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検 索出雲総合芸術文化祭
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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。

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

■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。

　県内各地の小中学生たちが、独唱・重唱・弦楽器の各部門で日頃の練習成果
を競います。

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：完売　Ａ席：５，０００円　Ｂ席：４，０００円

（全席指定） 好評発売中

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』

第８回いずも音楽コンクール

【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」

ビッグハート出雲

出雲文化伝承館

おたずね：出雲芸術アカデミー事務局　TEL２１－６３７１

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

◇指　揮：中井章徳　
◇ソリスト：木村恵理（ファゴット）
◇曲目：「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）

好評発売中

催　事　名 と　き と　こ　ろ 料 金 催　事　名 と　き と　こ　ろ 料 金

市民参加イベント 開催日程
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出雲市美術展 ［書道］

出雲市合同いけばな展

第４２回 出雲菊花大会

第59回 出雲短歌大会

出雲市美術展 ［洋画］

第31回出雲市川柳大会

出雲漢詩大会

第53回出雲市俳句大会

１０月３０日(金)～１１月１日(日)

11月2日(月)・3日(火・祝)

１１月２日(月)～９日(月)

11月3日(火・祝）

11月6日(金)～8日(日)

11月14日(土)

11月14日(土)・15日(日)

11月14日(土)～16日(月)

11月15日(日)

11月29日(日)

出雲体育館 大ホール

旧出雲市役所南側駐車場

出雲市民会館 301会議室

出雲市立出雲中央図書館

出雲市民会館 301会議室

出雲市民会館 大ホール

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

入場無料

出雲市美術展 ［日本画］

出雲市美術展 ［写真］

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

混声合唱団 クリスタルコール平田
第15回定期演奏会

出雲文化伝承館
縁結び交流館
出雲文化伝承館
縁結び交流館
ビッグハート出雲
白のホール

ビッグハート出雲
アートギャラリー

ビッグハート出雲
アートギャラリー

出雲文化伝承館
縁結び交流館
パルメイト出雲
パルメイトホール

出雲市美術展
［和紙ちぎり絵］

第54回出雲市中部ブロック
小中学校連合音楽会

第26回出雲市民合唱祭
みんなで歌うコーラスコンサート

第20回記念
琴城流いずも琴祭

12月4日(金)

12月4日(金)～6日(日)

12月4日(金)～6日(日)

12月6日(日)

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）

出雲市民会館 大ホール

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

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

一般：500円
高校生以下：無料

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。　新出雲市の日本画、洋画、彫刻、陶芸、漆芸の伝承の美を物

故作家の作品により紹介します。

　江戸時代に作られた池坊華道の花器８点を含む花器、 茶道具、文房具など、
銅で作られた器４０点あまりを展示します。

■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

■と　き／１１月１５日（日）　１０時～１７時
■ところ／ビックハート出雲　白のホール
■曲　目／自由曲　■入場料／無料

おたずね：いずも音楽コンクール実行委員会事務局
　　　　 （芸術文化振興課内）　TEL ２１－６５１４

機動戦士ガンダムⒸ創通・サンライズ

平田本陣記念館

■と　き／１１月３０日（月）まで
■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

銅器?形を楽しむ、用途を楽しむ?

おたずね：手錢記念館　TEL 53－2000

手錢記念館

■と　き／１１月７日(土）～１１月２９日(日)

　多伎町出身の日本画家神田羊児さんが出雲
の自然をみつめ描いた作品を展示します。

神田羊児日本画近作展「ふる里・出雲路」

■と　き／１１月２１日（土）１３時３０分～（参加費無料・道具持参）
神田羊児先生による年賀状絵付け教室

■と　き／１０月３１日（土）まで

■と　き／１１月７日（土）・８日（日）９時３０分～１６時
　　　　　呈茶券1,000円、点心券2,000円（※点心券は要予約）

開館5周年記念お茶会

おたずね：今岡美術館　TEL 25－2239

■と　き／１０月２４日（土）～１１月２９日（日）
■観覧料／一般５００円（２０名以上の団体は２割引）
　　　　　高校生以下 無料
■休館日／月曜日（ただし11月23日(月・祝）は開館)
■助　成／出雲メセナ協会

■と　き／１１月１４日(土)　１４時～１５時
■ところ／同館　文化工房　■講　師／松本侑子　氏
■演　題／生誕100年記念
　　　　　「太宰治の文学と女たち～島根生まれの妻美知子、最後の恋人富栄」
■入場料／無料（先着80名。事前に電話で申し込みください）

㈳出雲市文化協会
創立60周年記念事業「新出雲市の伝承の美」

　茶席、いけ花展、邦楽邦舞など
■と　き／11月21日（土）・22日（日）　９時～１６時

第7回出雲和文化まつり

記念講演会

おたずね：出雲文化伝承館　TEL 21－2460

開館時間／９時～１７時（最終入館午後１６時３０分）

１１月７日（土）～１１月１５日（日）は観覧無料

竹下かずみ押花作品展　　

申し込み・おたずね：出雲芸術アカデミー事務局　TEL 21－6371
■願書受付〆切　　11月4日（水）

　市民の皆さんが企画実践する教育文化活動、または社会貢献活動に対
して奨励金を交付し、21世紀を担う人材の育成を図ります。
■対 象 活 動／①教育文化活動（芸術文化・伝統芸能・科学など）
 ②社会貢献活動（ボランティア・環境保護など）　
 ③その他ユニークな活動
■奨励金の額／１団体あたり１０万円 
■申 し 込 み／申請書、団体概要書に必要事項を記入し、活動実績書等
　　　　　　　を添付のうえ、お申込みください。

平成２１年度 出雲市２１世紀文化活動奨励事業の募集

　市の文化、教育、体育および社会活動分野において、優れた功績を有し、
顕著な活動を行っている個人または団体を表彰します。
■対象分野／【文化活動】芸術または伝統芸能等の継承、創造、奨励または実践など
 【教育活動】家庭教育、学校教育、社会教育など
 【体育活動】スポーツ技術の向上、スポーツ振興など
 【社会活動】地域社会に貢献している社会活動
■表　　彰／表彰状、盾、副賞を贈呈
■申し込み／推薦書に必要事項を記入のうえ、お申込みください。
※いただいた個人情報等は、出雲市市民文化賞の審査のみに利用させていただきます。

平成２１年度 出雲市市民文化賞への推薦

■必要書類は芸術文化振興課にあります。　■申込期限／１２月２４日 (木)　■申込先／芸術文化振興課共　通

出雲芸術アカデミー音楽院 受講生秋季募集
出雲芸術アカデミー音楽院では12月からの受講生を募集しています。

出雲市役所
ロビーコンサート

【募集内容】

一般合唱（混声） 55歳以上の方

オーケストラ・レパートリー
18歳以上で、オーケストラで演奏できる技術を有し、
自分で楽器を所有している方

ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、フルート、
オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペット、
トロンボーン、打楽器

オーケストラ
（経験者）

小学1年生～高校1年生で次の楽器

ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、フルート、オーボエ、
クラリネット、ホルン、トランペット、トロンボーン

オーケストラ
コース

入門（初心者）
小学3年生～中学2年生で次の楽器

合唱コース 合　唱 小学3年生～高校1年生

本　

科

別 

科

コース 対　　象

　出雲芸術アカデミーでは、市役所１階ロビーで昼休みのひと
とき、市民の皆さんに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「ロビーコンサート」を開催し
ています。右記の日程ですので、是非お立ち寄りください。

※いずれも時間は12時20分から12時50分です。
出雲市役所ロビーコンサート　出演者募集 今後の出演者を募集しています。詳しくは芸術文化振興課までお問い合わせください。

10月28日（水）
11月20日（金）

中林康子（クラリネット）・今岡美保（ピアノ）
アカデミック・コーラス

開 催 日 出　　演

ＮＨＫ「BS日本のうた」公開録画の開催
演歌、歌謡曲の名曲をこよなく愛し、歌のこころを大切に思う人のための
番組の公開録画が行われます。

（五十音順）

■と　き／11月26日（木）開演18時40分（開場18時）
■ところ／出雲市民会館
■出　演／◎ゲスト：上杉香緒里、大川栄策、キム・ヨンジャ、水田竜子、山本みゆき　ほか
　　　　　◎司　会：山田康弘アナウンサー　
　　　　　※ほかのゲストは決まり次第、NHK松江放送局の放送・ホームページで発表されます。
■入場料／無料（ただし、入場整理券が必要です。1歳以上のお子様から必要です）
■申込方法／往復はがきに、郵便番号・住所・氏名・電話番号を記入の上郵送してください。
　【あて先】〒693-8530　出雲市今市町70
　　　　　出雲市芸術文化振興課「BS日本のうた」係
　※応募多数の場合は抽選のうえ入場整理券（1枚で1名入場可）を送ります。
◆申込期限／11月4日（水）必着　※当落の結果発送は11月9日頃の予定です。
◆おたずね／NHK松江放送局（平日10：00～18：00）☎0852－32－0712、
　　　　　　http://www.nhk.or.jp/matsue/
　　　　　　芸術文化振興課（平日8：30～17：15）☎21－6514
※ご応募の際にいただいた情報は、抽選結果のご連絡のほか、ＮＨＫでは受信料の
　お願いに使用する場合があります。

［記入例］

※入場券の内容を印字しますので、返信裏面へは何も書かないでください。
　書かれているものについては申込を受け付けることが出来ません。

（往信表面） （返信裏面）

〒693-8530
出
雲
市
今
市
町
70

出
雲
市
芸
術
文
化
振
興
課

「
BS
日
本
の
う
た
」係

何も書かないで
ください

往信

（返信表面） （往信裏面）

申込者の郵便番号

申込者の
住所・氏名

返信 ・郵便番号

・住所

・氏名

・電話番号

今岡美術館開館5周年記念
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