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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。

Ｓ席：８，０００円　Ａ席：７，０００円　Ｂ席：６，０００円

ビッグハート出雲

出雲市民会館

出雲市民会館

出雲市民会館

※就学前のお子さまの入場はご遠慮ください。
※託児室をご利用ください。（無料・2/26（金）までに要予約）

※就学前のお子さまの入場はご遠慮ください。
※託児室をご利用ください。（無料・12/25（金）までに要予約）

出雲公演

第8回 いずも新春コンサート

第15回 わたしのうたコンサート

■と　き／平成２２年 ３月８日（月）
　　　　　開演１９時（開場１８時３０分）
■ところ／出雲市民会館

【曲　 目】
コープランド／野外序曲
コルンゴルド／ヴァイオリン協奏曲
ドヴォルザーク／交響曲第９番
　　　　　　　 「新世界から」

指揮：
キース・ロックハート

ヴァイオリン：
イリア・グリンゴルツ
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■と　き／平成２２年 １月１７日（日）
　　　　　開演１４時（開場１３時３０分）　
■ところ／平田文化館プラタナスホール
■入場料／無料

「こころまんまる 幸せ家族」
作詞：内藤雅超
作曲：土井裕美

「記念樹」
作詞：吾郷輝子
作曲：中島恭子

「心のなかにかかる虹」
作詞：田中佳江
作曲：よねやまみちお

「ぼくのパパ」
作詞：皆藤光男
作曲：妹尾哲巳

「おかあさんのギュー」
作詞：土江ひかり
作曲：三浦芳男

「私の家族はオーケストラ」
作詞：安食健人、大塚　瞳
　　  熱田奈津歩、常松優斗
　　  曽田綾実、吉川彩葉
作曲：土谷幸男
編曲：妹尾哲巳

【出雲】出雲市民会館・ラピタ本店・アツタ楽器・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）・
【ローソンチケット】（電話予約）0570－084－006 （Lコード）66714

プレイガイド

（全席指定）

大人：1,000円（当日1,200円）　高校生以下：500円（当日600円）

■と　き／平成２２年 １月１０日（日） 開演１４時（開場１３時３０分～）
■ところ／ビッグハート出雲

【出雲】ビッグハート出雲・出雲市民会館・大社文化プレイスうらら館・平田文化館 ほか
プレイガイド

（全席自由）

催　事　名 と　き と　こ　ろ 料 金

市民参加イベント 開催日程

平
田
会
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11月29日（日）
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）
平成22年 1月16日（土）・17日（日）
平成22年 1月23日（土）・24日（日）

平成22年 1月30日（土）
１１月２９日（日）

平成22年 1月24日（日）

出雲市民会館 大ホール
出雲市民会館 大ホール
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、文化サロン
出雲文化伝承館 出雲屋敷、縁結び交流館
平田文化館
平田文化館

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

第20回記念 琴城流いずも琴祭り
第54回 出雲市中部ブロック小中学校連合音楽会
出雲市美術展 ［日本画］
出雲市美術展 ［写真］
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
出雲市中部ブロック小中学校技術家庭科作品展
出雲市小中学校造形作品展
第11回 五色百人一首島根県大会
第24回 プラタナス・Mｙ・コンサート
2010 平田青少年新春コンサート 前売 一般：1000円

　　 高校生以下：500円

入場無料（参加料あり）

一般：500円
高校生以下：無料

■と　き／12月20日（日）まで
　　　　　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

■と　き／平成２２年 １月１３日（水）
　　　　　開演１８時３０分
　　　　　（開場１８時）
■ところ／出雲市民会館

■と　き／平成２２年１月３１日（日）
　　　　　開演１３時 （受付１２時～）
■ところ／縁結び交流館（出雲文化伝承館隣り）

■と　き／平成２２年 １月３１日（日）
　　　　　開演１４時 （開場１３時３０分）
■ところ／出雲市民会館

メカニックデザイナー 大河原邦男
メカデザイン ＦＯＲ １／１

「森は生きている」
劇団仲間公演

縁結び交流館

新春ダンスパーティー
－サウンド・クロスのライブで踊ろう♪－

おたずね：平田本陣記念館　TEL 62－5090

おたずね：親子でよい演劇をみる会（ひまわり第２保育園内）
　　　　 TEL 23－5978
※ホームページからチケット情報がごらんになれます。
　　　http://www.w-himawari.or.jp/
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平田本陣記念館

　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

出雲市役所
ロビーコンサート

　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。

７年ぶりの出雲公演を、ぜひお楽しみください。

出　　演
12月25日（金）

平成22年 1月27日（水）
PASQUA －パスクァ－
髙坂明子（ピアノ独奏）

開 催 日

好評発売中！

好評発売中！

12/19（土）
発売開始！

　全国から寄せられた１８9作品の歌詞の中
から、入選６作品、佳作３作品が決定しまし
た。当日は入選作品６作品に曲をつけて発表
します。

【出雲】ひまわり第２保育園
プレイガイド

（全席指定）
（4歳児から）

Ｓ席：３，５００円　Ａ席：３，０００円 （※当日200円増）

おたずね：㈱フロンティアいずも（パルメイト出雲）
　　　　 TEL 21－3818

【出雲】パルメイト出雲・出雲文化伝承館・市役所本庁総合案内
プレイガイド
前売券：１，５００円（軽食・ドリンク付）（当日券２，０００円）

おたずね：日本海テレビ出雲支社　TEL 23－3211

【出雲】出雲市民会館・ラピタ本店・ゆめタウン出雲・大社文化プレ
イスうらら館　【大田】大田市民会館　【松江】一畑百貨店松江
店・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】（Lコード）66551

プレイガイド

（全席指定）４，０００円

１２月１日（火）
発売開始！

平田文化館

好評発売中！

桂 文珍 全国独演会ツアー 出雲公演

出
雲
会
場

【入選作品】
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