事務局
　〒６９３－０００２　出雲市今市町北本町2-1-10
　TEL２１－６３７１　FAX２１－６３７２
　Maiｌ：academy-arts@local.city.izumo.shimane.jp

※就学前のお子様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、
　ご希望の方は１０月２３日（金）までに事務局までお申し込みください。（無料）

出雲フィルハーモニー交響楽団第12回定期演奏会
名曲プロムナードシリーズ

出雲市民会館

■と　き／１１月１日（日）開演１４時
　　　　  （開場１３時）
■ところ／出雲市民会館
◇指 揮：中井章徳　
◇ソリスト：木村恵理（ファゴット）
◇曲 目：交響詩「ローマの祭り」ほか

【出雲】出雲市民会館・ビッグハート出雲・アツタ楽器・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　【松江】しまね文
化情報コーナー（島根県民会館内）・プラバホール
ローソンチケット（電話予約）0570－084－006　（Lコード）65434

プレイガイド

Ａ席〔指定席〕２,０００円（当日2,300円）　
Ｂ席〔自由席〕１,５００円（当日1,800円）　Ｂ席ペア２,５００円（前売のみ）　
Ｂ席ユース（２５歳以下の学生）５００円（前売のみ）

（全席自由）

9/5（土）発売

■と　き／９月２０日（日）開演１３時３０分（開場１２時４５分）
■ところ／出雲市民会館

※前売りのみで、当日券はありません。

西日本バンドフェスティバルＩＮいずも

出雲市民会館・アツタ楽器
プレイガイド

指定席[110席] ：2,000円　
自由席：一般1,500円、小・中・高校生1,000円

出雲市民会館

好評発売中

好評発売中

■講　師／藤間　亨（出雲文化伝承館名誉館長）
■と　き／９月１７日（木）開演１５時（開場１４時３０分）
■ところ／出雲市役所くにびき大ホール　■入場無料（要申込）
申し込み・おたずね（土日祝日を除く）：
芸術文化振興課　ＴＥＬ２１－６９５６　FAX２１－６517
または山陰中央新報社出雲総局　ＴＥＬ２１－００１９　FAX２１－0922

　出雲市民文庫第19刊「格式と伝統　出雲の御本陣」の著者である講師が、
本著の内容と出雲の文化について、写真と共にわかりやすくお話いたします。

　お風呂に入って、食事をしながら、昔の芝居小屋の
ふんいきをそのままに！

「格式と伝統　出雲の御本陣」講演会
出雲市役所くにびき大ホール

■と　き／９月１２日（土）昼の部１２時・夜の部１８時３０分
■ところ／出雲須佐温泉ゆかり館
■演  目／時鳥新吉藤太の伝　五幕
■チケット／昼の部３,５００円（幕の内弁当・入浴券付）
　　　　 　夜の部７,０００円（懐石料理・飲み物・入浴券・特産品抽選券付）
おたずね：出雲須佐温泉ゆかり館　TEL８４－０８００

淀川工科高校
丸谷明夫先生

むらくも座湯けむり芝居２００９
出雲須佐温泉ゆかり館

■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）
好評発売中

■と　　き／9月13日（日）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／９月４日（金）
■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

出雲オペラ「椿姫」合唱 出演者募集
　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。

大社文化プレイスうらら館

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

※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
○電話予約／劇団四季予約センター（10時～20時） TEL0120－489－444
○インターネット予約（24時間受付）　http://489444.com

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

撮影：下坂敦俊
　　  「前回公演より」

　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

■講　師／松本侑子（作家・翻訳家）
■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1階総合案内、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

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

■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

宝くじ文化公演　
吉本バラエティーショー

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。
（全席指定）

好評発売
中

絵手紙教室

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。
このたび、平成22年度助成について、右記のとおり対象と
なる活動を募集します。

■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。
■対象分野／音楽、美術、演劇、伝統文化など　■活動の実施時期／平成22年1月～12月
■助成金額／助成対象経費の1/2以内　■応募期限／10月30日（金）
■申し込み・おたずね：出雲メセナ協会事務局（芸術文化振興課内）TEL21－6956

平成２２年度出雲メセナ協会支援事業募集のご案内

■と　   き／11月15日（日）  ■と こ ろ／ビッグハート出雲
■参加資格／県内小学校児童・中学校生徒
■開催部門／①小学校歌唱の部　②中学校歌唱の部
                  ③小・中学校弦楽器の部（小・中学校で１部門）
■参 加 料／独唱・独奏 1人1,000円、重唱・重奏 1人500円　　
■申込期限／10月8日（木）必着
■申し込み・おたずね：いずも音楽コンクール実行委員会（芸術文化振興課内）
　　　　　　　　 　   TEL 21－6514

第8回 いずも音楽コンクール
■と　   き／平成22年1月10日（日）  ■と こ ろ／ビッグハート出雲
■種　　目／洋楽、邦楽の声楽、器楽ソロまたは重唱・奏
■応募資格／出雲地域在住者または出身者で、音楽芸術を専門に学んだ
　　　　　　20歳以上の方
■参 加 料／20,000円（重唱・奏は１人10,000円）　　
■申込期限／9月30日（水）必着
■申し込み・おたずね：いずも新春コンサート実行委員会（芸術文化振興課内）
　　　　　　　　 　   TEL 21－6514

第8回 いずも新春コンサート

　世界に一枚しかないオリジナルの絵手紙で個人
間通信の温もりや大切さを伝えてみませんか？
■と　　き／９月11日(金) 10時～12時
■と こ ろ／出雲文化伝承館　縁結び交流館
■講　　　師／田口孝夫（日本絵手紙協会専属講師）
■募集人数／50人　■参 加 費／700円
■申込期限／９月4日（金）※電話またはFAXでお申し込みください
■申し込み・おたずね：出雲文化伝承館　TEL 21－2460／FAX 21－4165

■と　き／１０月３日（土）開演１４時（開場１３時３０分）
■ところ／ビッグハート出雲　白のホール

出雲芸術アカデミー音楽院講師による
アカデミック・リサイタル

おたずね：出雲芸術アカデミー事務局　TEL21－6371

※就学前のお子様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、
　ご希望の方は９月２５日（金）までに事務局までお申し込みください。（無料）

【出雲】ビッグハート出雲・出雲市民会館・アツタ楽器・平田文化館・大社文化
プレイスうらら館　【松江】プラバホール

プレイガイド
大人　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

　地域で書道を勉強している方々の
作品発表を行います。黙耀会書道展

■と　き／9月26日（土）～28日（月）
　　　　　9時～16時30分（最終日は16時まで）
■ところ／多伎文化伝習館

おたずね：多伎文化伝習館　TEL 86－2611

助成：出雲メセナ協会

【チケットプレゼント（自由席）】
　高校生以下の方２００名様を抽選
で無料ご招待！ご希望の方はハガキ
かFAXかメールに①住所、②氏名、
③学校名、④学年、⑤電話番号、⑥
「出雲フィル第12回定期チケット希
望」と書き、『出雲芸術アカデミー事
務局』まで。（10/13（火）必着）

多伎文化伝習館

◇出演団体：関西・東海・北陸・四国・九州・中国各支部の中・高校生
　　　　　  淀川工科高校（大阪）・滝川第二高校（兵庫）
　　　　　  出雲第一中学校・出雲高校・大社高校　など１０団体
※楽器を持参し、「青空と太陽」「雷神」の合同演奏に参加しよう。
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