
「泥棒と若殿」松平成信
（坂東三津五郎）

市民団体主催８月の催し

大社町音楽協会主催コンサート ８月２９日（日） 大社文化プレイスうらら館 有　料
入　場　料

文化施設主催８月の展示・教室
事　業　名

事　業　名

もったいないばあさん　真珠まりこ絵本原画展
和の世界に洋風を取り入れた郷土の英傑
茶の湯の漆工
いきいき作品展

９月２６日（日）まで
８月２９日（日）まで
９月２７日（月）まで
８月１４日（土）～１６日（月）

平田本陣記念館
今岡美術館
手錢記念館
多伎文化伝習館

一般／500円　小･中･高校生／200円
高校生以上／600円　中学生以下無料
大人／600円　高校生以下／400円
無　料

日程・期間

日程・期間

会　場

会　場

入　場　料

出雲ドーム

大社文化プレイスうらら館

第19回　出雲ドーム2000人の吹奏楽
～ドームに広がれ！２０００人の元気・笑顔・夢！！～

山本周五郎原作「泥棒と若殿」他で存分にお楽しみください！
第21回出雲阿国歌舞伎  松 竹大歌舞伎

　県内の小学生・中学生・高校生を中心に、県外の招待チームも交えた約2,000人の参加者
によるマーチングバンドの一大祭典を開催します。
　2,000人の大迫力とトップレベルの演奏・演技を、ぜひご覧ください。

■と　　き／９月11日（土）　開演17:30 （開場16:30）
■と こ ろ／出雲ドーム
■出場団体／保育園１、小学校11、中学校11、高等学校14　※特別ゲスト除く
■特別ゲスト／京都橘高等学校　吹奏楽部
■チケット （全席自由）／大人　1,800円 （当日　2,000円）
　　　　　　　　　　　 小学生～高校生　800円 （当日　1,000円）
■プレイガイド
　　　【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、出雲市役所文化スポーツ課
　　　【斐川】イズミ斐川店
　　　【松江】島根県民会館しまね文化情報コーナー
　　　【ローソンチケット】電話予約　0570－084－006 《Lコード　69114》
■おたずね
　　　出雲ドーム2000人の吹奏楽実行委員会事務局 （出雲市文化スポーツ課内）

※出雲ドームの駐車場には限りがあります。島根森紙業株式会社発着のシャトルバスをご利用ください。

出雲市民会館

■と　き／１１月１７日（水）　２回公演
　　　　　昼の部：開演１3:30
　　　　　　　　　　（開場１３:00）
　　　　　夜の部：開演１８:00
　　　　　　　　　　（開場１７:３０）
■ところ／出雲市民会館
■演　目／一、浦島　　二、泥棒と若殿
　　　　　三、身替座禅
■出　演／坂東三津五郎、尾上松緑、
　　　　　坂東亀三郎、坂東亀寿、
　　　　　坂東巳之助、坂東秀調　他
■チケット情報
　　　　　８月１日（日）　発売開始
　　　　　入場料 （全席指定）
　　　　　　Ｓ席：6,000円、Ａ席：5,000円、Ｂ席：4,000円
■プレイガイド
　　　【出雲】出雲市民会館、ビッグハート出雲、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、
　　　　　　ＮＰＯ法人スサノオの風
　　　【松江】しまね文化情報コーナー （島根県民会館内）
　　　【米子】米子しんまち天満屋
　　　【全国】ローソンチケット
　　　　　　電話予約　0570－084－006　《Ｌコード：69680》
　　　　　　＊就学前のお子さま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・11/5（金）までに要予約）
■おたずね・託児の申込み／出雲市民会館　TEL.２４－１２１２

京劇青少年劇場2010
湖北省京劇院訪日公演
■と　き／１０月２７日（水）
　　　　　開場 １８:００　開演１８:３０
■ところ／大社文化プレイスうらら館
　　　　　だんだんホール
■入場料／一　　般：３,０００円 （全席指定）
　　　　　　当日券：３,５００円
　　　　　小中高校生：１,５００円 （全席指定）
　　　　　　当日券：２,０００円
　　　　　※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・１０/１５（金）までに要予約）
■演　目／秋江 （しゅうこう）
　　　　　京劇紹介／楽隊演奏
　　　　　擂鼓戦金山 （らいこせんきんざん）
　　　　　※日本語電光字幕付き
■チケット発売
　　　　　７月３１日（土）
■プレイガイド
　　　【出雲】大社文化プレイスうらら館、出雲市民会館、ビッグハート出雲、
　　　　　　平田文化館、ラピタ本店、パラオ
　　　【松江】しまね文化情報コーナー
　　　【全国】ローソンチケット
　　　　　　（Ｌコード：６９４８９　電話予約：０５７０－０８４－００６）
■おたずね・託児の申込み
　　　　　　出雲市民会館　TEL.２４－１２１２ 

★特別ゲスト　京都橘高等学校吹奏楽部
（2009年度全日本マーチングコンテスト金賞受賞）

 体験講座

 マエストロの特別講座
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劇団四季ミュージカル『コーラスライン』
出雲市民会館

■と　き／11月3日（水・祝）
　　　　　開演18:00 （開場17:30）
■ところ／出雲市民会館
■入場料 （全席指定、税込）
　　　　　Ｓ席　8,000円
　　　　　Ａ席　7,000円
　　　　　Ｂ席　6,000円
■チケット発売開始　7月24日（土）
■プレイガイド
　　　【出雲】出雲市民会館、ビッグハート出雲、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）
　　　【全国】ローソンチケット　電話予約0570－084－006
　　　　　　Ｌコード69293、劇団四季予約センター （10時～20時）　　
　　　　　　フリーダイヤル0120－489－444
　　　　　　インターネット予約 （24時間受付） http：//489444.com
　　　　　　　※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・10/25（月）までに要予約）
■おたずね・託児の申込み　出雲市民会館　TEL.24－1212

これまでの公演より（撮影：上原タカシ）

出雲メセナ協会出雲市合併５周年記念事業

財津和夫LIVE＆TALK2010
■と　き／11月4日（木）開演19:00 （開場18:30）
■ところ／出雲市民会館
■入場料／全席指定
　　　　　　S席 6,000円　A席 5,000円
■チケット発売開始　8月7日（土）
■プレイガイド
　　【出雲】出雲市民会館、ビッグハート出雲、楽器のアツタ、パラオ、
　　　　　ラピタ本店、平田文化館、大島屋楽器店、
　　　　　大社文化プレイスうらら館、スサノオホール
　　【松江】しまね文化情報コーナー （島根県民会館）
　　　　　ローソンチケット　電話予約　0570－084－006
　　　　　　　　　　　　　　Lコード　 69779
　　　　　　※就学前のお子さま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・10/22（金）までに要予約）
■おたずね・託児の申込み
　　　　　出雲メセナ協会事務局　TEL.21－6371
　　　　　　企画制作：MSエンタテインメント・プランニング
　　　　　　提　　供：ビクターミュージックアーツ/ピラミッド

ビッグハート出雲

出雲市民会館

ＳＨＩＭＡＮＥ ＡＲＴ ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ2010
　“島根、ART＝芸術文化、REVOLUTION=革命”をキーワードに、県内
で活動するアーティストを紹介し、この事業を通じて文化や人材交流を図り
ながら地域文化の振興と発展及び活性化を目指します。
■と　き／8月15日（日）　10:00～16:00
■ところ／ビッグハート出雲
■内　容／◇白のホール　ステージイベント
　　　　　　　　　　　　（吹奏楽・合唱・民謡・神楽・ダンス等）
　　　　　◇茶のホール　アコースティックコンサート
　　　　　◇黒のホール　バンドコンサート
　　　　　◇アートギャラリー　展示 （写真・工芸品等） 及びワークショップ等
　　　　　◇会　議　室　動画作品・web作品等の紹介・上映
　　　　　◇そ　の　他　フリーマーケット・飲食コーナー等もあります
■チケット情報
　　　前売　1,000円 （共通券）　　当日　1,500円 （小学生以下無料）
　　　　　＊ 白・黒・茶のスタジオ以外は無料。
■おたずね／SHIMANE ART REVOLUTION2010実行委員会事務局
　　　　　　TEL.090－8991－1759

大國章夫　展
出雲文化伝承館

参加者募集

■と　き／8月1日（日） まで
　　　　　月曜日休館
■ところ／出雲文化伝承館　
■観覧料／一般　500円
　　　　　（20名以上の団体は400円）
　　　　　　※高校生以下無料
　　　　　　※お抹茶とのセット券　800円
■おたずね／出雲文化伝承館　TEL.21－2460

　伝承館に所蔵されている出雲ゆかりの洋画
家・大國章夫の作品を展示し、その画業を振
り返ります。

 体験講座 体験講座 体験講座

 マ マエストロトロの特別講座の特別講座
 ♪「イタリア語をうたっチャオ !!　Ⅱ」（2回シリーズ）
　参加費：1,000円
　と　き：①８月19日（木）19：30～ 21：30
　　　　　　歌曲編＊「Le Violette　レ・ヴィオレッテ　すみれ」
　　　　　②８月20日（金）19：30～ 21：30
　　　　　　オペラ編＊魅惑の「ドン・ジョヴァンニ」
　講　師：中井章徳
　対　象：一般
　内　容：オペラやイタリア歌曲を取りあげ、歌うためのイタ
　　　　　リア語を楽しく・わかりやすく学べる教養講座

 ♪オカリナにチャレンジ !
　参加費：500円 （資料代）
　と　き：８月19日（木）14：00～ 16：00
　対　象：一般
　講　師：中井章徳
　内　容：オカリナのやさしい響きを吹いて体験！

 ♪あつまれ ! うたなかま !!（キッズコーラス）
　と　き：８月21日（土）10：30～ 12：00
　対　象：小学１・２年生
　講　師：米山道雄　ほか
　内　容：心とからだで音楽を感じよう！

 ♪はじめてのヴァイオリン
　と　き：８月22日（日）
　　　　　①9：30～ 10：30　②11：00～ 12：00
　対　象：小学４年～６年生の弦楽器未経験者
　　　　　①・②とも各15名程度 （親子での参加も可能です）
　講　師：芦原充　ほか
　内　容：楽器・弓の持ち方から〈きらきら星〉が弾けるまで。

 ♪オーケストラを見学しよう!!
　と　き：８月22日（日）14：30～ 17：00
　対　象：興味のある方ならどなたでも見学できます
　内　容：オーケストラコースの合奏を見学します。
　　　　　「眠りの森の美女」より　ほか

 うたってアンチエイジング！！
　　～旋律が重なれば 音楽が広がる～
　と　き：８月25日（水）10：00～ 12：00
　対　象：一般男女 （55歳以上）
　講　師：森山由紀美　ほか
　内　容：楽しく歌って若返り！

 ♪うたおう! 声高らかに（ジュニアコーラス）
　と　き：８月28日（土）13：30～ 15：30
　対　象：小学３年生～高校２年生
　講　師：森山由紀美　ほか
　内　容：なかまづくり・声づくり・ハーモニーづくり

出雲芸術アカデミーでは、夏休みを利用してさまざまな体験講座を開講します。
いずれの講座も会場は出雲交流会館（今市小北隣）です。

＊夏休み！アカデミーウィーク2010＊＊夏休み！アカデミーウィーク2010＊＊夏休み！アカデミーウィーク2010＊

・９月には、「オーケストラ塾」塾生募集のほか、
   さまざまな体験講座を予定しています！
■申込方法
　各講座の1週間前までに電話・メール・ファクス・郵便でお申込ください。
　希望の講座名・ご住所・受講者名、年齢、連絡先をご記入ください。
■おたずね・申し込み
　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
　TEL : 21－6371　FAX : 21－6372
　E-mail : academy-arts@local.city.izumo.shimane.jp

 マエストロの特別講座

参加費　無料
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