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検 索出雲総合芸術文化祭

15

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。■と　　き／10月31日（土）まで

■観 覧 料／高校生以上600円、
　　　　　　中学生以下無料
■開館時間／9時～17時
　　　　　　（最終入館16時30分）
■と こ ろ／今岡美術館

茶の湯・名碗と陶磁作家名品展
－不昧から現代人間国宝に通じる－

今岡美術館

■と　き／１１月１３日（金）～１５日（日）
　　　　　【一般観覧】１１月１４日（土） ９時～１７時
　　　　　　　　　　１１月１５日（日） ９時～１１時
　　　　　　　　　　 ※審査中を除く
■ところ／出雲ドーム
■入場料／無料

第45回 錦鯉全国品評会

おたずね：芸術文化振興課　TEL 21－6956

おたずね：今岡美術館　TEL 25－2239

■と　き／１０月２４日（土）13時～16時30分
■ところ／手錢記念館 第二展示室
■参加費／１,０００円（入館料を含む）
■休館日／火曜日

２００９ 大社・能を知る集い
手錢記念館

おたずね：財団法人 手錢記念館　TEL ５３－２０００

■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

　市内各地域には、神楽や太鼓など市民によって伝統的に引き
継がれてきた芸能がたくさんあり、それは、全て、大切な地域の
宝です。
　今年の「市民芸術文化の祭典」は、「伝統と創造」をテーマに、
市内各地域から１０団体に、その伝統芸能をリレーフェスティバ
ルとして披露していただくことになりました。この機会に各地域
の伝統芸能に触れていただきたいと思います。

出演予定団体（順不同）
　荒茅盆踊り、神戸川太鼓、やまびこ太鼓、河下盆踊り、むらくも座
　鷺浦行事保存会、漁火太鼓、大土地神楽、今福優こども太鼓塾

『和太鼓体験』（今福優）

参加者を募集します。
参加希望の方は、下記「おたずね」先にご連絡をお願いします。

※時間は、当日の進行状況などにより変動する場合がありますので、ご了承
願います。

プレイガイド
Ｓ席：完売　Ａ席：５，０００円　Ｂ席：４，０００円

（全席指定） 好評発売中

出雲市民会館、大社文化プレイスうらら館、
出雲市役所本庁総合案内、各支所地域振興課

プレイガイド
一般１，０００円【当日券：１，２００円】、高校生以下無料

（全席自由） 9月17日発売開始

助成：出雲メセナ協会

出雲市民会館

出雲市民会館出雲市民会館

■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』

「歌舞伎」プレセミナー 参加者募集

【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） 好評発売中 撮影：下坂敦俊
　　  「前回公演より」

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

8月20日号10ページの「第15回出雲総合芸術文化祭（市民参加部門）の作品募集」（書道部門）の内容に変更がありました。変更後の内容は次のとおりです。

■と　き／10月16日（金）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
■観覧料／一般５００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 ８００円
■休館日／月曜日(ただし9月21日・10月12日は開館)

◎おもな作家（予定）
　池大雅、貫名海屋、香積寺風外、横山黄仲祥、中林竹渓、澤呉峡、塩田鉄香、
　田能村直入、藤田苔巌、西晴雲、木村棲雲、嘉本周石 ほか

南画の魅力
－郷土ゆかりの南画家たち－

おたずね：出雲文化伝承館　TEL 21－2460

出雲文化伝承館

■と　き／１０月１１日（日） 14時～
■ところ／パルメイト出雲 4F

■申込み／囲碁・将棋とも、当日先着順で受け付けます。
■参加料／一般1,000円、高校生以下500円

◎指導棋士／【囲碁】 桑本　晋平　六段、種村小百合　初段
　　　　　　【将棋】 鈴木　大介　八段、里見　香奈　倉敷藤花

～プロ棋士による指導対局～囲碁・将棋フェスティバル

おたずね：芸術文化振興課　TEL 21－6514

パルメイト出雲

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

おたずね：芸術文化振興課　☎ ２１－６５１４申込み・おたずね：芸術文化振興課　☎ ２１－６５１４

※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

■と　き／１１月１日（日）開演１４時（開場１３時）
■ところ／出雲市民会館

出雲市民会館

伝統と創造 ～うけつぐ事 つなぐ者～

「神在月」文化振興事業
第２回出雲神在月市民芸術文化の祭典

■と　き／１０月１８日（日）
■ところ／出雲市民会館
■事業内容と日程／
　①開場［９：３０～］
　②ロビーコンサート ［９：４５～］
　③オープニング ［１０：２０～］
　④出雲伝統芸能リレーフェスティバル ［１０：３５～１７：２０］

　
　⑤伝統芸能ワークショップ ［１１：１５～１２：００］

　⑥市民の作品展示と交流ふれあい＆体験 ［１０：００～１７：２０］

◇指　揮：中井章徳　
◇ソリスト：木村恵理（ファゴット）
 　 【オープニング】
 　  演奏：出雲芸術アカデミージュニアオーケストラ
 　  「ミス・サイゴン」メドレー（シェーンベルク）
 　  フィドル・ファドル（アンダーソン）
 　 【第１部】コンチェルト・シリーズ
 　  ファゴット協奏曲 変ロ長調 K.１９１（モーツァルト）
 　 【第２部】トラベル・アワー ～イタリア編～
 　  歌劇「どろぼうかささぎ」序曲（ロッシーニ）
 　  交響詩「ローマの祭り」（レスピーギ）

【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）

好評発売中
　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）
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と　き と　こ　ろ 料 金
第45回 邦楽邦舞鑑賞会

出雲市美術展 ［書道］

出雲市合同いけばな展

第59回 出雲短歌大会

油絵グループ たけの子会展

ふるさとの民芸展

山野草展

池坊・小原流合同いけばな展

短歌大会

川柳大会

書　道 10月30日(金)～11月1日(日)
ビッグハート出雲 アートギャラリー

１０月４日(日)

１０月３０日(金)～１１月１日(日)

11月2日(月)・3日(火・祝)

11月3日(火・祝）

９月２５日（金）～２７日（日）

１０月３日（土）・４日（日）

１０月１０日（土）・１１日（日）

１０月１８日（日）・１９日（月）

１０月２４日（土）

１０月２５日（日）

出雲市民会館 大ホール

ビッグハート出雲 アートギャラリー

出雲体育館 大ホール

出雲市民会館 301会議室

平田文化館

平田文化館

平田文化館

平田文化館

平田学習館

平田文化館

500円

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

催　事　名 と　き と　こ　ろ 料 金
民謡大会

第43回 油絵グループ木曜会展

ひらた吹奏楽団 第15回演奏会

第24回 プラタナス・Mｙ・コンサート

スサノオの里芸能まつり

スサノオごっとこいまつり

平成21年度多伎町文化祭

第15回 たいしゃ俳句大会

混声合唱団 クリスタルコール平田
第15回定期演奏会

文化講演会
講師：廣中邦充氏

１１月1日（日）

１１月８日（日）

１１月１３日（金）～１５日（日）

１１月２２日（日）

１１月２９日（日）

１１月３日（火・祝）

１１月３日（火・祝）

１１月２日（月）・３日（火・祝）

１１月８日（日）

１０月１１日（日）

平田文化館

平田文化館

平田文化館

平田文化館

平田文化館

スサノオホール

出雲市役所 佐田支所周辺

多伎コミュニティセンター 他

湖陵コミュニティセンター

大社文化プレイスうらら館

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

一般：500円
小学生以下：無料

一般：500円
高校生以下：無料

投句料：
1,000円

市民参加部門 開催日程

出雲ドーム

　全国の色とりどりの錦鯉1000匹が出品され、その美
しさを競います。出品者が丹精こめて育てた錦鯉の美し
さをご堪能ください。

　《大社・能を知る集い》は今年で3回目。
能についての面白いお話と、声を出したり動いた
り詞を作って謡ったりのワークショップです。能に
ついて何も知らなくても大丈夫。大歓迎です。

　日本アニメにおけるメカデザインの草分け、大河
原邦男の初の大規模展覧会。『機動戦士ガンダム』
『太陽の牙ダグラム』『装甲騎兵ボトムズ』『ヤッター
マン』をはじめ氏の代表的なメカデザインの原画や
設定資料を中心に紹介します。あわせて１／１スケー
ルの立体物も参考展示し、大河原邦男のリアルなメ
カデザインの魅力を体感できる内容です。
■と　き／10月24日（土）～12月20日（日）
　　　　　9時～17時
■ところ／平田本陣記念館
■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
■休館日／毎週火曜日

メカニックデザイナー大河原邦男
メカデザイン  ＦＯＲ １／１

おたずね：平田本陣記念館　TEL 62－5090

機動戦士ガンダムⒸ創通・サンライズ

平田本陣記念館

泫指導棋士などが変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
※プロ棋士による初心者教室もあります。詳しくはお問合せく
ださい。

部　門 開催日・会場 募集内容 申込方法
全紙以内(タテ･ヨコ自由)の書造形作品で1人1点。ただし、未発表の作品で、
額装又は軸装のものに限る。刻字は別、アクリル可、ガラス使用は認めない。
優秀作品には賞を贈ります。（募集対象は出雲市在住又は在勤者）
■搬入／10月29日(木)13:00～14:00　■搬出／11月1日(日)16:00～

姓号、住所、題名、仕上がり寸法など明記のうえ、はがき又は
FAXで、杉原恒心さんへ。
■申込先／〒693-0001 今市町1225　TEL/FAX 22-1621
■締　切／10月15日(木)　■出品料1,000円は搬入時に。

■と　き／１０月２日（金）１９時～
■ところ／大社文化プレイスうらら館 ごえんホール
■講　師／石川耕士 氏（「傾城反魂香」補綴・演出）

■参加料／無料
■電話での事前申込みが必要です。
　（先着１００名）

　11月に公演される「傾城反魂香 二幕」の見どころや、歌舞伎の楽しみ方を初心者にもわか
りやすく解説します。

曲　

目

チケット
プレゼント
（自由席）

大社文化プレイスうらら館
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